
 

 

In	  mid-‐October,	  18	  interna3onal	  students	  from	  7	  countries	  started	  learning	  Japanese	  intensively	  in	  kenshu	  course.	  As	  the	  first	  wri3ng	  

assignment,	  they	  wrote	  about	  their	  country	  with	  the	  very	  basic,	  but	  very	  important	  structures	  of	  Japanese,	  “Noun	  wa	  Noun	  desu”	  and	  

“Noun	  no	  Noun”.	  We	  hope	  you	  will	  be	  looking	  forward	  to	  talking	  with	  them	  more	  in	  Japanese	  very	  soon!	  	  	  
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イタリア 
 　わたしの国はイタリアです。イタリアの⾸首
都はローマです。わたしのまちはベネチアで
す。イタリアのゆうめいなたべものはピザと
スパゲッティです。⽇日本とのじさはななじか
んです。イタリアのつうかはユーロです。い
ちユーロは130えんです。コーラは450えん
です。イタリアの公⽤用語はイタリア語です。
イタリアの⾸首相はジェンティローニです。イ
タリアのめんせきは300000km2です。イタ
リアのじんこうは60000000  にんです。イタ
リアはきれいです！ 　 　 　 　 　 　 　（フェデ）

ガーナ 
 　わたしのくにはがーナです。ガーナのしゅとはアクラです。ガー
ナのめんせきは238,500へいほうキロートルです。ガーナのじん
こうはさんぜんまんにんです。こうようごはえいごです。ガーナ
のつうかはセディです。ひゃくえんはよんセディです。ガーナの
だいとうりょうはナナアドです。にほんとのじさはマイナスくじ
かんです。ガーナはきれいです。 　 　 　 　 　 　 　 　（アディザ）  

 　わたしのくにはガーナです。ガーナの
しゅとはアクラです。わたしのまちはヂ
ロボガメです。わたしのちほうのゆうめ
いなたべものはフフとラィチゥスープで
す。ガーナのめんせきは238,500へいほ
うキロメートルです。じんこうは
26,908,262にんです。こうようごはえい
ごです。ガーナのつうかはセディです。1
セディは26えんです。ガーナはこくおう
とじょおうじゃありません。だいとうりょ
うとしゅしょうはアクフォアドとマハムー
ド・バウミアです。にほんとのじさは9じ
かんです。 　 　 　 　 　（セラセ）  

タイ 
 　わたしはデア  です。わたしのくにはタイです。  
 　タイのしゅとはバンコクです。わたしのまちはピッサヌローク
です。タイのめんせきは  ごじゅういちまんさんぜんひゃくへいほ
うキロメートルです。タイのじんこうはろくせんきゅうひゃくま
んにんです。タイのこうようごはタイごです。  
 　タイのつうかはバーツです。ひゃくえんはさんじゅうバーツで
す。タイのコーラはじゅうごバーツです。ごじゅうえんです。  
 　タイのこくおうはプーミポン  アドゥンヤデートです。タイのじょ
おうは  シリキットです。タイのしゅしょうはプラユット  チャン
オチャです。  
 　タイのゆうめいなたべものはトムヤムクンとパッタイです。  

（デア）  

 　わたしのくにはタイです。タイのしゅとはバンコクです。わた
しのまちはピッサヌロークです。タイのめんせきはごじゅういち
まんさんぜんひゃくへいほうキロメートルです。タイのじんこう
はろくせんきゅうひゃくまんにんです。  
 　タイのこうようごはタイごです。タイのつうかはバーツです。
ひゃくえんはさんじゅうバーツです。タイのコーラはじゅうごバー
ツです。  
 　タイのこくおうはプーミポン・アドゥンヤデートです。タイの
じょおうはシリキットです。タイのしゅしょうはプラコット・チャ
ンオチャです。  
 　タイのにほんとのじさはにじかんです。タイのゆうめいなたべ
ものはトムヤムクンとソムタムです。 　 　 　 　 　 　 　（ビュー）  

ちゅうごく 
 　わたしのくにはちゅうごくです。⽇日本との
時差はマイナス1時間です。⾸首都は北京です。
主席はしゅうきんペいです。  
 　ちゅうごくの公⽤用語はプートンホワです。
つうかはユアンです。いま、コカコーラは3ユ
アンです。  
 　わたしの町はせいとです。せいとのめんせ
きは1万4千3百12へいほうキロメートルです  
⼈人⼝口は1591.8万にんです。 　 　 　（チョウ）  

