
Unit１ はじめまして。
Hajimemashite.

Can-do

Can-do １ あいさつが　できる
Aisatsu    ga    dekiru
You can greet

Can-do ２ じこしょうかい（なまえ、だいがく、せんこうなど）が　できる
Jikosho:kai            (namae,     daigaku,      senko:     nado)  ga   dekiru
You can introduce yourself （name, university, field of study, etc.）

かいわ
Kaiwa

い と う ： はじめまして。　いとうです。 Ito:　 : Hajimemashite. 

Ito: desu.

どうぞ　よろしく　おねがいします。 Do:zo yoroshiku 

onegaishimasu.

： はじめまして。　アリフです。 Arifu : Hajimemashite. 

Arifu desu.

インドネシアの　ジャカルタから きました。 Indoneshia no Jakaruta

1

2

ア リ フ

1

インドネシアの　ジャカルタから きました。 Indoneshia no Jakaruta

kara kimashita.

どうぞ　よろしく　おねがいします。 Do:zo yoroshiku 

onegai　shimasu.

い と う ： アリフさんは　がくせいですか。 Ito:　 : Arifu-san wa gakuse:

desu ka.

ア リ フ ： はい。　しゅとだいがくとうきょうの　がくせいです。 Arifu : Hai.  Shuto-daigaku-To:kyo:

no gakuse: desu.

い と う ： せんもんは？ Ito:　 : Senmon wa?

ア リ フ ： きかいこうがくです。 Arifu : Kikai-ko:gaku desu.

い と う ： そうですか。 Ito:　 : So: desu ka.

1
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Nice to meet you!

Ito: ： Hello. I'm Ito:.

Nice to meet you.

Arifu ： Nice to meet you, too. I'm Arifu.

I'm from Jakarta, Indonesia.

It is nice meeting you.

Ito: ： Arifu-san, are you a student?

Arifu ： Yes, I am.  I'm a Tokyo Metropolitan University student.

Ito: ： What is your field of study?

Arifu ： It's mechanical engineering.

Ito: ： I see.

あたらしいことば

Atarashi: kotoba

あいさつ aisatsu greetings

あなた anata you

ありがとうございます arigato:gozaimasu Thank You (more polite version)

アリフ（ありふ） Arifu Arif (an Indonesian name)

いがくぶ igaku-bu a faculty of medicine

いとう Ito: Ito (a Japanese family name)

インドネシア（いんどねしあ） Indoneshia Indonesia

おくに k i h t

3

2

おくに o-kuni home country

おはようございます ohayo:gozaimasu Good morning

かいしゃいん kaisha-in an office worker

かいわ kaiwa a dialogue, (a) conversation

がくせい gakuse: a student

がくぶ gakubu a faculty

かんごがくぶ kango gaku-bu a faculty of nursing

かんこく kankoku Korea

きかいこうがく kikai ko:gaku mechanical engineering

きます kimasu to come

くに kuni a country

けいざい ke:zai economics

けいざいがくぶ ke:zai gaku-bu a faculty of economics

こちら kochira this, here

こんにちは kon-nichiwa Good morning, Good afternoon, Hello

こんばんは konbanwa Good evening

さようなら sayo:nara Goodbye

じこしょうかい jiko sho:kai self-introduction

システムデザイン（しすてむでざいん） shisutemu dezain system design

ジャカルタ（じゃかるた） Jakaruta Jakarta

2－ 2－U1
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Arifu ： Yes, I am.  I'm a Tokyo Metropolitan University student.

Ito: ： What is your field of study?

Arifu ： It's mechanical engineering.
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あたらしいことば
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ありがとうございます arigato:gozaimasu Thank You (more polite version)
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インドネシア（いんどねしあ） Indoneshia Indonesia

おくに k i h t

3
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かいわ kaiwa a dialogue, (a) conversation

がくせい gakuse: a student
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くに kuni a country

けいざい ke:zai economics

けいざいがくぶ ke:zai gaku-bu a faculty of economics

こちら kochira this, here

こんにちは kon-nichiwa Good morning, Good afternoon, Hello
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じこしょうかい jiko sho:kai self-introduction

システムデザイン（しすてむでざいん） shisutemu dezain system design
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2

しゅとだいがくとうきょう Shuto-daigaku-To:kyo: Tokyo Metropolitan University

しょうがくぶ sho: gaku-bu a faculty of commerce

せんこう senko: one's major, a field of study

せんせい sense: a professor

せんもん senmon a field of study

ソウル（そうる） Souru Seoul

だいがく daigaku a university

だいがくいんせい daigakuin-se: a graduate student

だいがくせい daigakuse: a university student

たかはし Takahashi Takahashi (a Japanese family name)

ちゅうごく Chu:goku China

なまえ namae a name

にほんぶんがく Nihon bungaku Japanese literature

はい hai yes

パク（ぱく） Paku Park (a Korean family name)

はじめまして hajimemashite Nice to meet you.

