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Self-Introduction 

 
1. Dialogue Practice：  

Shohei is in an international party in Fukuoka. 
 
John: Hi. How are you? 
Shohei: I’m good. How are you?  
John: Nice party, huh? I take part in this party once a month, but I feel a little 
 nervous. By the way, I am Johnny Denis. Just call me John. What’s 
 your name? 
Shohei: My name is Shohei Ota. Please call me Shohei. Nice to meet you. 
John: Nice to meet you, too. So where are you from? 
Shohei: I’m from Chiba.  
John: Chiba? Um, in which area in Japan? 
Shohei: Next to Tokyo.  
John: Oh, got it. 
Shohei: It takes just 30 minutes by train from my hometown to 
 Asakusa, one of the most famous tourist spots in Japan. Oh, and,  
 Disneyland is in Chiba. 
John: Oh, really? Actually, I’m from Los Angeles, the United States. We have 
 Hollywood, Angel Stadium, Universal Studio or something. And we 
 also have Disneyland!  
Shohei: Oh, Disneyland! And Shohei Otani! So what do you do? 
John: I am a teacher at high school. How about you? 
Shohei: I am a second-year college student. My major is English education. 
 What do you do in your free time? 
John: Um, I like reading novels. I often read Haruki Murakami. How about 
 you? 
Shohei: Um…., I like watching movies on Netflix. I often watch 
 American comic movies, like Iron Man, Spider Man or something. 
John: Sounds good. Oh, it’s time to go. Nice talking to you. 
Shohei: Nice meeting you, too. 
 
 
 
 
 
 

***日本語訳つきのスクリプトは pp.8-9*** 
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2. Check your understanding：  
1. Where is Shohei from? 
 
 
2. Where is John from?  
 
 
3. Shohei and John have something in common. Give one example. 
 
 
4. What does John do? 
 
 
5. What does Shohei do? 
 
 
6. What does John do in his free time? 
 
 
7. What does Shohei do in his free time? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vocabulary： 
❐ 元気? / やあ  ①How are you? ②How are you doing? 
❐ 元気だよ。  ①I’m good. ②I’m doing good. △I’m fine. 
❐ 〜だね / 〜ですね ①~, huh?【カジュアル】 
   ②~, right? ③~, isn’t it?【カジュアル〜フォーマル】 
    e.g.  It’s a nice party, huh? 
    It’s a nice party, right? 
    It’s a nice party, isn’t it? 
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❐ 参加する  take part in ~ 
    ➔「今参加中」I’m in ~ 
❐ 1 ヶ月に 1 回  once a month【a = 〜につき】 
❐ 少し / なんか a little 
❐ 緊張してる  I feel nervous. 
❐ ところで  By the way,【LINE などのメッセージでは BTW】 
❐ 〜って呼んでくれればいいよ Just call me 〜. 
❐ 〜って呼んで(ください)Please call me ~ 
❐ 名前は何？  What’s your name? 
❐ はじめまして。 Nice to meet you. 
    △Nice to meet you. My name is Jonny Denis. 
    ○My name is Johnny Denis. Nice to meet you. 
    ➔簡単に名乗った後に使うのが基本 
❐ こちらこそはじめまして。 ①Nice to meet you, too. ②You, too. 
❐ ってゆうか / ところで So【≒By the way 通常は「だから」や「とても」】 
❐ どこ出身？  Where are you from? 
❐ 〜出身です。  I’m from ~. 
❐ えっと,   【自然】①um, ②<文中で> , you know,  
   【フォーマル】①well ②let me see 
   ➔こういったつなぎ言葉は filler と呼ばれます 
❐ 日本のどの辺り？ In which area in Japan? 
❐ 〜の隣です。  (It’s) next to ~. 
   ➔「近く」なら (It’s) close to ~. 
❐ なるほど / わかった (I) got it.（≒I get it. / I see.） ➔ Oh, ~ と使うのが自然 
❐ A から Bまで 30分です It takes 30 minutes from A to B 
❐ たった  ①just ②only 
❐ 電車で  by train 
❐ 〜のうちの 1つ one of the ~ 
❐ 観光地  tourist spot 
❐ A が B にありますよ。 A is in B.  / B have A 
    e.g. Disneyland is in Chiba. 
        Chiba has Disneyland. 
❐ えホント（ですか）? Oh, really? 
   えマジ？ 

❐ 実は   Actually 
❐ アメリカ  【自然】①the United States ②the US ③the States 
   【頻度低】America <文脈によってはアメリカ大陸の意も> 
❐ スタジアム  stadium 
❐ スタジオ  studio 
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❐ お仕事は？  What do you do? 
   ➔What’s your job?だと直接的で場合によって失礼に当たる

   場合もあるため避けられる。婉曲(遠回し)表現の 1 つ。 
   婉曲表現例 トイレ = △toilet ○restroom ○powder room 
❐ 高校の先生です。 ①I am a teacher at high school. 
   ②I am a high school teacher. 
❐ あなたは？  How about you? 
❐ 大学 2年生です。 I am a second-year college student. 
   I am a second-year student at Keio University. 
❐ 〜専攻です。  ①My major is ~ ②I major in ~. 
❐ 趣味は何？  What do you do in your free time? 
   △What’s your hobby? 
   hobby の守備範囲 
     hobby は仕事と丸々置き換えていいものに使うのが通常。「音

   楽聴く」や「寝る」「TV 観る」などは hobby というのは不自然。 
   △ My hobby is reading books. / My hobby is listening to music. 