ベトナム 
 　わたしのくにはべトナム  です。ベトナム
のしゅとはハノイです。わたしのまち  は  フ
エ  です。ベトナムのめんせきは331,700へ
いほうキロメート  ル  です。  
 　ベトナムの  じんこう  は  95,000,000  にん
です。ベトナムのこうようごはベトナムご
です。ベトナムのつうかはベトナムドンで
す。ごえんはせんベトナムドンです。  
 　ベトナムのだいとうりょうはチャン  ダ
イ  クアンです。  しゅしょうはヌエン  シュ
ン  フクです。にほんとのじさはにじかん  で
す。  
 　ベトナムの  たべもの  は  おいしいです。ベ
トナムのゆうめいなコーヒーはカフェ  スア  ダ
です。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（マン）

Most students started learning Japanese in mid-October, so 
their Japanese might sound a little unnatural. We would 
appreciate your understanding.

わたしのくに 
My Country
わたしのくに 
My Country



 　わたしのくにはベトナムです。ベトナム
のしゅとはハノイです。わたしのまちは
ホーチミンしです。ホーチミンしのめんせ
きは2096へいほうキロメートルです。いま、
じんこうは  8426000  にんです。ホーチミ
ンしでゆうめいなたべものはバインミーと
フォーです。ベトナムのつうかは   Vietnam  
dong  (VND)  です。200VNDは1えんです。
コーラはいっぽん10,000VNDです。ベト
ナムのだいとうりょうとしゅしょうはチャ
ンダイワンとグエンシュアンプクです。に
ほんとのじさはにじかんです。 　（クン）  

 　私の国はベトナムです。ベトナムのしゅとはハノイです。私の
町はフエです。ベトナムのめんせきは  336,700へいほう  キロメー
トル  です。じんこうは  95,414,640にんです。こうようごは  ベト
ナムごです。ベトナムのつうかはドーンです。1000ドーンは  5
えんです。ベトナムのだいとうりょうはチャン  ダイ  ワーン  です。
しゅしょうは  グエン  タン  フック  です。ベトナムのにほんとのじ
さは  2じかんです。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（ヴィ）  

 　わたしのくにはベトナムです。
ベトナムのしゅとはハノイです。
わたしのまちはフエです。ベトナ
ムのめんせきはさんじゅうさんま
んにひゃくじゅうへいほうキロメー
トルです。  
 　ベトナムのじんこうはきゅうせ
んにひゃくななじゅうまんにんで
す。ベトナムのこうようごはベト
ナムごです。  
 　ベトナムのつうかはVNDです。にひゃくVNDはいちえんです。
かんのコカコーラのかかくはにまんVNDです。ベトナムのだい
とうりょうはチャン  ダイ  チー  ワンです。ベトナムのしゅしょう
はグン  シュアン  プクです。  
 　にほんとのじさはにじかんです。 　 　 　 　 　 　 　 　 　（ハン）  

ミャンマー 
 　わたしのくにはミャンマーです。しゅとはネピドーです。わた
しのまちはヤンゴンです。ミャンマーのめんせきは676,578km2
です。じんこうは52,890,000にんです。こうようごはミャンマー
ごです。つうかはチャットです。10チャットは1円です。コーラ
は300（さんびゃく）チャットです。だいとうりょうは  ティン
チョーです。  こっかこもんはアウンサンスーチーです。にほんと
のじさは－2：30（にじかんはん）です。ゆうめいなたべものは
モヒンガーです。ゆうめいなばしょはシュエダゴン・パゴダで
す。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（カイン）  

わたしのくにはミャンマーです。まちはマンダレーです。しゅと
はヤンゴンです。めんせきは676,600へいほうキロメートルです。
じんこうは52890000にんです。こうようごはミャンマーごです。
つうかはチャットです。じゅうチャットはいちえんです。コーラ
はさんびゃくチャットです。だいとうりょうはティンチョーです。
にほんとのじさはマイナスにじかんはんです。ゆうめいなたべも
のはモヒンガーです。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（サン）  

