
SJP #1  Jiko-shokai (Self intoroduction)   Roma-ji

ANDY:
Hajime mashite MARS.

MARS:
Hajime mashite ANDY.

ANDY:
Boku no namae ha Andoh Ayumi desu.
Minna boku no koto wo ANDY tte yobu n da.
Andoh dakara ANDY.

MARS:
Boku no namae ha Kameyama Masazumi.
MARS tte yonde choudai.
Masazumi dakara MARS.

ANDY:
Tokorode MARS no koto wo kantan ni jiko-shoukai shite kurenai ?

MARS:
Boku ha kanagawa-ken umare.
Koukou kara America no California ni ryugaku wo shite ima shi ta.
Soshite kikoku shita ima musician wo shite imasu.
Jya tsugi ha ANDY yoroshiku.

ANDY:
Boku ha sen kyu hyaku nana jyu go nen ni Kouchi-ken de umarete, koukou wo sotugyou.
Daigaku shingaku de Yamaguchi-ken ni iki mashita.
Sotsugyou-go jyoukyou shite soro-soro jyu-nen.
Ima ha illustrator wo yatte imasu.
Illust ha pasokon wo tsukatte imasu.

MARS:
Sou-ieba ANDY no motteru pasokon ha MAC dattakke ?

ANDY:
Un sou dayo, MAC no G4 dayo.
Tashika MARS mo ongaku ha pasokon wo tsukatte iru n dayone.

MARS:
MAC wo tsukatte iru yo.
Chinamini uchi no ha G5 dayo.
Sore ni i-pod wo tsunaide podcast wo kiite iru n da.

ANDY:
Ii-yo ne G5.
Boku mo i-pod wo motte iru kedo, boku no ha i-pod nano.

MARS:
nano nano ?



ANDY:
Un, nano nano.
Sore de podcast wo download shite eigo no benkyou wo shite iru n da.

MARS:
Sore de eigo ha shabereru you ni natta no ?

ANDY:
U-n... mada bimyou dane.
Demo ganbare ba sonouchi shabereru youni naru to omou yo.
MARS ha eigo wo shaabereru n datta yone.
Jya chyotto eigo de kono podcast wo kiiteiru minna ni aisatsu shite-mite yo.



SJP #1  Jiko-shokai (Self intoroduction)   

ANDY:
はじめまして　まー。
初めまして　　マ－。
Nice to meet you MARS.

MARS:
はじめまして　あんでぃ。
初めまして　　アンディ。
Nice to meet you ANDY.

ANDY:
ぼく　の　なまえ　は　あんどう　あゆみ　です。
僕　　の　名前　　は　安藤　　　歩　です。
My name is "Ayumi? Andoh".
みんな　ぼく　の　こと　を　あんでぃ　って　よぶ　ん　だ。
みんな　僕　の　事　を　アンディ　って　呼ぶ　ん　だ。
Everyone calls me "Andy".
あんどう　だから　あんでぃ。
安藤　　　だから　アンディ。
My last name is "Andoh", that is where "ANDY" came from.

MARS:
ぼく　の　なまえ　は　かめやま　まさずみ。
僕　　の　名前　　は　亀山　　　正純。
My name is "Masazumi Kameyama".
まー　って　よんで　ちょうだい。
マ－　って　呼んで　ちょうだい。
Please call me "MARS".
まさずみ　だから　まー。
正純　　　だから　マ－。
"MARS" came form "Masazumi".

ANDY:
ところで　まー　の　こと　を　かんたん　に　じこしょうかい　して　くれない？
ところで　マ－　の　事　　を　簡単　　　に　自己紹介　　　　して　くれない？
 First of all, would you introduce yourself ?

MARS:
ぼく　は　かながわ　けん　うまれ。
僕　　は　神奈川　　県　　生まれ。
 I was born in Kanagawa prefecture .
こうこう　から　あめりか　の　かるふぉるにあ　に　りゅうがく　を　して　いました。
高校　　　から　アメリカ　の　カルフォルニア　に　留学　　　　を　して　いました。
I went to the High school in California, us to study.
そして　きこく　した　いま　みゅーじしゃん　を　して　います。
そして　帰国　　した　今　　ミュージシャン　を　して　います。
and I came back to Japan. Right now, I am a musician.
じゃ　つぎ　は　あんでぃ　よろしく。
じゃ　次　　は　アンディ　よろしく。
Next is your turn to introduce yourself. Would you please do it?



ANDY:
ぼく　は　1975　ねん　に　こうち　けん　で　うまれて　こうこう　を　そつぎょう。
僕　　は　1975　年　　に　高知　　県　　で　生まれて　高校　　　を　卒業。
In 1975, I was born in Kochi prefecture.
だいがく　しんがく　で　やまぐち　けん　に　いき　ました。
大学　　　進学　　　で　山口　　　県　　に　行き　ました。
I went to Yamaguchi prefecture and studied at the university.
そつぎょうご　じょうきょう　して　そろそろ　じゅう　ねん。
卒業後　　　　上京　　　　　して　そろそろ　十　　　年
After graduated from the university, I move to Tokyo. I have been living in Tokyo about 10 years.
いま　は　いらすとれーたー　を　して　います。
今　　は　イラストレーター　を　して　います。
Right now, I am a illustrator.
いらすと　は　ぱそこん　を　つかって　います。
イラスト　は　パソコン　を　使って　　います。
I work on a computer.

MARS:
そういえば　あんでぃ　の　もってる　ぱそこん　は　まっく　だったっけ？
そう言えば　アンディ　の　持ってる　パソコン　は　マック　だったっけ？
You have mac don't you?

ANDY:
うん、　そう　だよ。　まっく　の　じーふぉー　だよ。
うん、　そう　だよ。　マック　の　G４　　　　 だよ。
Yes, I do have a mac. A mac G4.
たしか　まー　も　おんがく　は　ぱそこん　を　つかって　いる　ん　だよね。
確か　　マ－　も　音楽　　　は　パソコン　を　使って　　いる　ん　だよね。
You use a computer to make your music, right?

MARS:
まっく　を　つかって　いるよ。
マック　を　使って　　いるよ。
Yes, I  use a mac too.
ちなみに　うち　の　は　じーふぁいぶ　だよ。
ちなみに　家　　の　は　G５　　　　　だよ。
Main is  a mac G5.
それに　あいぽっど　を　つないで　ぽっどきゃすと　を　きいて　いる　ん　だ。
それに　i pod 　　　  を　繋いで　　podcast　   　      を　聴いて　いる　ん　だ。
I have an i pod and I listen to podcasts.

ANDY:
いい　よね　じーふぁいぶ。
良い　よね　G5
A mac G5 is great.
ぼく　も　あいぽっど　を　もって　いる　けど　ぼく　の　は　あいぽっど　なの。
僕　　も　ipod　    　　を　持って　いる　けど　僕　　の　は　ipod　　　　 nano
I also have an i pod but main is i pod nano.



MARS:
なの　なの？
nano   なの？
You have nano?

ANDY:
うん、　なの　なの。
うん、　nano   なの。
Yes, I have nano.
それで　ぽっどきゃすと　を　だうんろーど　して　えいご　の　べんきょう　を　して　いる　ん　だ。
それで　podcast　　    　 を　download　      して　英語　　の　勉強　　　　を　して　いる　ん　だ。
I download and listen to podcasts to learn English.

MARS:
それで　えいご　は　しゃべれる　よう　に　なった　の？
それで　英語　　は　喋れる　　　よう　に　なった　の？
Is your English getting better by doing that?

ANDY:
うーん　まだ　びみょう　だね。
うーん　まだ　微妙　　　だね。
It's just so-so.
でも　がんばれ　ば　そのうち　しゃべれる　ように　なる　と　おもう　よ。
でも　頑張れ　　ば　そのうち　喋れる　　　ように　なる　と　思う　　よ。
You should  learn hard. Someday, you will be able to speak English.
まー　は　えいご　を　しゃべれる　ん　だった　よね。
マ－　は　英語　　を　喋れる　　　ん　だった　よね。
Mars, you can speak English, right?
じゃ　ちょっと　えいご　で　この　ぽっどきゃすと　を　きいている　みんなに　あいさつ　してみて　よ。
じゃ　ちょっと　英語　　で　この　podcast　　　     を　聴いている　みんなに　挨拶　　　してみて　よ。
Why don't you say something to our podcast listeners in English?

■PICK UP

・はじめまして 初めまして : Nice to meet you

・ところで : First of all

・じこしょうかい 自己紹介 : Self intoroduce

・じょうきょう 上京 : move to Tokyo

・ちなみに : By the way

・びみょう 微妙 : so-so
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SJP #2  Hirumeshi (Lunch)   Roma-ji

ANDY:
Yo, chyoushi ha dou dai ?

MARS:
U-n maa-maa kana
Yokumo nai shi warukumo nai yo. sotti ha ?

ANDY:
Ore no hou ha imaichi kana.
Nandaka saikin patto shinai n da.
Ma, soreha sateoki hirumeshi ha mou kutta kai?

MARS:
Iiiya, korekara dayo.

ANDY:
Chyoudo ohiru ni shiyouto omotte-ta tokoro da.
Dattara issyo ni kuou ze.
Hara ga hettimatte sa sigoto ni nannai yo.
Nanika kuitai mono ha aru?

MARS:
Soudana ohiru ha karuku te iikara menrui nanka ga iinjya nai kana.
Konohen ni dokoka oishii omise ha atta kana?

ANDY:
Menrui ka, Ra-men ni Pasuta, Udon to Soba ka.
Men nimo iro-iro aru keredo kyou ha Ra-men tte kibun dana.

MARS:
A! Ra-men-ya-san nara kono chikaku ni ikkenn atta na.

ANDY:
Nara soko ni shiyou.

MARS:
Hisa-bisa ni umai Ra-men ga kuitai yo.
Kono-mae itta mise ha mazu-katta kara na.

ANDY:
Kitai-hazure datta monna.

MARS:
Soudayo ne are ha hido-katta
Dakedo kyou no mise ha battiri dato omou yo.
Zasshi nimo notte-ta-shi, itsumo gyouretsu ga deki-te iru n da

ANDY:
Sore ha tanoshimi dana.
Tokorode sono Ra-men no soup ha nani-kei nano ?

