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Kanji
夏見 ようこそ！スタイルユーです。よろしくおねがいします。私は、

スタイルユーの社長、南夏見です。大学院生です。
秋 しゅうです。ヘアスタイリストです。どうぞよろしく。
冬果 こんにちは。わたしは、北川冬果です。わたしは、カウンセラー

です。よろしくおねがいします。
春人 えっと・・・東春人です。えっとえっと・・・学生です。
ファブリツィオ ファブリツィオです。ファッションコーディネーターです。イタ

リア人です。どうぞよろしくおねがいします。

Kana
なつみ ようこそ！スタイルユーです。よろしくおねがいします。わたし

は、スタイルユーのしゃちょう、みなみなつみです。だいがくい
んせいです。

しゅう しゅうです。ヘアスタイリストです。どうぞよろしく。
ふゆか こんにちは。わたしは、きたがわふゆかです。わたしは、カウン

セラーです。よろしくおねがいします。
はるひと えっと・・・ひがしはるひとです。えっとえっと・・・がくせい

です。
ファブリツィオ ファブリツィオです。ファッションコーディネーターです。イタ

リアじんです。どうぞよろしくおねがいします。

Romanization
Natsumi Yōkoso! Sutairu Yū desu. Yoroshiku o-negai shimasu. Watashi

wa Sutairu Yū no shachō, Minami Natsumi desu. Daigakuinsei
desu.

Shū Shū desu. Hea sutairisuto desu. Dōzo yoroshiku.
Fuyuka Konnichiwa. Watashi wa Kitagawa Fuyuka desu. Watashi wa

kaunserā desu. Yoroshiku o-negai shimasu.
Haruhito Etto... Higashi Haruhito desu. Etto, etto... gakusei desu.
Faburitsio Faburitsio desu. Fasshon kōdinētā desu. Itaria-jin desu. Dōzo

yoroshiku o-negai shimasu.
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English
Natsumi Welcome! This is Style You. It's a pleasure to meet you. I'm

Minami Natsumi the president of Style You. I'm a graduate
student.

Shuu I'm Shuu. I'm a hairdresser. It's nice to meet you.
Fuyuka Hello. I am Fuyuka Kitagawa. I am a counselor. Nice to meet you.
Haruhito Umm...I'm Haruhito Higashi. And...umm...I'm a student.
Fabrizio I'm Fabrizio. I'm a fashion coordinator. I'm Italian. It's a pleasure

to meet you.

Vocabulary
Kanji Kana Romaji English

ようこそ ようこそ Yōkoso Welcome!
どうぞよろしく
おねがいします

どうぞよろしく
おねがいします

Dōzo yoroshiku
o-negai shimasu

It's a pleasure to meet
you

わたし わたし watashi I, me
大学院生 だいがくいんせい daigakuinsei graduate student

ヘアスタイリスト ヘアスタイリスト hea sutairisuto hairdresser
こんにちは こんにちは Kon'nichi wa. Hello.

カウンセラー カウンセラー kaunserā counselor
えっと えっと etto let's see..., umm

(casual)
学生 がくせい gakusei student

イタリア人 いたりあじん Itaria-jin Italian (Nationality)
ファッション

コーディネーター
ファッション

コーディネーター
fasshon kōdinētā fashion coordinator,

stylist
社長 しゃちょう shachō company president

Vocabulary Sample Sentences
ようこそ。にほんへ。
Yōkoso! Nihon e!

Welcome to Japan!

田中太郎です。よろしくおねがいします。
Tanaka Tarō desu. Yoroshiku onegai
shimasu.

I'm Taro Tanaka. It's a pleasure to meet you.
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私は、田中です。
Watashi wa, Tanaka desu.

I'm Tanaka.

わたしは大学院生です。
Watashi wa daigakuinsei desu.

I'm a graduate student.

わたしはヘアスタイリストです。
Watashi wa hea sutairisuto desu.

I'm a hairdresser.

こんにちは。はじめまして。
Kon'nichiwa. Hajimemashite.

Hello. Nice to meet you.

わたしはカウンセラーです。
Watashi wa kaunserā desu.

I'm a counselor.

えっと。。。私は日本人です。
Etto...Watashi wa Nihon-jin desu.

Umm...I'm Japanese.

わたしは学生です。
Watashi wa gakusei desu.

I'm a student.

わたしはイタリア人です。
Watashi wa Itaria-jin desu.

I'm Italian.