ぶんがくぶ bungaku-bu a faculty of literature

ペキン（ぺきん） Pekin Beijing

へや heya a room

ほうがくぶ ho:gaku-bu a faculty of law

まえ mae before, front

もうします（もうす） mo:shimasu(mo:su) My name is --- .

リュウ（りゅう） Ryu: Liu (a Chinese name)

りゅうがくせい ryu:gakuse: an International student

3

わたし watashi I, myself, self
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練
れん

　習
しゅう

renshu:

Ⅰ おはようございます。
Ohayo:gozaimasu.

Ａ-１

Ex) ： Ｂさん、おはようございます。
B-san, ohayo:gozaimasu.

： Ａさん、おはようございます。
A-san, ohayo:gozaimasu.

Ex) 1) 2) 3)

Ａ-２

Ex) ： Ｂさん、こんにちは。
B-san, kon-nichiwa.

： Ａさん、こんにちは。

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

4

4

さん、 んにちは。
A-san, kon-nichiwa.

２ｐｍ 1) ７ｐｍ 2) ９ａｍ 3) ３ｐｍ 4) １１ａｍ

Ａ-３

Ex) ： ありがとう　ございます。
Arigato: gozaimasu.

： どういたしまして。
Do: itashimashite. Ex)

1) 2)

Ex)

Ｂ

Ａ

4
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練
れん
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Ａ-２
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4
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さん、 んにちは。
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Ａ-３
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Arigato: gozaimasu.

： どういたしまして。
Do: itashimashite. Ex)

1) 2)

Ex)

Ｂ

Ａ

4

Ａ-４

せんせいの　へやの　まえで
Sense: no heya no mae de.

せんせい ： どうぞ。
Sense: Do:zo.

がくせい ： しつれいします。
Gakuse: Shitsure:shimasu.

Ⅱ はじめまして。アリフです。
Hajimemashite.   Arifu desu.

Ａ-１

Ex) いとう ： はじめまして。　① いとうです。
Ito: Hajimemashitte.         　Ito:      desu.

どうぞ　よろしく　おねがいします。
Do:zo     yoroshiku   onegai    shimasu.

アリフ ： はじめまして。　② アリフです。
Arifu Hajimemashite.            Arifu desu.

どうぞ　よろしく　おねがいします。
Do:zo       yoroshiku   onegai     shimasu.

Ex) ① いとう ② アリフ １）？？？
  　　ito: 　  　Arifu

5

Ａ-２

Ex) ： おなまえは？ Ex) アリフ １）？？？
O-namae wa? Arifu

アリフ ： アリフです。
Arifu Arifu desu.

Ａ-３

Ex) ： ① アリフさん、おくには？
　 　Arifu-san,      o-kuni wa?

アリフ ： ② インドネシアです。
Arifu  　　Indoneshia      desu.

： ② インドネシアの　どちらですか。
　 　Indoneshia      no   dochira desu ka.

アリフ ： ③ ジャカルタです。
Arifu 　 　Jakaruta      desu.

Ex) ① アリフ ② インドネシア ③ ジャカルタ １）？？？
　 　Arifu 　　 Indoneshia  　　Jakaruta

   Ａ

   Ａ

   Ａ

5
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Ａ-４

Ex) ： はじめまして。　① リュウです。
Hajimemashite.            Ryu:    desu.

② ちゅうごくの　ペキンから　きました。
Chu:goku no      Pekin   kara    kimashita.

アリフ ： はじめまして。　③ アリフです。
Arifu Hajimemashite.           Arifu   desu.

④ インドネシアの　ジャカルタから　きました。
Indoneshia      no    Jakaruta     kara    kimashita.

Ex) ① リュウ ② ちゅうごく／ペキン
　  　Ryu: 　  　Chu:goku / Pekin

Ex) ③ アリフ ④ インドネシア／ジャカルタ
     Arifu       Indoneshia / Jakaruta

1) ？？？

Ｂ-１

Ex) ： Ｂさん、だいがくは？
B-san,     daigaku wa?

： しゅとだいがくとうきょうです。
Shuto-daigaku-To:kyo:    desu.

しゅとだいがくとうきょう １）？？？
Shuto-daigaku-To:kyo:

Ａ

Ａ

Ｂ

Ex)

6

Ｂ-２

Ex) ： Ｂさん、がくぶは？ Ex) ぶんがくぶ １）？？？
B-san,     gakubu wa? bungaku-bu

： ぶんがくぶです。
Bungaku-bu desu.