MARS:
TonkotSu soup dayo.

ANDY:
N, taman-nai ne.



SJP #2  Hirumeshi (Lunch) 

ANDY:

よう、　ちょうし　は　どう　だい？

よう、　調子　　　は　どう　だい？

Hello, how are you doing?

MARS:

うーん、　まあまあ　かな。

うーん、　まあまあ　かな。

Mmm, I think I am okay.

よくも　ない　し　わるくも　ない　よ。　そっち　は？

良くも　ない　し　悪くも　　ない　よ。　そっち　は？

not too good, not too bad. How about you?

ANDY:

おれ　の　ほう　は　いまいち　かな。

俺　　の　方　　は　イマイチ　かな。

I not good at all.

なんだか　さいきん　ぱっ　と　しない　ん　だ。

なんだか　最近　　　パッ　と　しない　ん　だ。

There is nothing good happens to me recently.

ま、　それは　さておき　ひるめし　は　もう　くった　かい？

ま、　それは　さておき　昼飯　　　は　もう　食った　かい？

By the way , Did you eat a lunch already?

MARS:

いいや　これから　だよ。

いいや　これから　だよ。

Not yet.

ちょうど　おひる　に　しようと　おもってた　ところ　だ。

丁度　　　お昼　　に　しようと　思ってた　　ところ　だ。

I was about to have a lunch.

ANDY:

だったら　いっしょ　に　くおう　ぜ。

だったら　一緒　　　に　食おう　ぜ。

Then let's eat together.

はら　が　へっちまって　さ　しごと　に　なんない　よ。

腹　　が　減っちまって　さ　仕事　　に　なんない　よ。

I am very hungry, I cannot  concentrate on my work.

なにか　くいたい　もの　は　ある？

何か　　食いたい　物　　は　ある？

What do you want to eat?



MARS:

そうだな　おひる　は　かるく　て　いいから　めんるい　なんか　が　いい　んじゃ　ない　かな。

そうだな　お昼　　は　軽く　　て　いいから　麺類　　　なんか　が　良い　んじゃ　ない　かな。

Well, I think noodles might be good because it would be light meal.

このへん　に　どこか　おいしい　おみせ　は　あった　かな？

この辺　　に　どこか　美味しい　お店　　は　あった　かな？

Are there any good restaurants around here?

ANDY:

めんるい　か、　らーめん　に　ぱすた　うどん　と　そば　か。

麺類　　　か、　ラーメン　に　パスタ　うどん　と　蕎麦　か。

You want to eat Noodles, right? 　Ramen, pasta udon, or soba.

めん　にも　いろいろ　ある　けれど　きょう　は　らーめん　って　きぶん　だな。

麺　　にも　色々　　　ある　けれど　今日　　は　ラーメン　って　気分　　だな。

Although there are various kinds of noodles,I feel like eating ramen today.

MARS:

あ！　らーめんやさん　なら　この　ちかく　に　いっけん　あった　な。

あ！　ラーメン屋さん　なら　この　近く　　に　一件　　　あった　な。

Oh! 　There is one  Ramen restaurant near here.

ANDY:

なら　そこ　に　しよう。

なら　そこ　に　しよう。

Then, let's go there.

ひさびさ　に　うまい　らーめん　が　くいたい　よ。

久々　　　に　うまい　ラーメン　が　食いたい　よ。

I want to eat delicious ramen　which I haven't eaten for long time.

このまえ　いった　みせ　は　まずかった　から　な。

この前　　行った　店　　は　まずかった　から　な。

The ramen restaurant where we went last time sucked.

きたい　はずれ　だった　もんな。

期待　　外れ　　だった　もんな。

I was disappointed.

MARS:

そうだよね　あれは　ひどかった。

そうだよね　あれは　酷かった。

Oh yeah,　their  ramen tasted awful.

だけど　きょう　の　みせ　は　ばっちり　だと　おもう　よ。

だけど　今日　　の　店　　は　バッチリ　だと　思う　　よ。

However, I think today's ramen restaurant is perfect.

ざっし　にも　のって　たし、　いつも　ぎょうれつ　が　できて　いる　んだ。

雑誌　　にも　載って　たし、　いつも　行列　　　　が　出来て　いる　んだ。

An article of the ramen restaurant was appeared in the magazine, 

and people always line up in front of the restaurant.



■Pick Up

・まあまあ : So-so

・ぱっとしない : There is nothing good happens to me

・それはさておき : By the way 

・ひるめし : Lunch

・うまい : Good taste

・まずい : Bad taste

ANDY:

それは　たのしみ　だな

それは　楽しみ　　だな

I am looking forward to eat the ramen there.

ところで　その　らーめん　の　すーぷ　は　なに　けい　なの？

ところで　その　ラーメン　の　スープ　は　何　　系　　なの？

By the way, what kind of soup do they use for the ramen?

MARS:

とんこつ　すーぷ　だよ。

豚骨　　　スープ　だよ。

They use pork bones　soup.

ANDY:

ん、　たまんない　ね。

ん、　たまんない　ね。

Oh, it is sound good.
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SJP #3  Tenki(Weather)   Roma-ji

ANDY:
Konnichiwa MARS.

MARS:
Dokoka he odekake kai?

ANDY:
Un, chyotto soko-made kaimono ni ne.
Hontou ha machi made dekakete iro-iro mitakatta-n dakedo tenki ga imaichi dakara
Kinjyo no syouten-gai de sumaseyou to omotte ne.

MARS:
Soudane, imanimo ame ga furi-sou na kumori-zora dayone.
Yuugata kara ame datte tenki-yohou demo itte tayo.
Kekkou tsuyoku furu mitai de, za-za-buri ni naru mitai da.

ANDY:
Sou mitai dane.
Sora mo makkuro dasi ne.
Kaminari ga naranakereba ii kedona.
Oo-ame ni naru mae ni kaimono wo sumase nakya.

MARS:
Kaminari ha kowai yone.

ANDY:
Goro-goro tte natta-ra oheso wo kakusa nakya.
Oheso wo torare tari shita-ra taihen dakara ne.

MARS:
Hontou dayone.
Oheso wo torare-tari shita-ra hisan dayone.
Tokorode ANDY ha isoide iru mitai dakedo doushita no?

ANDY:
Ukkari sentaku-mono wo torikomu nowo wasurete simatte ne.
Awatete ie ni kaeru tochyu nanda.

MARS:
Souka sekkaku sentaku shita noni ame ga futtara dainashi damonne.
Sore ha hayaku kaette torikonda hou ga iine.

ANDY:
Un, dainashi ni nattyau yo.
Dakedo nantoka maniai-sou dakara yokatta yo.
MARS mo kasa wo motte inai mitai dashi sassato kaimono wo sumasete hayaku ie ni kaetta houga iiyo.

MARS:
Shinpai arigatou.
Dakedo daijyoubu.

ANDY:
Doushite?

MARS:
Korekara kasa wo kai ni iku tokoro nanda.
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SJP #3  Tenki(Weather)  

ANDY:
こんにちは　まー。
こんにちは　マ－。
Hello, MARS.

MARS:
こんにちは　あんでぃ。
こんにちは　アンディ。
Hello, Andy.

ANDY:
こどかへ　おでかけ　かい？
どこかへ　お出かけ　かい？
Are you going out somewhere?

MARS:
うん、ちょっと　そこまで　かいもの　にね。
うん、ちょっと　そこまで　買い物　　にね。
Yes, I　have some shopping to do.
ほんとう　は　まち　まで　でかけて　いろいろ　みたかったんだけど　てんき　が　いまいち　だから
本当　　　は　街　　まで　出かけて　いろいろ　見たかったんだけど　天気　　が　イマイチ　だから
きんじょ　の　しょうてんがい　で　すませよう　と　おもって　ね。
近所　　　の　商店街　　　　　で　済ませよう　と　思って　　ね。
Actually I wanted to go to a town to shop,　but the weather might change for the worse, 
so I think I am going to a shopping district around here.

ANDY:
そうだね、　いまにも　あめ　が　ふりそう　な　くもりぞら　だよね。
そうだね、　今にも　　雨　　が　降りそう　な　曇り空　　　だよね。
You are right. It's cloudy, and it seems like to  rain anytime now.
ゆうがた　から　あめ　だって　てんきよほう　でも　いって　たよ。
夕方　　　から　雨　　だって　天気予報　　　でも　言って　たよ。
The weather forecast said that it will rain from the evening.
けっこう　つよく　ふる　みたいで　ざーざーぶり　に　なる　みたい　だ。
結構　　　強く　　降る　みたいで　ザーザー降り　に　なる　みたい　だ。
It will rain quite strongly and hard.

MARS:
そうみたい　だね。
そうみたい　だね。
I know about it.
そら　も　まっくろ　だし　ね。
空　　も　真っ黒　　だし　ね。
The sky is black.
かみなり　が　ならなければ　いい　けどね。
雷　　　　が　鳴らなければ　良い　けどね。
I hope thunder won't rumble.
おおあめ　に　なるまえ　に　かいもの　を　すませ　なきゃ。
大雨　　　に　なる前　　に　買い物　　を　済ませ　なきゃ。
I must finish shopping before it rains.



ANDY:
かみなり　は　こわい　よね。
雷　　　　は　恐い　　よね。
I am afraid of thunder.
ごろごろ　って　なったら　おへそ　を　かくさなきゃ。
ゴロゴロ　って　鳴ったら　おへそ　を　隠さなきゃ。
If it rambles, we should hide our bellybuttons.
おへそ　を　とられたりしたら　たいへん　だからね
おへそ　を　取られたりしたら　大変　　　だからね
We would  be  in trouble  if our bellybuttons are taken by rambling thunder, aren't  we?

MARS:
ほんとう　だよね。
本当　　　だよね。
Hell, yeah!
おへそ　を　とられたり　したら　ひさん　だよね。
おへそ　を　取られたり　したら　悲惨　だよね。
We will be very pathetic.
ところで　あんでぃ　は　いそいで　いる　みたい　だけど　どうした　の？
ところで　アンディ　は　急いで　　いる　みたい　だけど　どうした　の？
By the way, you look like in a hurry. How come?