わたしはファッションコーディネーターです
。
Watashi wa fasshon kōdinētā desu.

I'm a fashion coordinator.

わたしは社長です。
Watashi-wa shachō desu.

I'm a (company) president.

Grammar Points

Target phrase:

1.Watashi wa Natsumi desu.
わたしは、なつみです。
I am Natsumi.

2.Watashi wa gakusei desu.
わたしは、がくせいです。
I am a student.

3.Watashi wa Itaria-jin desu.
わたしは、イタリアじんです。
I am Italian.
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Sentence Pattern:
Watashi wa_____desu. （わたしは＿＿＿＿＿です。） 

Watashi（わたし）= "I" or "me"
wa (は) = Topic marking particle
desu（です）= Copula which is equivalent to English am/is/are.

The term copula comes from the fact that desu （です） is etymologically derived from the
combination of the particle de （で） and the verb arimasu （あります） "to be."

This sentence pattern comes in handy when you introduce yourself.

1. Say your name!

Watashi wa Natsumi desu.
わたしはなつみです。

Natsumi（なつみ）, a woman's name

ex) Watashi wa Fuyuka desu.（わたしはふゆかです。） "I'm Fuyuka."
Watashi wa Haruhito desu.（わたしははるひとです。） "I'm Haruhito."

And what's your name?
Watashi wa_____desu. （わたしは＿＿＿＿＿＿です。）

2. Say your occupation!

Watashi wa gakusei desu.
わたしは学生です。
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gakusei（学生/がくせい）"student"

ex) Watashi wa hea sutairisuto desu.（わたしはヘアスタイリストです。）"I'm a stylist."
Watashi wa daigakuinsei desu.（わたしは大学院生（だいがくいんせい）です。） "I'm a
graduate student."

And what's your occupation?
Watashi wa _____ desu.  （わたしは                  です。）

*Even if you don't know how to say your occupation in Japanese, don't worry! Just use the
English word for the time being.

3. Say your nationality!

Watashi wa Itaria-jin desu.
わたしはイタリア人（じん）です。

Itaria-jin （イタリア人（じん））= Italian (person)

ex) Watashi wa Burajiru-jin desu. （わたしはブラジルじんです。） "I am Brazilian."
Watashi wa Suisu-jin desu.（わたしはスイス人です。） "I am Swiss."

And what's your nationality? 
Watashi wa_____desu.  （わたしは、                  です。）

★Watashi wa is often omitted when it is understood from the context.

See the following examples:

Watashi wa Natsumi desu. （わたしはなつみです。）→ Natsumi desu. （なつみです。）
Watashi wa gakusei desu. （わたしはがくせいです。）→ Gakusei desu.（がくせいです。）
Watashi wa Itaria-jin desu. （わたしはイタリアじんです。）→ Itaria-jin desu.
（イタリアじんです。）

Useful expressions from today's dialog
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★ Dōzo yoroshiku o-negai shimasu （どうぞよろしくおねがいします）
★ Kon'nichiwa （こんにちは）
★ Itaria-jin（イタリア人（じん））

★ Dōzo yoroshiku o-negai shimasu
どうぞよろしくおねがいします

This literally means "please be good to me."  It is a commonly used expression which
corresponds to "it's a pleasure to meet you."

In Japanese speech, there are several levels of politeness. Compare the following
expressions:

- Dōzo yoroshiku o-negai shimasu （どうぞよろしくおねがいします）
        -----Very polite expression
- Yoroshiku o-negai shimasu （よろしくおねがいします）
        -----Polite expression
- Dōzo yoroshiku （どうぞよろしく。）
        -----Casual expression, not to be used to elders or superiors
- Yoroshiku （よろしく）
        -----Very casual expression

 

★ Kon'nichiwa
こんにちは

It means "hello." or "good afternoon." Be careful not to stress the syllable ni too much :)

 

★ Itaria-jin
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イタリア人（じん）

 

jin（人（じん））means person or people. When saying someone's nationality, jin
（人（じん）） is attached to the name of a country.

Guess the meaning!
1) Supein-jin（スペイン人）
2) Kanada-jin（カナダ人）
3) Furansu-jin（フランス人）
4) Mareeshia-jin（マレーシア人）
5) Mekishiko-jin（メキシコ人）
6)Amerika-jin（アメリカ人）
7) Airulando-jin（アイルランド人）
8) Osutoraria-jin（オーストラリア人）
9) Igirisu-jin（イギリス人）
10) Doitsu-jin（ドイツ人）
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