
自己紹介を準備しよう！
Prepare for own introduction!
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どんな人でも最初は自己紹介から。
自分の型を作って相手をびっくりさせちゃおう！
Everyone begins by self-introduction 

at first meet.
Make the person surprised with your smart one!

最初の挨拶 (First greeting)
名前 (Name)
出身 (Place)
日常の活動、仕事とか (Job)
趣味 (Hobby)
最後の「よろしくお願いします」 (End)

どんな時でも場面でも役に立つ
自分の自己紹介を作ろう！

Let’s make useful own 
introduction in any cases!



最初の挨拶

First Greeting
出会った最初は、誰だって挨拶から！ 「こんにちは」とかみたいな感じです。

At first meet, everyone says greeting! Say Hello.

Hi
Hello
Good morning 
     /afternoon
     /evening

よりカジュアル

More casual
こんにちは
（軽い挨拶的な）

おはよう, 
おはようございます

こんにちは(お昼時)

こんばんは



名前

Name
あなたは、誰？ まずは自分の名前をしっかり言わなければ！
自分の本名でも、ニックネームでも、呼んでもらいたい名前を伝えよう！

Who are you? You should tell your name!
Let’s tell what you want to be called!

My name is Yuria.
I am Yuria.
I’m Yuria.
Please call me YURI.
You can call me YURI.

私の名前は「ゆりあ」で
す。

私は「ゆりあ」です。

「ゆり」って呼んでくだ
さい。

ちょっとお堅い時は
「名前」のところを
「名字」を入れて
伝えたりしてもOK!

If it is formal 
situation, 

you can put 
your Surname



出身

Place
どこから来たの？ どこの人？ って海外に行くと相手は気になります！
国から地域、どこで育ってきたのかを相手に伝えよう！

If you once leave for overseas, others are interested in where you from.
Let’s tell them which country you came, which place or where you grew up.

I am from Tokyo, Japan.

I was born in Kyoto, Japan.

I was brought up in Osaka, Japan.

私は日本の東京出身です。

私は日本の京都で生まれまし
た。

私は日本の大阪で育ちました。

生まれは京都だけど、育ったのは大阪だし・・・と違うことってよくありますよね。
そんな時はニュアンスに合わせて伝えると後からややこしく説明しなくても大丈夫！

It is usual that the place of birth and growing up are different.
You can choose from above applying to nuance, then you don’t have to explain much later.



日常の活動、仕事とか

Job
普段はどんなことをしているのか、って初めて会うと気になりますよね。
特にお仕事や学生なのかってとても印象に残る背景なのでぜひ伝えましょう！
※ 次のページも参考にしてみてね！

They are also interested in what you do.
Especially jobs can make big impression! Let’s tell them!
※ Next page can help you to find proper one!

I am a high school student.
I am a sophomore.
I work as an engineer.
I belong to sales department.

私は高校生です。

私は大学2年生です。
私はエンジニアとして働いていま
す。

私は営業部に所属しています。

超万能！
仕事でもなんでも入れて

OK!
Super useful!

put not only jobs 
but everything!
学年の表現を覚えると
とっても便利！

Remembering 
expression of school year

is also useful!

職種を入れて使ってみよう！
Let’s put type of a job!

部署を入れて使ってみよう！
Let’s put a department!



自分はどれだろう？？

Which is proper for me??
この中に自分が当てはまるものはありますか？ もしあったら使ってみよう！
Is there something applied to you? If there is, let’s use it!

学年

School of year
小学1年生

2年生
3年生
4年生
5年生
6年生

中学1年生
2年生
3年生

高校1年生
2年生
3年生

大学1年生
2年生
3年生
4年生

1st grader
2nd    〃
3rd    〃
4th    〃
5th    〃
6th    〃
7th    〃
8th    〃
9th    〃
10th   〃
11th   〃
12th   〃
Freshman
Sophomore
Junior
Senior

専業主婦
事務
営業
経理
受付
技工士
店員
弁護士
教授
保育士
公務員
市職員
記者

映像作家
不動産屋
料理人

housewife
office clerk
sales
accounting
receptionist
technician
clerk
lawyer
professor
childcare worker
civil servant
municipal officer
reporter
film maker
real estate agent
cook

営業部
総務部
人事部
経理部
財務部
製造部

研究開発部
マーケティング

部
広報部
購買部
法務部

システム管理部

sales department
general affairs    〃
human resource    〃  
accounting    〃
financial planning   〃
production   〃
research & development   〃
marketing   〃
public relations   〃
purchasing   〃
legal   〃
information technology   〃
(※ 〃 は department だよ！)

職業/職種

Type of a job
部署

Department



趣味

Hobby
趣味を伝えることで共通の話題が見つかったりしますよね！
そんな時テンション上がりませんか？ 相手との距離を近づけましょう！

It is really fun if you can find a shared interest, isn’t it?
To get closer, let’s tell your hobbies and interests!

I like baseball.
My hobby is cooking.
My hobby is to play sports.
My hobbies are playing the guitar 
　and going shopping.

私は野球が好きです。

私の趣味は料理をすることです。

私の趣味はスポーツをすることです。

私の趣味はギターを弾くことと、
　お買い物をすることです。

とっても些細なことで大丈夫なので、自分の興味あることから
徐々に英語でお話ししていけるように、趣味は知っておくと便利です！

It is no problem even a small thing.
It is easy to talk about your interests, so please check again:)



最後の「よろしくお願いします」

End
日本語では最後に「よろしくお願いします」ということで
私の自己紹介は終わりです。と伝えることができますね。
英語でも、締めの言葉を用意しておくことでとってもスマートでかっこいい自己紹介になります！

It is smart to tell your self-introduction end with gratitude.

Nice meeting you.
Glad to meet you.
It’s been a pleasure.
It was nice meeting you today.

お会いできてよかった
です。

本日はお会いできてよかったで
す。

お会いできて嬉しいです。

光栄です。

最後にこのような言葉をつけて終わると相手も嬉しいですし、
とても好印象になります。是非覚えて自然に使ってみてください。

Finishing with gratitude make the person glad and great impression.
Let’s try to use one naturally.