ANDY:
うっかり　せんたくもの　を　とりこむ　のを　わすれて　しまって　ね。
うっかり　洗濯物　　　　を　取込む　　のを　忘れて　　しまって　ね。
I forgot to take in my laundries.
あわてて　いえ　に　かえる　とちゅう　なんだ。
慌てて　　家　　に　帰る　　途中　　　なんだ。
so I am on my way home.

MARS:
そうか　せっかく　せんたく　したの　に　あめ　が　ふったら　だいなし　だよね。
そうか　せっかく　洗濯　　　したの　に　雨　　が　降ったら　台無し　だよね。
If it rains, your  laundries get wet, and the weather ruins all your efforts.
それは　はやく　かえって　とりこんだ　ほうが　いいね。
それは　早く　　帰って　　取込んだ　　方が　　良いね。
You better go home now, and take in your laundries.

ANDY:
うん　だいなし　に　なっちゃう　よ。
うん　台無し　　に　なっちゃう　よ。
Yes, I will do that.
だけど　なんとか　まにあい　そう　だから　よかった　よ。
だけど　何とか　　間に合い　そう　だから　良かった　よ。
I think I can make it, before it rains.
まー　も　かさ　を　もって　いない　みたい　だし
マ－　も　傘　　を　持って　いない　みたい　だし
さっさと　かいもの　を　すませて　はやく　いえ　に　かえった　ほうが　いいよ。
さっさと　買い物　　を　済ませて　早く　　家　に　　帰った　　方が　　良いよ。
You don't have an umbrella. You should finish up shopping quickly and　go home.



MARS:
しんぱい　ありがとう。
心配　　　有難う。
Thank you for your advice.
だけど　だいじょうぶ。
だけど　大丈夫。
But don't worry,

ANDY:
どうして？
どうして？
Why？

MARS:
これから　かさ　を　かい　に　いく　ところ　なんだ。
これから　傘　　を　買い　に　行く　ところ　なんだ。
I am going to buy an umbrella, right now.

■Pick Up

・おでかけ：going out somewhere

・ちょっとそこまで：Just around here

・いまいち：not good

・しょうてんがい：shopping district

・すませる：finish, get through

・くもりぞら：cloudy

・ざーざーぶり：strongly rain

・おおあめ：a heavy rain

・ひさん：pathetic

・うっかり：carelessly

・だいなし：spoil , ruin

・さっさと：quickly
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SJP #4 Sushi  Roma-ji

ANDY:
Ne-ne!  Totsuzen nan-dakedo MARS ha osushi ha suki?

MARS:
Honto totsuzen dane. Osushi ha suki dayo.  ANDY ha?

ANDY:
Mochiron dai-suki dayo.
Jitsuha senjitsu mo osushi wo tabe ni itta nda.
Kaiten-zushi dakedo neta ga shinsen de oishi katta yo.
Nedan mo sonnani takaku nakatta shine.

MARS:
Osushi to ieba kaiten-zushi dayo ne.
Futsuu no osushi-ya-san ni iku to takaku naru kara ne.
Kaiten-zushi dato anshin shite tab-ereru monne.

ANDY:
Un osara no iro de nedan ga wakaru kara keisan shinagara tabe reba anshin dayo ne.
Futsuu no osuhi-ya-san niha tokubetsu na hi jya nai to naka-naka ike nai yo.

MARS:
Tokorode ANDY ha nanno neta ga suki nano?

ANDY:
Boku ha yappari Toro kana. Shikamo Ootoro.
Hajimete tabeta toki ha kandou shite kotoba wo ushinatta monne.
Ichiban takai neta dakedo doushitemo hazuse nai na.
MARS ha?

MARS:
Boku ha Hikari-mono ga ichiban suki dane.
Shime-saba nanka saikou dayo ne.
Ato kanarazu taonmu noga Temaki-kei kana.
Negitoro-maki ha zettai !
Sorekara Kappa-maki mo dai-suki dane.

ANDY:
MARS ha sabi-nuki jya nakute heiki nano?

MARS:
Zen-zen heiki.
Moshikashite ANDY ha wasabi ha dame nano?

ANDY:
Un. Jitsuha wasabi ga nigate de zenbu sabinuki de tanonderu nda.

MARS:
Okochama dane!

ANDY:
Ah osuhi no hanashi wo shite ita ra onaka ga suite kitayo!
Kondo futari de sushi-lunch demo ikou yo.

MARS:
Sou dane sushi-lunch nara futsuu no osushi-ya-san demo sen-yen kurai de tabe reru monne.
Zehi sou shiyou.



SJP #4  Sushi

ANDY:
ねえねえ！とつぜん　なんだけど、　まー　は　おすし　は　すき？
ねえねえ！突然　　　なんだけど、　マー　は　お鮨　　は　好き？
Hey Mars, I have a question for you. Do you like sushi?

MARS:
ほんと　とつぜん　だねえ。
ほんと　突然　　　だねえ。
Oh, it is a sudden question.
おすし　は　すき　だよ。
お鮨　　は　好き　だよ。アンディは？
Well, yes, I like sushi.　ANDY do you like sushi?

ANDY:
もちろん　だいすき　だよ。
もちろん　大好き　　だよ。
Of course, I love sushi.
じつは　せんじつ　も、　おすし　を　たべ　に　いった　んだ。
実は　　先日　　　も、　お鮨　　を　食べ　に　行った　んだ。
In fact, I went to eat sushi the other day.
かいてんずし　だけど、　ねた　が　しんせん　で　おいしかった　よ。
回転寿司　　　だけど、　ネタ　が　新鮮　　　で　美味しかった　よ。
although where I went was a revolving sushi bar, their fishes  were fresh and delicious.
ねだん　も　そんなに　たかく　なかった　しね。
値段　　も　そんなに　高く　　なかった　しね。
The price was reasonable too.

MARS:
おすし　と　いえば、　かいてんずし　だよね。
お鮨　　と　言えば、　回転寿司　　　だよね。
Speaking of sushi, first thing appears in our minds is a revolving sushi bar.
ふつう　の　おすしやさん　に　いくと　たかく　なる　からね。
普通　　の　お鮨屋さん　　に　行くと　高く　　なる　からね。
The price of sushi would be higher  when we go to normal sushi bar.
かいてんずし　だと、　あんしん　して　たべれる　もんね。
回転寿司　　　だと、　安心　　　して　食べれる　もんね。
However, we don't have to worry about a price if we go to a  revolving sushi bar.

ANDY:
うん、おさら　の　いろ　で　ねだん　が　わかる　から、　けいさん　しながら　たべれば　あんしん　だよね。
うん、お皿　　の　色　　で　値段　　が　わかる　から、　計算　　　しながら　食べれば　安心　　　だよね。
No. We don't have to worry because we can recognize the price of a pair of sushi  by  colors of the plates. 
ふつう　の　おすしやさん　には、　とくべつ　な　ひ　じゃないと、　なかなか　いけない　よ。
普通　　の　お鮨屋さん　　には、　特別　　　な　日　じゃないと、　なかなか　行けない　よ。
We go to normal sushi bar only on a special day.

MARS:
ところで　あんでぃ　は、　なんの　ねた　が　すき　なの？
ところで　アンディ　は、　何の　　ネタ　が　好き　なの？
By the way, what kind of sushi do you like best?



ANDY:
ぼく　は　やっぱり　とろ　かな。　しかも　おおとろ。
僕　　は　やっぱり　トロ　かな。　しかも　大トロ。
I like fatty tuna, especially large fatty tuna.
はじめて　たべた　とき　は　かんどう　して　ことば　を　うしなった　もんね
初めて　　食べた　時　　は、感動　　　して　言葉　　を　失った　　　もんね。
When I ate for the first time, I was so impressed and I got lost of words.
いちばん　たかい　ねた　だけど、　どうしても　はずせない　な。　まー　は？
一番　　　高い　　ネタ　だけど、　どうしても　外せない　　な。　マー　は？
Large fatty tuna is the most expensive sushi, but I cannot live with out it.
How about you, Mars, what do you like best?

MARS:
ぼく　は　ひかりもの　が　いちばん　すき　だね。
僕　　は　光り物　　　が　一番　　　好き　だね。
I like a glistening-skinned fish most. 
しめさば　なんか　さいこう　だよね。
〆鯖　　　なんか　最高　　　だよね。
Shimesaba is the best.
あと　かならず　たのむ　のが　てまきけい　かな。
あと　必ず　　　頼む　　のが　手巻き系　　かな。
Also I always order Temaki-zushi, 
ねぎとろまき　は　ぜったい！
ネギトロ巻き　は　絶対！
especially Negitoro-maki 
それから　かっぱまき　も　だいすき　だね。
それから　カッパ巻き　も　大好き　　だね。
and Kappa-maki.

ANDY:
まー　は　さびぬき　じゃなくて　へいき　なの？
マー　は　サビ抜き　じゃなくて　平気　　なの？
Are you okay with wasabi in sushi? Is it all right for you?

MARS:
ぜんぜん　へいき。　もしかして　あんでぃ　は　わさび　は　だめ　なの？
全然　　　平気。　　もしかして　アンディ　は　ワサビ　は　ダメ　なの？
Yes, I don't have any  problem with wasabi.  Hey Andy, you cannot eat wasabi?

ANDY:
うん。　じつは　わさび　が　にがて　で　ぜんぶ　さびぬき　で　たのんで　いる　んだ。
うん。　実は　　ワサビ　が　苦手　　で　全部　　サビ抜き　で　頼んで　　いる　んだ。
No. In fact, I don't like wasabi at all. Therefore I  order sushi without wasabi.

MARS:
おこちゃま　だねえ！
お子ちゃま　だねえ！
Oh no! you are a child!



