
Topic: Family                           Vocabulary 

*あまり is used in a negative sentence. Ex: 私はあまりねません。(I don’t sleep much.) 

*弾く is ‘play’ for instruments. 飼う is ‘have’ for pets. 狭い is ‘small’ for space. 小さい is ‘small’ for objects. いる is 

‘exist’ for people or animals. ある is ‘exist’ for objects. 

*Shaded Kanji symbols below are NOT for VCE, so don’t worry about writing or reading them.                 
do する drawing 絵 え go 行く い/く sing 歌う うた/う 
exist いる book 本 ほん watch 見る み/る make 作る つく/る 
exist ある clothing 服 ふく read 読む よ/む think 思う おも/う 
become なる shoes 靴 くつ draw 描く か/く speak 話す はな/す 
everyone みんな person 人 ひと buy 買う か/う singer 歌手 か/しゅ 
loud うるさい house 家 いえ live 住む す/む hobby 趣味 しゅ/み 
yummy おいしい now 今 いま play * 弾く ひ/く job 仕事 し/ごと 
much * あまり dog 犬 いぬ have * 飼う か/う family 家族 か/ぞく 
often よく cat 猫 ねこ room 部屋 へ/や phone 電話 でん/わ 
very とても    this year 今年 ことし own 自分 じ/ぶん 
because から    age 歳 さい name 名前 な/まえ 
but しかし    same 同じ おな/じ small * 狭い せま/い 
my father 父 ちち my older brother 兄 あに my uncle 叔父 おじ 
my mother 母 はは my younger brother 弟 おとうと my aunt 叔母 おば 
living room 居間 い/ま my older sister 姉 あね my grandfather 祖父 そ/ふ 
today 今日 きょう my younger sister 妹 いもうと my grandmother 祖母 そ/ぼ 
get old 年をとる とし/をとる have a walk 散歩する さん/ぽ/する 
kitchen 台所 だい/どころ play around 遊ぶ あそ/ぶ 
baseball 野球 や/きゅう work 働く はたら/く 
teacher 先生 せん/せい prepare 準備する じゅん/び/する 
park 公園 こう/えん future 将来 しょう/らい 
cooking 料理 りょう/り weekend 週末 しゅう/まつ 
company 会社 かい/しゃ nurse 看護婦 かん/ご/ふ 
program 番組 ばん/ぐみ banker 銀行員 ぎん/こう/いん 
breakfast 朝御飯 あさ/ご/はん shopping 買い物 か/い/もの 
dinner 晩御飯 ばん/ご/はん birthday 誕生日 たん/じょう/び 
friend 友達 とも/だち kind 優しい やさ/しい 
funny 面白い おも/しろ/い wonderful 素敵な す/てき/な 
small *  小さい ちい/さい good at 上手な じょう/ず/な 
next 今度の こん/ど/の famous 有名な ゆう/めい/な 
per week 週に しゅう/に quiet 静かな しず/かな 
except 除いて のぞ/いて can’t be helped 仕方ない し/かた/ない 
TV テレビ joke ジョーク comedy コメディ golf ゴルフ cafe カフェ 
shirt シャツ soccer サッカー present プレゼント department store デパート 
pet ペット guitar ギター Vietnam ベトナム apartment house アパート 
      supermarket スーパー 



 

 my family somebody else’s family 

father 父 ちち お父さん おとうさん 

mother 母 はは お母さん おかあさん 

uncle 叔父 おじ 叔父さん おじさん 

aunt 叔母 おば 叔母さん おばさん 

younger brother 弟 おとうと 弟さん おとうとさん 
younger sister 妹 いもうと 妹さん いもうとさん 
older brother 兄 あに お兄さん おにいさん 
older brother 姉 あね お姉さん おねえさん 
grand father 祖父 そふ お祖父さん おじいさん 
grand mother 祖母 そぼ お祖母さん おばあさん 

 


