
WHAT’S IN MY NAME?

YEAR 5 & 6



RULES
• Listen (= Listen carefully to understand what I am saying!)

• Two words (= Answer within 2 words!)

• Stop (= Stop when you are stuck)

• Grandmother (= Say only what my grandmother wants to 
hear!)

• Wow! (= Let’s get inspired!)



GOALS

•To understand what each sentence means

•To answer the questions in a simple way

Note: You don’t have to make a complete 

sentence. 



LESSON 1:
BOKU NO NAMAE WA ______DESU.
OYA GA _____ GA SUKI DAKARA DESU.

Boku no namae wa
Oya ga

(e.g., pikachuu)
(e.g., pokemon)

Desu.
ga Suki dakara desu.
o Erabimashita.

• Desu (= is/am/are)
• Suki desu (= like)
• Kara/dakara (= because)
• Ka (= ?)
• Soretomo (= or)
• Hai (= Yes)
• Iie (= No)
• Erabimasu (= choose)
• Erabimashita (= chose)

• Watashi wa (I)
• Boku wa (I)
• Watashi no (my)
• Boku no (my)
• Namae (name)
• Anata wa (you)
• Anata no (your)
• Jibun (myself/yourself: reflective)
• Jibun no (my/your: reflective)
• Oya / oyagosan (parent(s))

• Da-re (= Who)
• Da-re no (= Whose)
• Nan/nani (= what)
• Naze (= why)



FLASHCARDS（FOR READING 1 & 2）

•https://quizlet.com/_2zrlmy

https://quizlet.com/_2zrlmy


FLASHCARDS (FOR READING 3 & 4)

•https://quizlet.com/_30vz5q

https://quizlet.com/_30vz5q


READING 1

A: Sensei desu…..
A: Sensei desu ka.
B: Hai.
B: Hai, Sensei desu.
A: Tyler Swift desu ka.
B: Iie.
B: Iie, Tyler Swift janai desu
B: 先生desu.
B: Tyler Swift janai desu.
A: Justin Bieber desu ka.
B: Iie.
B: Iie, Justin Bieber janai desu.
B: 先生 desu.
B: Justin Bieber janai desu.

A: 先生 desu ka. Soretomo, Justin Bieber desu
ka.
B: 先生!
B: 先生 desu.
B: Justin Bieber janai desu.
B: 先生 desu.
A: 先生 desu ka. Soretomo, Tyler Swift desu ka.
B: 先生!
B: 先生 desu.
B: Tyler Swift janai desu.
B: 先生 desu.



READING 2

A: せんせい です…..
A: せんせい です か。
B: はい。
B: はい。せんせい です。
A: Tyler Swift です か。
B: いいえ。
B: いいえ、 Tyler Swift じゃない です。
B: せんせい です。
B: Tyler Swift じゃない です。
A: Justin Bieber です か。
B: いいえ。
B: いいえ。 Justin Bieber じゃない です。
B: せんせい です。
B: Justin Bieber じゃない です。

A: せんせい です か。それとも、 Justin 
Bieber です か。
B: せんせい!
B: せんせい です！
B: Justin Bieber じゃない です！
B: せんせい です！
A: せんせい です か。 それとも、Tyler 
Swift です か。
B: せんせい！
B: せんせい です！
B: Tyler Swift じゃない です！
B: せんせい です！



READING 3: WHY DID THEY CHOSE YOUR NAME?

A1: Anata no namae wa nan desu ka.
B1: Boku no なまえ wa Adam desu.
A2: Adam san desu ka.
B2: Hai. Boku no なまえ wa Adam desu.
A3: Naze oyagosan wa anatanoなまえ o erabimashita ka.
B3: Oya wa cricket ga suki desu.
A4: Oyagosan wa cricket gaすきです ka.
B4: Hai. Oya wa cricket gaすきです.
B5: Adam Gilchrist wa yuumeina cricket senshu desu.
B6: Oya wa Adam Gilchrist gaすきです.
B7: Oya wa Adam Gilchrist gaすき dakara, Adam o 
erabimashita.
A5: Oyagosan wa Adam Golchrist gaすき dakara, Adam o 
erabimashita ka.
B8: Hai. Oya wa Adam Gilchrist gaすき dakara, Adam o 
erabimashita.
B9: Anata no なまえ wa nan desu ka.
A6: Watashi no なまえ wa Leia desu.

A11: Oya wa Leia gaすき dakara, Leia o erabimashita.
B12: Oyagosan wa Leia gaすき dakara, Leia o erabimashita ka
A12: Hai. Oya wa Leia gaすき dakara Leia o erabimashita.
B13: Anata wa jibun no なまえ gaすきです ka.
A13: Hai, watashi wa jibun no なまえ gaすきです.
A14: Watashi mo Star Wars gaすき dakara, jibun no なまえ
ga suki desu.
A15: Anata mo jibun no なまえ gaすきです ka.
B14: Iie, boku wa jibun no なまえ gaすき janaiです.
A16: Naze anata wa jibun no なまえ gaすき janaiです k
B15: Boku wa cricket gaすき janai kara, jibun no なまえ ga
suki janai desu.
A17: Anata wa cricket gaすき janai kara, jibun no なまえ ga
suki janai desu ka.
B16: Hai, boku wa cricket gaすき janai kara, jibun no なまえ
ga suki janai desu.
A18: Demo, anata no なまえ wa kakkoii desu.
B17: Boku no なまえ wa kakkoii desu ka.



READING ４: WHY DID THEY CHOSE YOUR NAME?

A1: あなた の なまえ は なん です か。
B1: ぼく の なまえ は アダム です。
A2: アダム さん です か。
B2: はい。ぼく の なまえ は アダム です。
A3: なぜ おやごさん は あなたの なまえ を えら
びました か。
B3: おや は クリケット が すき です。
A4: おやごさん は クリケット が すき です か。
B4: はい。おや は クリケット が すき です。
B5: アダム ギルクライスト は ゆうめいな クリケッ
ト せんしゅ です。
B6: おや は アダム ギルクライスト が すき です。
B7: おや は アダム ギルクライスト が すき だか
ら、アダム を えらびました。
A5: おやごさん は アダム ギルクライスト が すき
だから アダム を えらびました か。
B8: はい。おや は アダム ギルクライスト が すき
だから、アダム を えらびました。

A11: おや は レイア が すき だから レイア を
えらびました。
B12: おやごさん は レイア が すき だから レイ
ア を えらびました か。
A12: はい。おや は レイア が すき だから レイ
ア を えらびました。
B13: あなた は じぶん の なまえ が すき です
か。
A13: はい。わたし は じぶん の なまえ が すき
です。
A14: わたし も スターウォーズ が すき だから、
じぶん の なまえ が すき です。
A15: あなた も じぶん の なまえ が すき です
か。
B14: いいえ。ぼく は じぶん の なまえ が すき
じゃない です。
A16: なぜ あなた は じぶん の なまえ が すき
じゃない です か。