ANDY:
ああ、おすし　の　はなし　を　していたら　おなか　が　すいて　きたよ！
ああ、お鮨　　の　話　　　を　していたら、お腹　　が　すいて　きたよ！
Because of this sushi conversation I am  starving now!
こんど　ふたり　で　すしらんち　でも　いこう　よ。
今度　　ふたり　で　寿司ランチ　でも　行こう　よ。
Let's have a sushi lunch together soon .

MARS:
そうだね　すしらんち　なら、　ふつう　の　おすしやさん　でも　せんえん　くらい　で　たべれる　もんね。
そうだね、寿司ランチ　なら、　普通　　の　お鮨屋さん　　でも　千円　　　くらい　で　食べれる　もんね。
It's good idea. Even if we go to normal sushi bar for a lunch, we can eat sushi around 1,000 yen.
ぜひ　そうしよう。　
是非　そうしよう。
We will do it.

■Pick Up

・もちろん： sure , of course　当然　間違いなく

・回転寿司： revolving sushi bar　ベルトコンベアーでお鮨が運ばれるお寿司屋さん。安い。家族向け。

・普通のお鮨屋さん： sushi bar
　　　　　　　　　　カウンターで板前さんに注文するお寿司屋さん。
　　　　　　　　　　どちらかと言えば普通のお寿司屋さんは回転寿司

・高くなる： be higher, be too expensive　金額が多くなる。料金が高くなる。

・ネタ： material　お鮨の上にのせる具　魚の切り身

・外せない： must　除外できない。必要な事

・光り物： glistening-skinned fish　サバ、アジなど銀色に光っている魚をネタにしたお鮨

・サビ抜き： without wasabi　ワサビ抜き
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SJP #5 Live Roma-ji

ANDY:
Konnichiha MARS.

MARS:
Konnitiha ANDY.

ANDY:
Mainichi atsui ne.
Tokorode MARS ga sakki kara kubatteiru noha nanno chirashi ?

MARS:
Kondo no live no chirashi nanda.

ANDY:
Souieba MARS ha band wo yatteru n dayone.
Live ha itsu doko de yaru no ?

MARS:
Raisyu no nichiyoubi ni shimokitazawa de yaru n da.
Yokattara kondo no live ni kite yo.
Bokutachi no hoka nimo kakkoii band ga deru n da.

ANDY:
Raisyu no nichiyoubi ka sorenara yotei ha aite iru kara daijyoubu.
Cyanto ikeru to omou yo.
 Live deha shin-kyoku ha yaru no?

MARS:
Mochiron shin-kyoku mo youi shite iru yo.
Tottemo gokigen na number ni shiagatte ru kara kitai shitoite yo.

ANDY:
Soreha tanoshimi dane.
Mae no live kara ha dorekurai buri no live ni naru n dakke?

MARS:
Nikagetsu buri ni naru kana,  hisasiburi dakara dokki-doki dayo.
Dakedo konkai ha mae yorimo power-up shiteru kara ne, sugoi koto ni naru yo.

ANDY:
Yakeni jishin manman dane.
Hontouni daijyoubu nano?

MARS:
Daijyoubu daijyoubu makashite yo!

ANDY:
Sonnani iu nara yoppodo dane.
Sorejya nichiyoubi niha kanojyo to issyo ni iku koto ni suru yo.
Ticket nimai yoroshiku ne !

MARS:
Thank you arigatou!



SJP #5  Live

ANDY:
こんにちは、まー。
こんにちは、マ－。
Hello Mars.

MARS:
こんにちは、あんでぃ。
こんにちは、アンディ。
Hello Andy.

ANDY:
まいにち、あつい　ねえ。
毎日、　　暑い　　ねえ。
Isn't it hot these days?
ところで　まー　が、さっき　から　くばっている　のは　なんの　ちらし？
ところで　マー　が、さっき　から　配っている　　のは　何の　　チラシ？
By the way, what are those papers  you are handing out?

MARS:
こんど　の　らいぶ　の　ちらし　なんだ。
今度　　の　ライブ　の　チラシ　なんだ。
These are handbills for next live. Informations are on these.

ANDY:
そういえば、　まー　は　ばんど　を　やってる　ん　だよね。
そういえば、　マー　は　バンド　を　やってる　ん　だよね。
That reminds me that you are playing music in a  band.
らいぶは、　いつ、　どこで　やるの？
ライブは、　いつ、　どこで　やるの？
When is the next live? and where do you play?

MARS:
らいしゅう　の　にちようび　に、　しもきたざわ　で　やる　んだ。
来週　　　　の　日曜日　　　に、　下北沢　　　　で　やる　んだ。
We'll play on next sunday at Shimokitazawa.
よかったら　こんど　の　らいぶ　に　きてよ。
良かったら　今度　　の　ライブ　に　来てよ。
If you want, you can come .
ぼくたち　の　ほか　にも　かっこいい　ばんど　が　でる　んだ。
僕達　　　の　他　　にも　カッコイイ　バンド　が　出る　んだ。
There are cool bands are going to perform, other than us.

ANDY:
らいしゅう　の　にちようび　か、　それなら　よてい　は　あいている　から　だいじょうぶ。
来週　　　　の　日曜日　　　か、　それなら　予定　　は　空いている　から　大丈夫。
Well, It's on next sunday right? I have no plan that day, 
ちゃんと　いける　と　おもう　よ。
ちゃんと　行ける　と　思う　　よ。
so I think I can go. 
らいぶ　では　しんきょく　は　やるの？
ライブ　では　新曲　　　　は　やるの？
Will you play a new song there?



MARS:
もちろん　しんきょく　も　ようい　して　いるよ。
もちろん　新曲　　　　も　用意　　して　いるよ。
Of course, we will!
とっても　ごきげん　な　なんばー　に　しあがってる　から、　きたい　しといてよ。
とっても　ゴキゲン　な　ナンバー　に　仕上がってる　から、　期待　　しといてよ。
The song would give you a kick! You will see.

ANDY:
それは　たのしみ　だね。
それは　楽しみ　　だね。
l am looking foward to see  that.
まえ　の　らいぶ　から　は、　どれくらい　ぶり　の　らいぶ　に　なる　んだっけ？
前　　の　ライブ　から　は、　どれくらい　ぶり　の　ライブ　に　なる　んだっけ？
How long has the time passed since you played the last ?

MARS:
にかげつ　ぶり　に　なる　かな。　ひさしぶり　だから　どっきどき　だよ。
二ヶ月　　ぶり　に　なる　かな。　久しぶり　　だから　ドッキドキ　だよ。
About two months has passed.
My heart is pounding because I haven't played in front of many people for long time,
だけど　こんかい　は　まえ　よりも　ぱわーあっぷ　してる　から　ね。　すごい　こと　に　なる　よ。
だけど　今回　　　は　前　　よりも　パワーアップ　してる　から　ね。　すごい　こと　に　なる　よ。
 but this coming live would be  better than before. It will be great.

ANDY:
やけに　じしん　まんまん　だね。
やけに　自信　　満々　　　だね。
You have a lot of confidence. 
ほんとう　に　だいじょうぶ　なの？
本当　　　に　大丈夫　　　　なの？
Are you sure about that?

MARS:
だいじょうぶ、　だいじょうぶ、　まかしといてよ！
大丈夫、　　　　大丈夫、　　　　まかしといてよ！
Yes, I am sure. Trust me!

ANDY:
そうか、　そんなに　いう　なら　よっぽど　だね。
そうか、　そんなに　言う　なら　よっぽど　だね。
Alright,  if you say so, I will trust you. Okay,
それじゃあ、　にちようび　には　かのじょ　と　いっしょ　に　いく　こと　に　する　よ。
それじゃあ、　日曜日　　　には　彼女　　　と　一緒　　　に　行く　事　　に　する　よ。
I'll go with my girlfriend.
ちけっと　にまい　よろしく　ね！
チケット　ニ枚　　よろしく　ね！
Would you, please, prepare for two tickets for us.

MARS:
さんきゅー　ありがとう！
サンキュー　ありがとう！
Thank you very much!



■Pick Up

・チラシ：handbill　　広告　ビラ「さっきから配っているのは何のチラシ？」

・ライブ：live concert　生演奏　「今度のライブのチラシなんだ。」

・いつ、どこで：when where　時間と場所　「ライブは、いつ、どこでやるの？」

・良かったら：if you don't mind　問題なければ　「良かったら今度のライブに来てよ。」

・カッコイイ：good looking　見た目がいい、素晴らしい「僕達の他にもカッコイイバンドが出るんだ」

・空いている：no apointment　何もない。予定がないこと。「日曜日は、予定は空いているから大丈夫。」

・新曲：brand new song　新しい曲　「ライブでは新曲はやるの？」

・ゴキゲン：pretty happy　最高にハッピーな様子　「すごくゴキゲンなナンバー」

・ドッキドキ：word from sound of heart beat,  be strain  緊張している様子。心臓の音　

・自信満々：lot of confidence　自信に溢れている様子　

・よっぽど：lot of　よほど、そうとう、かなり

sjp
MC : Andy & Mars
story : Ayumi Andoh
Edited by :Masazumi Kameyama
Effect sound : Masazumi Kameyama
Illustration : Ayumi Andoh
Opening & Ending Narration : Naoyo
Produced by : S-J-P 

about  Donation 
We want to continue to provide podcasts via iTunes and on our website.  But it costs money to make these podcasts, 
and to improve them. Your donation helps pay for our expenses in running the podcast and to make them better!
If you do donete money for us ,  you go to our web site.   http://blogs.dion.ne.jp/sjp/



SJP #6 Shokumushitumon Roma-ji

ANDY:
Kyou ha hisashiburi ni Shinjyku Kabuk-chou made asobi ni kita zo.
Yappari nihon-ichi no hankagai dake no koto ha aru, kyou mo sugoi hito-de da.

MARS:
Sumimasen chotto iidesuka ?

ANDY:
Hai, nande syouka?

MARS:
Watashi ha keisatsu nandesu keredo, chotto dake kyouryoku shite morae-masen-ka?

ANDY:
Syokumu-shitsumon desu ka, nanika atta-n desu ka. boku ha nanimo shite nai desu yo.

MARS:
Hai chikagoro bussou na jiken ga ooi monode.
Anzen no tame ni kyouryoku shite itadakereba tasukari masu.
Oniisan no namae to toshi ha?

