
Customs Phrase Sheet 
We will make believe that we are visiting a home in Japan where no one understands English.                                                                  
Please practice these expressions before JIS comes to your classroom! 

お会いできるのを楽しみにしています。がんばって練習してください。 

Expressions in regular script are Teacher (JIS Volunteer) expressions. Expressions in bold are for Leader and Friends.  

 Gesture/Action  日本語

に ほ ん ご

 English 

 Arriving ピンポン、ガラガラガラ L ごめんください！ Excuse me! 

    T はーい、どなたですか？ Yes!  Who is it? 

   Bowing L ＿＿＿です。今日
こんにち

は、お久
ひさ

し振
ぶ

りです。 
I’m ______.  Hello!  It’s been a long 
time. 

   T まあ、＿＿＿さん、お久し振りです。 Ah, ______.  It’s been a long time. 

   Indicating with hand L 友達
ともだち

も 一緒
いっしょ

です。 My friends are with me. 

   Bowing F 今日
こんにち

は。 Hello. 

 Entering  T こんにちは。どうぞ、お上
あが

がりくださ

い。 
Hello, please come in. 

   Bowing L/F お邪魔
じ ゃ ま

します。 Excuse me. 

   Indicating with hand L こちらが 私
わたし

の 友達
ともだち

 です。 These are my friends. 

 Self-
Introductions 

Bowing F 
初
はじ

めまして。私は＿＿＿です。     

どうぞ よろしく お願
ねが

いします。 

How do you do.  My name is _____.             
Pleased to meet you. 

    T よろしく お願いします。 Pleased to meet you. 

Omiyage   Bowing - Both hands on gift L お土産
み や げ

です。どうぞ。 Here is a gift. 

 Tea  L/F いただきます。 Thank you. 

    L/F とても 美味
お い

しい です。 This is very delicious. 

 Sitting  L/F 足を くずしても いいですか。 May I change my legs? 

    T どうぞ、楽
らく

にしてください。 
Yes, please make yourself    
comfortable. 

 Conversation  T 何年生
なんねんせい

ですか。 What grade are you in? 

    F 高校
こうこう

（中学
ちゅうがく

）＿＿＿年生
ねんせい

です。  I’m in _____ grade. 

    T/L/F 何
なん

の＿＿＿が好
す

きですか。 What kind of _____ do you like? 

   T/L/F 趣味
し ゅ み

は、何
なん

ですか。 What is your hobby? 

  L/F それは、何ですか。 What is that? 

 Compliments  T 日本語
に ほ ん ご

 が お上手
じょうず

 ですね。 Your Japanese is very good! 

    L/F いえいえ、まだまだです！ 
Oh, it’s nothing.          
I have a long way to go! 

  Leaving  L そろそろ、帰
かえ

ります。ごちそうさまでし

た。 

We’re going soon.       
Thank you for the tea. 

    T また いつでも 遊
あそ

びに来
き

てください。 Please come again any time. 

    
L/F お邪魔

じ ゃ ま

しました。 

Thank you for having me.                            
(Japanese:  I hope I didn’t cause you 
any trouble.) 

    L/F 失礼
しつれい

します。 Good-bye. 