がくぶ Faculty

ぶんがくぶ ほうがくぶ
bungaku-bu Faculty of Literature ho:gaku-bu Faculty of Law

けいざいがくぶ りこうがくぶ
ke:zaigaku-bu Faculty of Economics riko:gaku-bu Faculty of Science Technology

しょうがくぶ いがくぶ
sho:gaku-bu Faculty of Commerce igaku-bu Faculty of Medicine

Ｂ

Ａ

6
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Ａ-４
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Ex) ： Ｂさん、だいがくは？
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Ａ

Ａ

Ｂ

Ex)

6

Ｂ-２

Ex) ： Ｂさん、がくぶは？ Ex) ぶんがくぶ １）？？？
B-san,     gakubu wa? bungaku-bu

： ぶんがくぶです。
Bungaku-bu desu.

がくぶ Faculty

ぶんがくぶ ほうがくぶ
bungaku-bu Faculty of Literature ho:gaku-bu Faculty of Law

けいざいがくぶ りこうがくぶ
ke:zaigaku-bu Faculty of Economics riko:gaku-bu Faculty of Science Technology

しょうがくぶ いがくぶ
sho:gaku-bu Faculty of Commerce igaku-bu Faculty of Medicine

Ｂ

Ａ

6

Ｂ-３

Ex1) だいがくせい Ex２) だいがくいんせい
Daigakuse: Daigakuinse:

： Ｂさん、せんこうは？ ： Ｂさん、せんもんは？
B-san,      senko: wa? B-san,     senmon wa?

： にほんぶんがくです。 ： きかいこうがくです。
Nihon -bungaku desu. Kikai-ko:gaku     desu.

にほんぶんがく きかいこうがく
Nihon-bungaku Kikai-ko:gaku

１）？？？ １）？？？

Ｂ-４

EX) ： Ｂさん、だいがくは？
B-san,     daigaku wa?

： ① しゅとだいがくとうきょうです。
     Shuto-daigaku-To:kyo: desu.

： がくぶは？
Gakubu wa?

： ② ぶんがくぶです。
 　　Bungaku-bu desu.

① しゅとだいがくとうきょう ② ぶんがくぶ
Shuto-daigaku-To:kyo: bungaku-bu

Ex)

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ex1) Ex2)

Ｂ

Ａ

7

     Shuto-daigaku-To:kyo:    bungaku-bu

１）？？？

Ⅲ がくせいですか。
Gakuse: desu ka.

Ａ-１

Ex) ： Ｂさんは　がくせいですか。
B-san  wa   gakuse:    desu ka.

： はい、がくせいです。
Hai,      gakuse:   desu.

Ex) がくせい
gakuse:

1) だいがくいんせい 2) かいしゃいん
daigakuinse: kaishain

3) インドネシアじん 4） ？？？
Indoneshia-jin

Ａ

Ｂ
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Ａ-２

Ex) ： せんこうは　① ぶんがくですか。
Senko:    wa         bungaku desu ka.

： いいえ、② けいざいがくです。
I:e,               ke:zaigaku    desu.

Ex) ① ぶんがく ② けいざいがく
bungaku      ke:zaigaku

1) ① けいざいがく ② ？（あなたの　せんこう）
     ke:zaigaku Anata no senko:

Ｂ-１

Ex) ： Ｂさんは　がくせいですか。
B-san  wa   gakuse:    desu ka.

： はい、　がくせいです。
Hai,      gakuse:   desu.

Ａさんは？
A-san wa?

： わたしも　がくせいです。
Watashi mo gakuse: desu.

Ex) がくせい
gakuse:

1) だいがくいんせい 2) かいしゃいん 3) インドネシアじん 4) ？？？

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

8

1) だいがくいんせい 2) かいしゃいん 3) インドネシアじん 4) ？？？
daigakuinse: kaishain Indoneshia-jin

Ｂ-２

Ex) ： Ｂさんは　がくせいですか。
B-san  wa   gakuse:    desu ka.

： はい、　がくせいです。
Hai,      gakuse:   desu.

： だいがくは　どちらですか。
Daigaku  wa   dochira desu ka.

： しゅとだいがくとうきょうです。
Shuto-daigaku-To:kyo:    desu.

： あぁ、そうですか。
A:,        so:  desu ka.

わたしも　しゅとだいくとうきょうの　がくせいです。
Watashi mo Shuto-daigaku-To:kyo: no   gakuse:   desu.

しゅとだいがくとうきょう １）？？？
Shuto-daigaku-To:kyo:

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ex)
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Ａ-２

Ex) ： せんこうは　① ぶんがくですか。
Senko:    wa         bungaku desu ka.

： いいえ、② けいざいがくです。
I:e,               ke:zaigaku    desu.