ANDY:
Namae ha ANDY desu. sanjyu-issai desu.
Nandaka yadesu nee.

MARS:
Shigoto nande sumimasen ne. kyouryoku shite kudasai.
Kyou ha kabuki-cyou ni nani wo shini kita n desuka?
Mibun wo syoumei dekiru mono ha arimasu ka?

ANDY:
Kyou ha kaimono ni kita n desu.
Menkyosyou de ii desu ka.

MARS:
Hai, doumo sumimasen.
Saigo ni kaban no naka to poketto no naka wo shirabe sasete moratte ii desu ka?

ANDY:
E-, yada na nani mo nai desu yo hora.
Mou ii desuka.

MARS:
Hai doumo sumima sen.
Gokyouryoku arigatou gozai mashita.

ANDY:
Gokurou sama desu.



SJP #6  Shokumushitumon

ANDY:
きょう　は　ひさしぶり　に　しんじゅく　かぶきちょう　まで　あそび　に　きた　ぞ。
今日　　は　久しぶり　　に　新宿　　　　歌舞伎町　　　まで　遊び　　に　来た　ぞ。
Today, I came here in Kabukicho, Shinjuku to have some fun.
やっぱり　にほんいち　の　はんかがい　だけの　こと　は　ある、　きょう　も　すごい　ひとで　だ。
やっぱり　日本一　　　の　繁華街　　　だけの　こと　は　ある、　今日　　も　すごい　人出　　だ。
Kabukicho has one of the busiest streets in Japan, that is why there are so many crowds here.

MARS:
すみませーん、ちょっと　いいです　か？
すみませーん、ちょっと　いいです　か？
Excuse me. Do you have a minit ?

ANDY:
はい。　なんでしょうか？
はい。　なんでしょうか？
Yes?

MARS:
わたし　は　けいさつ　なんです　けれど、　ちょっとだけ　きょうりょく　して　もらえません　か？
私　　　は　警察　　　なんです　けれど、　ちょっとだけ　協力　　　　　して　もらえません　か？
I am a police. Would you, please answer some questions?
すぐ　おわり　ます　から。
すぐ　終わり　ます　から。
It won't take long time.

ANDY:
しょくむしつもん　ですか。　なにか　あったんですか。　ぼく　は　なにも　してない　ですよ。
職務質問　　　　　ですか。　何か　　あったんですか。　僕　　は　何も　　してない　ですよ。
Is this a police checkup or something? Is there any　trouble? I haven't done anything　wrong.

MARS:　
はい、　ちかごろ、　ぶっそう　な　じけん　が　おおい　もので、
はい、　近頃、　　　物騒　な　　　事件　　が　多い　　もので、
here are many crimes nowadays.
あんぜん　の　ため　に　きょうりょく　して　いただければ　たすかり　ます。
安全　　　の　為　　に　協力　　　　　して　いただければ　助かり　　ます。
Just in case, it would be very helpful if you cooperate with me for a security.
おにいさん　の　なまえ　と　とし　は？
お兄さん　　の　名前　　と　歳　　は？
Sir, what is your name? and how old are you?

ANDY:
なまえ　は　あんでぃ　です。　さんじゅういっさい　です。
名前　　は　アンディ　です。　31歳　　　　　　　　です。
My name is ANDY. I am 31 years old.
なんだか　や　ですねえ。
なんだか　や　ですねえ。
I feel slightly unpleasant.
　　　



MARS:
しごと　なんで　すみません　ね。　きょうりょく　して　ください。
仕事　　なんで　すみません　ね。　協力　　　　　して　下さい。
I am sorry but it is my job to do this.
きょう　は　かぶきちょう　に　なに　を　しに　きた　ん　ですか？
今日　　は　歌舞伎町　　　に　何　　を　しに　来た　ん　ですか？
Why are you here in Kabukicho today?
みぶん　を　しょうめい　できる　もの　は　ありますか？
身分　　を　証明で　　　きる　　もの　は　ありますか？
Do you have any ID with you?

ANDY:
きょう　は　かいもの　に　きた　んです。
今日　　は　買い物　　に　来た　んです。
I came here for a shopping today.
めんきょしょう　で　いいですか？
免許証　　　　　で　いいですか？
Is  a driver's license all right?

MARS:
はい。　どうも　すみません。
はい。どうもすみません。
Yes, it is. Thank you.
さいご　に　かばん　の　なか　と　ぼけっと　の　なか　を　しらべさせて　もらって　いいですか？
最後　　に　カバン　の　中　　と　ポケット　の　中　　を　調べさせて　　もらって　いいですか？
May I checkup your bag and pockets at last?

ANDY:　
えー。　やだ　なあ。　なんにも　ない　ですよ。　ほら。
えー。　やだ　なあ。　何にも　　ない　ですよ。　ほら。
Oh. are you sure about that? Here, 
もう　いいです　か？
もう　いいです　か？
I have nothing. Would you let me go now?

MARS:
はい。　どうも　すみません。
はい。どうもすみません。
Yes, you can go now. 
ごきょうりょく　ありがとう　ございました。
ご協力　ありがとう　ございました。
Thank you for cooperation.

ANDY:
ごくろうさま　です。
ごくろうさま　です。
You're welcome



■Pick Up

・歌舞伎町:Kabukicho , one of the busiest streets in Japan　

・繁華街:busiest streets　にぎやかな商店街　盛り場　

・ちょっといいですか？: Do you have a minitu？　少し時間はありますか

・職務質問:police checkup　職質　警察官が不審な人物に質問する事

・物騒:many crimes , dangerous, unsafe　危ない様子　安全じゃない　危険　

・やだなあ :unpleasant　やだ　イヤだ　

・免許証:driver's license　免許　運転免許証　日本では身分証明書になる
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SJP #7 Dajyare Roma-ji

ANDY:
Ohayou MARS.

MARS:
Ohayou ANDY.

ANDY:
Kyou mo asa kara keiki ga iine. Keiki ga ii kara cake wo tabe-tai ne.

MARS:
Sonna dajyare wo kikasare tara asa kara datsuryoku dayo. Oyaji dane.

ANDY:
Iijyan. Omoshiroi desyo ?
Tokorode kinou denwa shita n dakedo denakatta ne. Nanika yatteta no?

MARS:
A, gomen ne.
Kinou ha studio ni haitte-te denwa ni ki ga tsukana-katta n da.
Yonaka ni ki ga tsuita kara orikae-sanakatta n dakedo, nan datta no?

ANDY:
Studio ni haitte-ta noka. Sorya denwa ni denwa.
Iya, Mac no koto de omoshiroi hanasi ga atte sa.

MARS:
Mata dajyare dane. Mac tte-noha Macdonald? soretomo Macintosh ?

ANDY:
Macintosh.
Tyoudo Mac wo tabeteru toki ni Mac no omoshiroi hanasi wo omoi tsuita n da.

MARS:
Hai hai, wakatta , wakatta.
Anmari dajyare wo itteru to, honto ni oyaji ni nattyau yo.
Sorede omoshiroi hanasi tteno ha nani?

ANDY:
Nazokake nanda kedo sa.

MARS:
Nazokake tteno ha "Nantoka tte kakete , Nantoka tte toku" tte yatsu dayone.

ANDY:
Sou. Sore.

MARS:
Jya, iku yo. Macintosh to kakete, nan to toku?

ANDY:
Computer doushi no kekkon to toku.

MARS:
Sono kokoro ha?

ANDY:
Couple(Apple) computer.



SJP #7  Dajyare

ANDY:
おはよう、　まー。
おはよう、　マー。
Good morning, MARS.

MARS:
おはよう、　あんでぃ。
おはよう、　アンディ。
Good morning, ANDY.

ANDY:
きょう　も　あさ　から　けいき　が　いい　ねえ。
今日　　も　朝　　から　景気　　が　いい　ねえ。
I am feeling good this morning.
けいき　が　いい　から　けーき　を　たべたい　ねえ。
景気　　が　良い　から　ケーキ　を　食べたい　ねえ。
Because I am feeling good (feeling good = "keki" ga ii), I want to  eat a "cake".

MARS:
そんな　だじゃれ　を　きかされたら　あさ　から　だつりょく　だよ。
そんな　ダジャレ　を　聞かされたら　朝　　から　脱力　　　　だよ。
If you make such a feeble joke, I lose my strength.
おやじ　だね。
おやじ　だね。
You became a old man.

ANDY:
いい　じゃん。　おもしろい　でしょ？
良い　じゃん。　面白い　　　でしょ？
Who cares? Isn't it funny?
ところで　きのう　でんわ　した　ん　だけど、　でなかった　ねえ。
ところで　昨日　　電話　　した　ん　だけど、　出なかった　ねえ。
By the way, I called you yesterday but you did not answer the phone.
なにか　やってたの？
何か　　やってたの？
Were you doing something?　

MARS:　
あ、ごめんね。
あ、ごめんね。
Oh, I am sory.
きのう　は　すたじお　に　はいってて　でんわ　に　き　が　つかなかった　ん　だ。
昨日　　は　スタジオ　に　入ってて　　電話　　に　気　が　つかなかった　ん　だ。
I was in a studio yesterday, and I did not notice the phone call.
よなか　に　き　が　ついた　から　おりかえさなかった　ん　だけど、　なに　だったの？
夜中　　に　気　が　ついた　から　折り返さなかった　　ん　だけど、　何　　だったの？
I realized about it around midnight, so I did not call you back. what  was it?

ANDY:
すたじお　に　はいって　たのか。　そりゃあ　でんわ　に　でんわ。
スタジオ　に　入って　　たのか。　そりゃあ　電話　　に　出んわ。
Oh you are in the studio. That's why you did not answer (did not  answer= denwa)the phone(a phone= denwa).
いや、　Mac　の　こと　で　おもしろい　はなし　が　あって　さ。
いや、　Mac　の　事　　で　面白い　　　話　　　が　あって　さ。
Well, there is a interesting story about Mac.