     ○ I like reading books. / I like listening to music. 
     ➔ 趣味は I like doing ~ (in my free time). が最も一般的 
❐ 小説   novel 
   ＊Dark L ルール 
   発音ルール詳細： 
   https://fukuoka-englishgym.com/archives/1346 
❐ 〜の作品を読む I read ~ 
❐ アメコミ映画  American comic movies 
❐ A, 例えば, B  【単語と単語をつなぐ】 
     ①A, like B ②A such as B 
   【文と文をつなぐ】 
     SV ~. For example, SV…. 
❐ 〜とか  ①~ or something 
   〜みたいなやつ ②~ or something like that 
  〜なんちゃら   e.g. I like baseball, football or something. 
❐ いいね。  Sounds good 
❐ 行かなくちゃ。 ①It’s time to go. ②I’ve got to go.≒I have to go. 
❐ 会えて良かったです。 ①Nice meeting you.  ②Nice talking to you. 
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4. Expressions： 
 
① How are you?  

○A: How are you?   △A: How are you? 
  B: I’m good. How are YOU?   B: I’m fine, thank you. And you? 
 

 OK How are you? は Hi や Hello と近い挨拶で, I’m good. How are YOU? や I’m 

doing good. How are YOU? が定番の答え方。ただの挨拶なので答えずすぐに本題

には入ったり, How are YOU? とだけ答えたりすることもできる。 

 NG fine は「どっちでも大丈夫」というニュアンスがあるため, 挨拶としては少し堅く

ぎこちない印象。実際に使うのは, イギリスの年配の紳士や日本人くらい。 

 

② 出身地や現在住んでいる場所の所在地がわからないと言われたら 

(1)近くのメジャーな都市/場所を伝える →next to 〜 や close to 〜を利用 

 大分の場合  It’s next to Fukuoka. 

 和歌山の場合 It’s close to Osaka. 

 

 (2) 近くのメジャーな都市/場所からかかる時間を伝える → It takes 〜を利用 

 大分の場合 It takes 2 hours and 30 minutes by train from Oita to Fukuoka. 

  和歌山の場合 It takes 1 hour by car from my hometown to Osaka. 

 

③ 名詞から名詞の具体例の出し方と文末の濁し方 <会話体> 

 A like B, C or something (like that)  
「A 例えば B とか C とか(そんな感じのやつ)」 
 

 I often watch sports on TV, like football, baseball or something. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Self-Introduction 

 6 / 10 

5. Review： 
1) 楽しいパーティーですよね？ 
 Nice                        ? 
 
2) 千葉? え〜っと, 日本のどの辺？ 
  Chiba?                               ? 
 
3) ところで, お仕事は？ <S で始めて> 
                               ? 
 
6. Practice： 
1) 趣味はサッカー観戦です。<I で始めて> 
 
2) 本をよく読みますね, 例えば, SF とかラブコメディーとかそんな感じのを。 
 
 
7. Tell me about yourself! 
 
【自己紹介モデル】 
Hi.  
↓ 
① 名前 
↓ 
② 呼び方 
↓ 
③ 出身地 ➔ 〜で有名 
   or / and 
  現在住んでいる場所 ➔ 〜で有名 
↓ 
④ 職業 
↓ 
⑤ 趣味 
↓ 
Nice to meet you. 
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【Self-Introduction Model】 
 
Hi. 
↓ 
① My name is 〇〇.  or  I’m 〇〇. 
↓ 
②	 Just call me △△. or Call me △△. 
↓ 
③ ・I’m from 〇〇. 
   I was born and raised in 〇〇.（生まれも育ちも○○） 
   I was born in 〇〇 but I was raised △△.（生まれは〇〇育ちは△△） 
 ↓ 
 ・My hometown is famous for ✕✕. 
 ・I live in □□ now. 
  ↓ 
  □□ is famous for ✕✕. 
↓ 
④ I am a 〇〇.  e.g. I am a salesperson. 
 I work at △△.      I work at a jeweler’s shop, Tiffany&Co. 
↓ 
⑤  I like 〜 ing in my free time. 
↓ 

Nice to meet you. 

 
 
 
 
<Mode>l  
Hi. ①I am Naoya Okada. ②Just call me Nao. ③I’m from Chiba. But I live in 
Fukuoka now. Fukuoka is the biggest city in Kyushu area, and it is famous for many 
delicious foods, like ramen noodle, hot pot dishes or something. ④I am a English 
teacher. ⑤I like watching movies in my free time. Especially, I love Johnny Depp 
movies. 
 