わたしのくにはミャンマーです。しゅとはヤンゴンです。わたし
のまちはマンダレーです。めんせきは676,600へいほうキロナー
トルです。じんこうは52,890,000にんです。こうようごはミャ
ンマーごです。つうかはチャットです。10チャットは1えんです。
コーラは300チャットです。だいとうりようはティンチョーです。
こっかこもんはアウンサンスーチーです。にほんとのじさは 
－2:30です。ゆうめいなたべものはモヒンガーです。 　（トウ）  

 　わたしはニェソピーソンアゥンです。わたしのくにはミャンマー
です。ミャンマーのしゅとはヤンゴンです。わたしのまちはマン
ダレーです。ミャンマーのめんせきは653080へいほうキロメー
トルです。じんこうは53526973にんです。わたしのくにのこう
ようごはミャンマーごです。つうかはチャットです。じゅうに
チャットはいちえんです。だいとうりようはティンチョーさんで
す。にほんとのじさは2:30じかんです。 　 　 　 　 　 　 　 　（ソン）

 　わたしの  くに  は  ミャンマー  で
す。ミャンマーのしゅとは  ヤンゴ
ンです。わたしのまちもヤンゴン  
です。  
 　ミャンマーのめんせきは  676578
へいほうキロメートルです。ミャ
ンマーのじんこうは51,000,000に
んです。ミャンマーのこうようご
はビルマごです。  

 　ミャンマーのつうかはチャットです。いちえんはじゅうに  チャッ
ト  です。ミャンマーのだいとうりょうはティンチョー  です。ミャ
ンマーとにほんとのじさはにじかんはんです。ミャンマーのゆう
めいなたべものはモヒンガーです。 　 　 　 　 　 　 　 　 　（ケイ）  

 　わたしのくにはミャンマーです。しゅとはネピドーです。わた
しのまちはマンダレーです。ミャンマーのめんせきは
653080km2（へいほうキロメートル）です。じんこうは
52,890,000にんです。ミャンマーのこうようごはミャンマーご
です。つうかはチャットです。10（じゅう）チャット  は1（いち）
￥です。コーラは300（さんびゃく）チャットです。  ミャンマー
のだいとうりょうはティンチョーさんです。  こっかこもんはアウ
ンサンスーチーさんです。にほんとのじさは－2:30  （にじかん
はん）です。ゆうめいなたべものはモヒンガーです。ゆうめいな
ばしょはシュエダゴンパゴダ  です。 　 　 　 　 　 　 　 　（トゥー）  

 　わたしのくにはミャンマーです。ミャンマーのしゅとはヤンゴ
ンです。わたしのまちはバゴです。ミャンマーのめんせきは
653080へいほうキロメートルです。じんこうは53526973にん
です。こうようごはミャンマーごです。つうかはチャットです。
じゅうチャットはいちえんです。だいとうりょうはティンチョー
さんです。ミャンマーとにほんとのじさは2:30じかんです。ゆう
めいなたべものはモヒンガーです。 　 　 　 　 　 　 　 　（ザーチー）

ラオス 
 　わたしのくにはラオスです。
ラオスのしゅとはビエンチャン
です。ラオスのめんせきはにじゅ
うさんまんななせんきゅうひゅ
くごじゅうご（237,955）へい
ほうキロメートルです。ラオス
のじんこうはろっぴゃくろくま
んです。ラオスのこうようごはラオごです。ラオスのつうか
はキープです。いちえんはななじゅうにキープです。ラオス
のコーラはごひゅくキープです。ラオスのはこくおうとじょ
おうじゃありません。ラオスのだいとうりょうはブンニャン  
ウォーラチットです。ラオスのしゅしょうはトーンルン  シー
スリツトです。ラオスのしゅせきはパニー  ヤ―トートゥーで
す。にほんとのじさにじかんです。ラオスのゆうめいなたべ
ものは、かわのりとタケノコスープです。 　 　 　（ターイ）

　 

　この10月から上記の通り、7つの国から来た18名の学生が日
本語を6ヶ月集中的に学んでいます。 
　最初の課題として、日本語の最も基本的な構造である「名詞
は名詞です」「名詞の名詞」という形を使って、自分の国につ
いて書きました。少し前の課題ですので、今は漢字も学び始め、
もう少し複雑なことも話せるようになりつつあります。 
　情報源によって、若干数字などが異なる部分や、個人の考え
を反映し、現在の状況とは違う部分もありますが、ご理解頂け
ますと幸いです。

日本語教室より