Ex) ① ぶんがく ② けいざいがく
bungaku      ke:zaigaku

1) ① けいざいがく ② ？（あなたの　せんこう）
     ke:zaigaku Anata no senko:

Ｂ-１

Ex) ： Ｂさんは　がくせいですか。
B-san  wa   gakuse:    desu ka.

： はい、　がくせいです。
Hai,      gakuse:   desu.

Ａさんは？
A-san wa?

： わたしも　がくせいです。
Watashi mo gakuse: desu.

Ex) がくせい
gakuse:

1) だいがくいんせい 2) かいしゃいん 3) インドネシアじん 4) ？？？

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ
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1) だいがくいんせい 2) かいしゃいん 3) インドネシアじん 4) ？？？
daigakuinse: kaishain Indoneshia-jin

Ｂ-２

Ex) ： Ｂさんは　がくせいですか。
B-san  wa   gakuse:    desu ka.

： はい、　がくせいです。
Hai,      gakuse:   desu.

： だいがくは　どちらですか。
Daigaku  wa   dochira desu ka.

： しゅとだいがくとうきょうです。
Shuto-daigaku-To:kyo:    desu.

： あぁ、そうですか。
A:,        so:  desu ka.

わたしも　しゅとだいくとうきょうの　がくせいです。
Watashi mo Shuto-daigaku-To:kyo: no   gakuse:   desu.

しゅとだいがくとうきょう １）？？？
Shuto-daigaku-To:kyo:

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ex)

8

Ⅳ じこしょうかい
Jikosho:kai

Ex1) だいがくせい
Daigakuse:

はじめまして。　① パクです。
Hajimemashite.           Paku desu.

② かんこくの　ソウルから　きました。
Kankoku no    Souru    kara    kimashita.

③ しゅとだいがくとうきょうの　りゅうがくせい(がくせい)です。
Shuto-daigaku-To:kyo:    no    ryu:gakuse:     （gakuse:)   desu.

せんこうは　④ ぶんがくです。
Senko:    wa   　　 bungaku desu.

どうぞ　よろしく　おねがいします。
Do:zo     yoroshiku    onegai    shimasu.

Ex1) ① パク ② かんこく／ソウル ③ しゅとだいがくとうきょう
Paku Kankoku/Souru Shuto-daigaku-To:kyo:

④ ぶんがく
bungaku

１）？？？

Ex2) だいがくいんせい

9

Ex2) だいがくいんせい
Daigakuinse:

はじめまして。　① アリフです。
Hajimemashite.             Arifu   desu.

② インドネシアの　ジャカルタから　きました。
Indoneshia      no    Jakaruta     kara    kimashita.

③ しゅとだいがくとうきょうの　だいがくいんせいです。
Shuto-daigaku-To:kyo:    no    daigakuinse:  desu.

せんもんは　④ きかいこうがくです。
Senmon   wa          kikai-ko:gaku     desu.

どうぞ　よろしく　おねがいします。
Do:zo       yoroshiku    onegai    shimasu.

EX2) ① アリフ ② インドネシア／ジャカルタ
Arifu Indoneshia / Jakaruta

③ しゅとだいがくとうきょう ④ きかいこうがく
Shuto-daigaku-To:kyo: kikai-ko:gaku

１）？？？

9
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すうじ su:ji

Ａ-１ よみましょう。
Yomimasho:

1)　　８　　　　　　2)　　５ 3)　　２ 4)　　６ 5)　　９　

6)　　１　　　 7)　　４ 8)　　１０ 9)　　３ 10)　　７

Ａ-２ かきましょう。
Kakimasho:

1)　roku　(     )　2)　kyu:  (     )　3)　go  (     )　 4)　hachi  (     )　 5)　 ni  (     )　

6)　shichi  (     )   7)　ju:　 (     ) 　8)　san  (     )　9)　ichi  (     )　 10)　yon  (     )

できたものに をしましょう。できなかったものは、もう一
いち

度
ど

やりましょう。
Dekitamono ni   o  shimasho:. Dekinakatta    mono wa mo:  ichido yarimasho:.

Can-doリスト １ ２ ３
risuto

6

5

Ⅰ

10

１ あいさつが　できる

Aisatsu   ga    dekiru

２ じこしょうかい（なまえ、だいがく、せんこうなど）が　できる

Jikosho:kai            (namae,    daigaku,      senko:     nado)   ga    dekiru.

10
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Can-do 1 2 3

あいさつが　できる

Aisatsu   ga    dekiru

You can greet

じこしょうかい（なまえ、だいがく、せんこうなど）が　できる

Jikosho:kai    (namae,  daigaku,   senko:   nado) ga  dekiru.

You can introduce yourself (name, university, field of study, etc.)

1

2