ハーイ。①オカダナオヤです。②ナオって呼んでくれれば OKです。③出身は千葉

ですが, 今は福岡に住んでいます。福岡は九州最大の都市で多くの美味しい料理が

あることで有名ですね。例えば, ラーメンとか鍋料理とか。④職業は英語の先生や

ってます。⑤趣味は映画を観ることですね。特にジョニー・デップ主演作が大好き

です。よろしく。 
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Translation <English and Japanese> 
 

Shohei is in an international party in Fukuoka. 
  ショウヘイは福岡のインターナショナルパーティーに参加している。 

John: Hi. How are you? 
 やあ。元気？ 
Shohei: I’m good. How are you?  
 元気です。そちらは？ 

John: Nice party, huh? I take part in this party once a month, but I feel a little  
 nervous. By the way, I am Johnny Denis. Just call me John. What’s your 
 name? 
 いいパーティーだよね。月イチでこのパーティーに参加しているんだけけど, 少

 し緊張しているの。ところで, Johnny Denis です。John って 呼んでくれればい

 いよ。名前は？ 

Shohei: My name is Shohei Ota. Please call me Shohei. Nice to meet you. 
 オオタショウヘイです。ショウヘイって呼んでください。はじめまして。 

John: Nice to meet you, too. So where are you from? 
 こちらこそ。っていうか, どこ出身？ 

Shohei: I’m from Chiba.  
 千葉です。 

John: Chiba? Um, in which area in Japan? 
 千葉？日本のどの辺り？ 

Shohei: Next to Tokyo.  
 東京の隣。 
John: Oh, got it. 
 あ, なるほど。 

Shohei: It takes just 30 minutes by train from my hometown to 
 Asakusa, one of the most famous tourist spots in Japan. Oh, and,  
 Disneyland is in Chiba. 
 電車でたった 30 分ですよ, 地元から日本で最も有名な観光地の 1 つの 浅草まで。

 あ, それと, 千葉にはディズニーランドがあります。 

John: Oh, really? Actually, I’m from Los Angeles, the United States. We have 
 Hollywood, Angel Stadium, Universal Studio or something. And we also 
 have Disneyland!  
 え, マジ？実はアメリカのロス出身なんだ。ハリウッド, エンジェルス タジアム, 

 ユニバーサル・スタジオ とかがあるね。それとディズニー ランドもあるよ！ 

Shohei: Oh, Disneyland! And Shohei Otani! So what do you do? 
 おっ, ディズニーランド！それに大谷翔平! ところで職業は？ 
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John: I am a teacher at high school. How about you? 
 高校の先生。君は？ 

Shohei: I am a second-year college student. My major is English education. 
 What do you do in your free time? 
 大学 2年生です。英語専攻。趣味は？ 

John: Um, I like reading novels. I often read Haruki Murakami. How about you? 
 えっと, 趣味は小説を読むこと。村上春樹作品をよく読むよ。君は？ 
Shohei: Um…., I like watching movies on Netflix. I often watch 
 American comic movies, like Iron Man, Spider Man or something. 
 えっと, Netflix で映画鑑賞。アメコミ映画, 例えば, アイアンマン, ス パイダー

 マンみたいのが好きです。 

John: Sounds good. Oh, it’s time to go. Nice talking to you. 
 いいね。おっと, 行かなくちゃ。会えてよかった。 

Shohei: Nice meeting you, too. 
 こちらこそ。 
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Translation < Japanese> 
 
  ショウヘイは福岡のインターナショナルパーティーに参加している。 

 

John: やあ。元気？ 
Shohei: 元気です。そちらは？ 
John: いいパーティーだよね。月イチでこのパーティーに参加しているんだけど, 少

 し緊張しているの。ところで, Johnny Denis です。John って 呼んでくれればい

 いよ。名前は？ 
Shohei: オオタショウヘイです。ショウヘイって呼んでください。はじめまして。 
John: こちらこそ。っていうか, どこ出身？ 

Shohei: 千葉です。 

John: 千葉？日本のどの辺り？ 

Shohei: 東京の隣。 
John: あ, なるほど。 

Shohei: 電車でたった 30 分ですよ, 地元から日本で最も有名な観光地の 1 つの 浅草まで。

 あ, それと, 千葉にはディズニーランドがあります。 

John: え, マジ？実はアメリカのロス出身なんだ。ハリウッド, エンジェルス タジアム, 

 ユニバーサル・スタジオ とかがあるね。それとディズニーランドもあるよ！ 

Shohei: おっ, ディズニーランド！それに大谷翔平! ところで職業は？ 

John: 高校の先生。君は？ 

Shohei: 大学 2年生です。英語専攻。趣味は？ 

John: えっと, 趣味は小説を読むこと。村上春樹作品をよく読むよ。君は？ 
Shohei: えっと, Netflix で映画鑑賞。アメコミ映画, 例えば, アイアンマン, ス パイダー

 マンみたいのが好きです。 

John: いいね。おっと, 行かなくちゃ。会えてよかった。 

Shohei: こちらこそ。 

 