MARS:
また　だじゃれ　だね。
また　ダジャレ　だね。
Not again! you made poor joke.
Mac　ってのは　まくどなるど？　それとも　まっきんとっしゅ？
Mac　ってのは　マクドナルド？　それとも　マッキントッシュ？
Mac? You mean MacDonald? Or Macintosh?

ANDY:
まっきんとっしゅ。
Macintosh.
マッキントッシュ。
ちょうど　まっく　を　たべてる　とき　に　まっく　の　おもしろい　はなし　を　おもい　ついた　んだ。
ちょうど　マック　を　食べてる　時　　に　マック　の　面白い　　　話　　　を　思い　　付いた　んだ。
When I was eating  McDonald, I got an idea of Macintosh.

MARS:
はいはい、　わかった、　わかった。
はいはい、　わかった、　わかった。
All right, All right.
あんまり　だじゃれ　を　いってる　と、　ほんと　に　おやじ　に　なっちゃうよ。
あんまり　ダジャレ　を　言ってる　と、　ほんと　に　おやじ　に　なっちゃうよ。
If you keep making poor jokes, you really might become an old man.
それで　おもしろい　はなし　ってのは　なに？
それで　面白い　　　話　　　ってのは　何？
Anyways, what is an interesting story?

ANDY:
なぞかけ　なんだ　けどさ。
なぞかけなんだけどさ。
It is a Japanese riddle.

MARS:　
なぞかけ　ってのは　「なんとか　って　かけて、　なんとか　ってとく」　って　やつ　だよね。
なぞかけ　ってのは　「何とか　　って　かけて、　何とか　　って説く」　って　やつ　だよね。
A Japanese riddle? you mean "multiply one　equals what?" right?

ANDY:
そう。それ。
そう。それ。
Oh yeah.

MARS:
じゃ、　いくよ。
じゃ、　いくよ。
Okay,  I am going to start posing a riddle!
まっきんとっしゅ　と　かけて、　なんと　とく？
マッキントッシュ　と　かけて、　何と　　説く？
Multiply Macintosh　equals what?



ANDY:
こんぴゅーたー　どうし　の　けっこん　と　とく。
コンピューター　同士　　の　結婚　　　と　説く。
I say it equals to "marriage of the computer"

MARS:
その　こころ　は？
その　心　　　は？
What is the meaning?

ANDY:
かっぷる（あっぷる）　こんぴゅーたー。
カップル（アップル）　コンピューター。
Couple (apple) computer.

■Pick Up

・景気：世の中の経済の良し悪し business condition　

・ケーキ：cake　

・ダジャレ：まらない洒落　言葉遊び feeble joke　

・折り返す：電話をかけ直す call back

・なぞかけ：伝統的な言葉遊び Japanese riddle

・結婚：夫婦になる事 marriage
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SJP #8 MARS no Kyujitsu Roma-ji

ANDY:
Oissu, MARS.
Nandaka omotasouna fukuro wo motteru ne, nani ga haitteru no?

MARS:
Otsukare, ANDY.
A, Kore? Toumorokoshi.

ANDY:
E? Toumorokoshi?
Nande sonna mono wo motte kite iru no?

MARS:
Jitsuha, kinou no yasumi wo riyou shite, kazoku de Toumorokoshi-gari ni itta n da.

ANDY:
Toumorokoshi-gari?
Nani sore?
Ichigo-gari mitai dane.

MARS:
Un. Masashiku sou dane. 
Ichigo-gari no toumorokoshi ban.
Kazoku de inaka no hou ni dekakete, toumorokoshi wo katte kita n da.
Fudan ha tokai de kuashite iru kara, kodomo ni shizen to fureawase takute ne.

ANDY:
He-. Sugoi ne. 
Dakara toumorokoshi wo motteru n da.
De, jissai ha dou datta no?
Nandaka sugoku tanoshi sou dakedo.

MARS:
Sorya yokatta yo.
Suika mo tabe-hodai datta shi sa.
Hoka nimo yasai ga atte ne, zenbu umai n dayo.
Toumorokoshi wo syukaku suru nante, hajimete no keiken datta shi ne.
Honto saikou datta yo.

ANDY:
Iine. Soreha saikou no kazoku service dane.
Tashikani tokai ni sunderu to, shizen to fureau nante nai monne.
Soreha kodomo dake jya nakute MARS ni totte mo yoi keiken datta ne.

MARS:
Sou dane. 
Tyottoshita kandou datta yo.
Omakeni tikaku ni private beach ga atte, sokode kodomo wo asobaseru koto mo dekita shi ne.
Kaeri ha guttari sityatta kedo sugoku tanoshimeta yo.

ANDY:
Mars ga sonna kyujitsu wo sugoshite ita nante odoroki dana.
Nandaka e ni kaita youna Myhome-papa da ne.

MARS:
Kazoku service ha titi-oya toshite touzen desu.



SJP #8　ANDY no kyujitsu

ANDY:
おいっす　まー。
おいっす　マー。
Hello, MARS.
なんだか　おもたそうな　ふくろ　を　もってる　ね、　なに　が　はいってる　の？
なんだか　重たそうな　　袋　　　を　持ってる　ね、　何　　が　入ってる　　の？
You have the bag which seems to be heavy. What is in it?

MARS:
おつかれ　あんでぃ。
おつかれ　アンディ。
Hi, ANDY.
あ、　これ？　とうもろこし。
あ、　これ？　トウモロコシ。
Oh. This one? Corns are in it.

ANDY:
え？　とうもろこし？
え？　トウモロコシ？
What? Corns?
なんで　そんな　もの　を　もって　きてる　の？
なんで　そんな　もの　を　持って　きてる　の？
Why are you carrying such things?

MARS:
じつ　は、　きのう　の　やすみ　を　りよう　して　かぞく　で　とうもろこしがり　に　いった　ん　だ。
実　　は、　昨日　　の　休み　　を　利用　　して　家族　　で　トウモロコシ狩り　に　行った　ん　だ。
Actually, I went to gather corns yesterday with my family.

ANDY:
とうもろこしがり？　なに　それ？　いちごがり　みたい　だね。
トウモロコシ狩り？　何　　それ？　イチゴ狩り　みたい　だね。
Gathering corns? What it that? Is it kind of like a strawberry picking?

MARS:　
うん。　まさしく　そう　だね。　いちごがり　の　とうもろこしばん。
うん。　まさしく　そう　だね。　イチゴ狩り　の　トウモロコシ版。
Yes, exactly like that. It is the corn version of a strawberry picking.
かぞく　で　いなか　の　ほう　に　でかけて、　とうもろこし　を　かって　きた　ん　だ。
家族　　で　田舎　　の　方　　に　出かけて、　トウモロコシ　を　狩って　きた　ん　だ。
I went to a countryside with my family to gather corns.
ふだん　は　とかい　で　くらしてる　から、　こども　に　しぜん　と　ふれ　あわせ　たくて　ね。
普段　　は　都会　　で　暮してる　　から、　子供　　に　自然　　と　触れ　あわせ　たくて　ね。
We are now living in a city, so I wanted to let my kid to contact  nature.

ANDY:
へえー。　すごい　ね。　だから　とうもろこし　を　もってる　ん　だ。
へえー。　すごい　ね。　だから　トウモロコシ　を　持ってる　ん　だ。
Huh. That's great! That explains why you brought those corns.
で、　じっさい　は　どう　だった　の？　なんだか　すごく　たのしそう　だけど。
で、　実際　　　は　どう　だった　の？　なんだか　すごく　楽しそう　　だけど。
Then, how was it??It sounds a lot of fun.



SJP #8　MARS no kyujitsu

MARS:
そりゃあ　よかった　よ。　すいか　も　たべ　ほうだい　だった　しさ。
そりゃあ　良かった　よ。　スイカ　も　食べ　放題　　　だった　しさ。
Of course it was good. We ate watermelons which were served unlimitedly.
ほか　にも　やさい　が　あって　ね。　ぜんぶ、　うまい　ん　だよ。
他　　にも　野菜　　が　あって　ね、　全部、　　うまい　ん　だよ。
There were many vegetables other than corns, and those were all  delicious.
とうもろこし　を　しゅうかく　する　なんて、　はじめて　の　けいけん　だった　しね。
トウモロコシ　を　収穫　　　　する　なんて、　初めて　　の　経験　　　だった　しね。
It was my first experience to gather corns.
ほんと　さいこう　だった　よ。
ほんと　最高　　　だった　よ。
We really enjoyed.

ANDY:
いいねえ。　それは　さいこう　の　かぞく　さーびす　だね。
いいねえ。　それは　最高　　　の　家族　　サービス　だね。
It sounds good. You played the good family man yesterday.
たしかに　とかい　に　すんでる　と、　しぜん　と　ふれあう　なんて　ない　もんね。
確かに　　都会　　に　住んでる　と、　自然　　と　触れあう　なんて　ない　もんね。
There are no opportunities to contact with nature if you live in a city.
それは　こども　だけ　じゃ　なくて　まー　に　とって　も　よい　けいけん　だった　ね。
それは　子供　　だけ　じゃ　なく　　マー　に　とって　も　良い　経験　　　だった　ね。
You must have had a good experience, Mars. It was not only for your kid.

MARS:
そう　だね。　ちょっと　した　かんどう　だった　よ。
そう　だね。　ちょっと　した　感動　　　だった　よ。
Yes. I was slightly impressed.
おまけ　に　ちかく　に　ぷらいべーとびーち　が　あって、
おまけ　に　近く　　に　プライベートビーチ　が　あって、
In addition, there was a private beach near there
そこで　こども　を　あそばせる　こと　も　できた　しね。
そこで　子供　　を　遊ばせる　　事　　も　できた　しね。
and I let my kid to  play around there too.
かえり　は、　ぐったり　しちゃった　けど　すごく　たのしめた　よ。
帰り　　は、　ぐったり　しちゃった　けど　すごく　楽しめた　　よ。
Although we were very tired on the way home, we had a lot of fun.

ANDY:
まー　が　そんな　きゅうじつ　を　すごしてた　なんて　おどろき　だな。
マー　が　そんな　休日　　　　を　過ごしてた　なんて　驚き　　　だな。
I am surprised that you spent such a day.
なんだか　え　に　かいた　ような　まいほーむぱぱ　だね。
なんだか　絵　に　描いた　ような　マイホームパパ　だね。
You are  an ideal daddy.

MARS:　
かぞく　さーびす　は　ちちおや　として　とうぜん　だよ。
家族　　サービス　は　父親　　　として　当然　　　だよ。
If you are the head of a Family, you ought to do that.



■Pick Up

・おいっす：くだけた挨拶  Hey

・とうもろこし：きび　コーン　Corn

・なんで：何故　why

・イチゴ狩り：イチゴを採るレジャー　strawberry picking

・まさしく：本当に　まさに　exactly

・都会：city

・自然：そのままの様子　nature

・スイカ：ウォーターメロン　watermelon

・食べ放題：定額の食事　served unlimitedly

・最高：素晴らしい　happyest, goodest

・家族サービス：家族との時間（主に父親が行う）head of a Family

・絵に描いたような：作ったような　お手本のような　ideal

・マイホームパパ：家庭的な父親　good daddy

・当然：当たり前　ought to have ...
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SJP #9 ANDY no Kyujitsu Roma-ji

ANDY:
Ohayou MARS.

MARS:
Ohayou ANDY.
Nandaka taityou ga warusou dakedo doushita no?

ANDY:
Un. Futsuka-yoi nanda. Kyujitsu ni senpai to nonde tara, hidoi-me ni atte sa.
Ah-, mada kimochi warui.

MARS:
Futsuka-yoi ni naru nante, soreha soutou, nonda ndane.
Ittai dokode nonde tano?

ANDY:
Shinjyuku no kabuki-tyo.
Ikken-me to nikenme ha oboete iru n dakedo Sanken-me no  omise ni itta ato kra kioku ga nai n da.

MARS:
Hasigo-zake datta ndane.
Sanken mo itta noka. sorya futsuka-yoi nimo naru yo.
Shikamo kioku wo nakushita no?

ANDY:
Un. Tochu made ha oboete iru n da.
Gaijin no one-cyan to eigo de tanoshiku hanashiteru toko made ha ne. Sono ato ga puttsuri.

MARS:
Gaijin no one-cyan to hanashi shite ta n da.
Eigo ha tsujita no?

ANDY:
Un."Your English is very good" tte home rareta yo.
De, yorokonde tara, itsu no ma nika kioku wo nakushite te
ki ga tsuku to naze ka jimoto no cyurinjyo de nete ta n da.

MARS:
Shiranai aida ni jimoto niha kaette ta n da. soremo sugoi ne.

ANDY:
Tabun taxi de kaetta n dato omou n dakedo mattaku oboete nai n da.
Dareka ga yobu koe ga shite oki tara me no mae ni keisatsu no hito ga ite ne
"Konna tokoro de nete cya dame desyo" tte okorare cyatta.

MARS:
Soreha hidoi yoi-kata dane. kicyohin toka ha daijyoubu datta no?

ANDY:
Sorega kiseki-teki ni zenbu buji datta n da. taxi-dai ha nakunatteta kedo ne.
Kega mo nakatta shi, yokatta yo.

MARS:
Andy mo ii-toshi nanda kara, osake ni nomarecya dame dayo.

ANDY:
Sou dane, sake ha nondemo nomareruna tte iu shine.



SJP #9　ANDY no kyujitsu

ANDY:
おはよう　まー。
おはよう　マー。
Good morning, MARS.

MARS:
おやよう　あんでぃ。
おはよう　アンディ。
Good morning, ANDY.
なんだか　たいちょう　が　わるそう　だけど　どう　したの？
なんだか　体調　　　　が　悪そう　　だけど　どう　したの？
You look sick. What's the matter ?

ANDY:
うん。　ふつかよい　なんだ。
うん。　二日酔い　　なんだ。
Yes, I have a hangover.
きゅうじつ　に　せんぱい　と　のんで　たら、　ひどいめ　に　あって　さ。
休日　　　　に　先輩　　　と　飲んで　たら、　ひどい目　に　遭って　さ。
I drank with my friend yesterday and then I had a terrible experience.
あー、　まだ　きもち　わるい。
あー、　まだ　気持ち　悪い。
Oh, I still feel sick.

MARS:
ふつかよい　に　なる　なんて、　それは　そうとう、　のんだ　ん　だね。
二日酔い　　に　なる　なんて、　それは　相当、　　　飲んだ　ん　だね。
I bet you must have drank a lot, that is why you have a hangover.
いったい　どこ　で　のんで　たの？
一体　　　どこ　で　飲んで　たの？
Where did you go?

ANDY:
しんじゅく　の　かぶきちょう。
新宿　　　　の　歌舞伎町。
Kabukicho, Shinjuku.
いっけんめ　と　にけんめ　は　おぼえて　いる　ん　だけど
一件目　　　と　ニ件目　　は　覚えて　　いる　ん　だけど
さんけんめ　の　おみせ　に　いった　あと　から　きおく　が　ない　ん　だ。
三件目　　　の　お店　　に　行った　後　　から　記憶　　が　ない　ん　だ。
I remember about the first bar and the second bar I went, but I do  
not remember anything about after the third bar I went.

MARS:　
はしござけ　だった　ん　だね。
はしご酒　　だった　ん　だね。
So It was a bar　hopping.
さんけん　も　いった　のか。　そりゃあ　ふつかよい　にも　なるよ。
三件　　　も　行った　のか。　そりゃあ　二日酔い　　にも　なるよ。
You went to three bars. Of cours, you would have a hangover.
しかも　きおく　を　なくした　の？
しかも　記憶　　を　なくした　の？
You lost memory, too?
　　



ANDY:
うん。　とちゅう　まで　は　おぼえて　いる　ん　だ。
うん。　途中　　　まで　は　覚えて　　居る　ん　だ。
Yes.  I remember halfway.
がいじん　の　おねえちゃん　と　えいご　で　たのしく　はなしてる　とこ　まで　はね。
外人　　　の　おねえちゃん　と　英語　　で　楽しく　　話してる　　とこ　まで　はね。
I remember having a fun talk with a foreign girl in English.
そのあと　が　ぷっつり。
そのあと　が　プッツリ。
After that I do not remember anything.

MARS:
がいじん　の　おねえちゃん　と　はなしてた　ん　だ。
外人　　　の　おねえちゃん　と　話してた　　ん　だ。
You talked with a foreign girl.
えいご　は　つうじた　の？
英語　　は　通じた　　の？
Did she understand your English?

ANDY:
うん。「Your English is very good」　って　ほめられた　よ。
うん。「Your English is very good」　って　褒められた　よ。
Yes. she said "Your English is very good" .
で、　よろこんで　たら、　いつの　ま　に　か　きおく　を　なくして　て
で、　喜んで　　　たら、　いつの　間　に　か　記憶　　を　なくして　て
I was glad when She praised me but right after that, I lost my memory.
き　が　つく　と　なぜ　か　じもと　の　ちゅうりんじょう　で　ねてた　ん　だ。
気　が　つく　と　何故　か　地元　　の　駐輪場　　　　　　で　寝てた　ん　だ。
When I woke up I was laying down on a local bicycle parking lot.

MARS:　
しらない　あいだ　に　じもと　には　かえってた　ん　だ。　それも　すごい　ね。
知らない　間　　　に　地元　　には　帰ってた　　ん　だ。　それも　すごい　ね。
Even though you lost your memory, You still went back to your  hometown. That is amazing.
　　
ANDY:
たぶん　たくしー　で　かえった　ん　だと　おもう　ん　だけど　まったく　おぼえて　ない　ん　だ。
たぶん　タクシー　で　帰った　　ん　だと　思う　　ん　だけど　全く　　　覚えて　　ない　ん　だ。
Probably I took a taxi but I do not remember at all.
だれか　が　よぶ　こえ　が　して　おき　たら　め　の　まえ　に　けいさつ　の　ひと　が　いて　ね。
誰か　　が　呼ぶ　声　　が　して　起き　たら　目　の　前　　に　警察　　　の　人　　が　居て　ね
I heard a somebody calling me, and I got up looked up. There was a  police man standing in front of me
「こんな　ところ　で　ねて　ちゃ　だめ　でしょ」って　おこられ　ちゃった。
「こんな　ところ　で　寝て　ちゃ　だめ　でしょ」って　怒られ　　ちゃった。
and he warned  "Don't sleep here!" .

MARS:
それは　ひどい　よい　かた　だね。　きちょうひん　とか　は　だいじょうぶ　だった　の？
それは　ひどい　酔い　方　　だね。　貴重品　　　　とか　は　大丈夫　　　　だった　の？
That is terrible. Were you all right? Did anybody steal your stuff or  anything?



ANDY:
それ　が　きせきてき　に　ぜんぶ　ぶじ　だった　ん　だ。　たくしー　だい　は　なくなってた　けど　ね。
それ　が　奇跡的　　　に　全部　　無事　だった　ん　だ。　タクシー　代　　は　なくなってた　けど　ね。
I was safe miraculously. Only the taxi fare was gone.
けが　も　なかった　し、　よかった　よ。
怪我　も　なかった　し、　良かった　よ。
I did not get in to the an accident,?so I am glad.

MARS:　
あんでぃ　も　いいとし　なんだ　から、　おさけ　に　のまれちゃ　だめ　だよ。
アンディ　も　イイ歳　　なんだ　から、　お酒　　に　飲まれちゃ　だめ　だよ。
ANDY, you　are a grown-up, you must　learn to hold your liquor.
　　
ANDY:
そう　だね、　さけ　は　のんでも　のまれるな　って　いう　しね。
そう　だね、　酒　　は　飲んでも　飲まれるな　って　言う　しね。
I think so. There is the proverb "It's all right to drink, but don't  let the drink take control."

■Pick Up

・二日酔い　良いが翌日まで続く事　飲み過ぎ　hangover

・ひどい目　さんざんな目　悲惨　terrible

・新宿歌舞伎町　日本一の繁華街  Kabuki-cho

・はしご酒　いくつものお店を飲み歩く事　bar-hopping

・おねえちゃん　女性の事　兄弟とは違う意味　girl

・ぷっつり　突然途切れる様子　utterly

・いつの間にか　知らない間に　before one's know it

・地元　住んでいる地域　ホームタウン　local

・駐輪場　自転車置き場 parking of bycicle

・タクシー　イエローキャブ taxi

・奇跡的　ミラクル　miraculous

・イイ歳　大人として振る舞う必要のある年齢　adult age

・お酒に飲まれる　泥酔する。too much drunk
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SJP #10 Obentou (Lunch box) Roma-ji

ANDY:
Ah, ohiru da, ohiru da. Onaka suita na. Kyou no ohiru ha hoka-ben ni shiyou kana. A, MARS da. O-i! MARS!

MARS:
A, ANDY! Otsukare-sama! Korekara ohiru nano?

ANDY:
Un. Ima kara hoka-ben de obentou wo kaou to omotte ne.
Koko saikin first-food bakari tabeteta kara tamani gohan-mono ga tabetaku natte ne.  MARSmo issyo ni iku?

MARS:
Boku mo korekara ohiru dakara, issyo ni tabe you ka.
ANDY ha hoka-ben ka. iinee, hoka-ben. Boku mo suki dayo.
Takusan syurui ga aru kara dore ni suru ka mayou n dayo ne.
Sanzan mayotta ageku ni teiban no nori-ben ni ochitsuku n dayo na.

ANDY:
MARS ha nori-ben ga suki nano ka. Boku ha nantettatte, delux-yaki-niku-bentou dane.
Are wo taberu to genki ga deru n da.
Sore to, boku ha ton-katsu ga suki dakara Katsu-jyu bentou mo miryoku-teki dana.

MARS:
Zuibun gattsuri-kei ga suki nandane. Boku ha gattsuri-kei yori mo, healthy-kei ga suki dakara
Makunouchi-bentou toka, kisetsu-no-yasai-bentou nanka ga suki dana. Yappari, nantettatte kenkou-daiichi !

ANDY:
Sate, omise  ni tsuita zo. Nani ni shiyou kana.

SHOP STUFF
Irassyaimase ! Gochyumon ga kimari mashitara douzo !

ANDY:
Etto, delux-yaki-niku-bentou wo kudasai. A! gohan ha oomori de onegai shimasu! Ato, salada mo hitotsu kudasai!

SHOP STUFF
Hai. Delux-yaki-niku-bentou oomori to sarada desu ne.

ANDY:
Hai. sore de onegai shimasu. MARS ha? kimatta?

MARS:
Boku ha kawanai yo.

ANDY:
E? Kawanai no? Sorejyaa, ohiru-gohan ha dou suru nosa?

MARS:
Boku ha chyanto obentou wo motte kiteru kara ne. Kawanakutemo ii n dayo.

ANDY:
Obentou wo motte kiteru no? A! Sorette moshikashite....

MARS:
Sou !  Aisai-bentou!

ANDY:
Gochisou-sama!



SJP #10　Obentou

ANDY:
あー、　おひる　だ、　おひる　だ。　おなか　すいた　なあ。
あー、　お昼　　だ、　お昼　　だ。　お腹　　すいた　なぁ。
Oh, it is a lunch time, it's a lunch time! I am hungry.
きょう　の　おひる　は、ほかべん　に　しよう　かな。
今日　　の　お昼　　は、ホカ弁　　に　しよう　かな。
I think I will eat a "Hoka-ben" for lunch.
あ、　まー　だ。　おーい！　まー！
あ、　マー　だ。　おーい！　マー！
Oh, MARS is coming. Hey! MARS!

MARS:
あ、　あんでぃ！　おつかれさま！
あ、　アンディ！　おつかれさま！
Hey, ANDY! What's up?
これから　おひる　なの？
これから　お昼　　なの？
Are you going to have lunch now?

ANDY:
うん。　いま　から　ほかべん　で、　おべんとう　を　かおう　と　おもって　ね。
うん。　今　　から　ホカ弁　　で、　お弁当　　　を　買おう　と　思って　　ね。
Yes I am. I am thinking to buy a "Hoka-ben" for lunch.
ここ　さいきん、　ふぁーすとふーど　ばかり　たべてた　から　たまに　ごはんもの　が　たべたく　なって　ね。
ここ　最近、　　　ファーストフード　ばかり　食べてた　から　たまに　ご飯物　　　が　食べたく　なって　ね。
Because I have been eating fast food　recently, I feel like eating  some rice.
まー　も　いっしょ　に　いく？
マー　も　一緒　　　に　行く？
Do you want to come with me?

MARS:
ぼく　も　これから　おひる　だから、　いっしょ　に　たべよう　か。
僕　　も　これから　お昼　　だから、　一緒　　　に　食べよう　か。
Oh yeah, I am going to have lunch now, let's eat together.
あんでぃ　は　ほかべん　かあ。　いい　ねえ、　ほかべん。　ぼく　も　すき　だよ。
アンディ　は　ホカ弁　　かあ。　いい　ねえ、　ホカ弁。　　僕　　も　好き　だよ。
So you are eating "hoka-ben". "Hoka-ben" is good. I love it.
たくさん、　しゅるい　が　ある　から、　どれ　に　する　か　まよう　ん　だよ　ね。
沢山、　　　種類　　　が　ある　から、　どれ　に　する　か　迷う　　ん　だよ　ね。
Because there are many kinds of "hoka-ben" It is hard to decide which  one to chose.
さんざん　まよった　あげく　に、　ていばん　の　のりべん　に　おちつく　ん　だよ　な。
さんざん　迷った　　挙げ句　に、　定番　　　の　ノリ弁　　に　落ち着く　ん　だよ　な。
After all, I always chose a "Noli-ben".
　
ANDY:
まー　は　のりべん　が　すき　なの　か。
マー　は　ノリ弁　　が　好き　なの　か。
MARS likes a "Noli-ben"!
ぼく　は　なんてったって、　でらっくす　やきにく　べんとう　だね。
僕　　は　なんてったって、　デラックス　焼肉　　　弁当　　　だね。
I would chose a "Deluxe Yakiniku-bento.
あれ　を　たべる　と　げんき　が　でる　ん　だ。
あれ　を　食べる　と　元気　　が　出る　ん　だ。
When I eat that, I can get a full of energy.
それと、　ぼく　は　とんかつ　が　こうぶつ　だから　かつじゅうべんとう　も　みりょくてき　だ　な。
それと、　僕　　は　トンカツ　が　好物　　　だから　カツ重弁当　　　　　も　魅力的　　　　だ　な。
I　also love a fried pork cutlet, I like a "Katsu-ju-bento".



MARS:　
ずいぶん、　がっつりけい　が　すき　なんだ　ね。
ずいぶん、　ガッツリ系　　が　好き　なんだ　ね。
You like the kinds of "bento" which give you stamina.
ぼく　は　がっつりけい　よりも、　へるしーけい　が　すき　だから
僕　　は　ガッツリ系　　よりも、　ヘルシー系　　が　好き　だから
I rather like healthier "bento" more than those stamina kinds.
まくのうちべんとう　とか、　きせつ　の　やさい　べんとう　なんか　が　すき　だ　な。
幕の内弁当　　　　　とか、　季節　　の　野菜　　弁当　　　なんか　が　好き　だ　な。
I like a "Makunouchi-bento" and a "Vegetables of the Season -bento".
やっぱり、　なんてったって　けんこう　だいいち！
やっぱり、　なんてたって　　健康　　　第一！
After all, healthy foods are the best things to have!

ANDY:
さあて、　おみせ　に　ついた　ぞ。　なに　に　しよう　かなー。
さあて、　お店　　に　着いた　ぞ。　何　　に　しよう　かなー。
Okay, we are now at the "Hoka-ben" shop. Which "bento" should I chose?

SHOP STAFF
いらっしゃいませー！　ごちゅうもん　が　きまり　ましたら　どうぞ！
いらっしゃいませー！　ご注文　　　　が　決まり　ましたら　どうぞ！
What can I do for you? May I take your order?

ANDY:
えっと、　でらっくす　やきにく　べんとう　を　ください。
えっと、　デラックス　焼肉　　　弁当　　　を　下さい。
Yes, could I have a "deluxe Yakiniku-bento"?.
あ！　ごはん　は　おおもり　で　おねがい　します！
あ！　ご飯　　は　大盛り　　で　お願い　　します！
And would you, please, make the rice to larger size?
あと、　さらだ　も　ひとつ　ください！
あと、　サラダ　も　一つ　　下さい！
And could I have a salad?

SHOP STAFF
はい。　でらっくす　やきにく　べんとう　おおもり　と　さらだ　です　ね。
はい。　デラックス　焼肉　　　弁当　　　大盛り　　と　サラダ　です　ね。
Yes I could. You ordered  one"deluxe Yakiniku-bento" with a larger size of rice and one salad, right?

ANDY:
はい。　それで　おねがい　します。　まー　は　きまった？
はい。　それで　お願い　　します。　マー　は　決まった？
Yes. That? is it. MARS, did you decide what to order?

MARS:
ぼく　は　かわない　よ。
僕　　は　買わない　よ。
No, actally, I am not going to order.

ANDY:
え？　かわない　の？　それじゃあ、　おひる　ごはん　は　どうするの　さ？
え？　買わない　の？　それじゃあ、　お昼　　ご飯　　は　どうするの　さ？
What? you are not going to order? Then what are you going to eat for lunch?



MARS:　
ぼく　は　ちゃんと、　おべんとう　を　もって　きてる　から　ね。
僕　　は　ちゃんと、　お弁当　　　を　持って　来てる　から　ね。
I have a lunch box with me.
かわなくても　いい　ん　だよ。
買わなくても　良い　ん　だよ。
I do not need to buy it.

ANDY:
おべんとう　を　もって　きてる　の？
お弁当　　　を　持って　来てる　の？
You have one?
あ！　それって　もしかして・・・
あ！　それって　もしかして・・・
Oh! It is ...

MARS:
そう！　あいさい　べんとう！
そう！　愛妻　　　弁当！
Yes! I have a  lunch box made with loving care by my wife!

ANDY:
ごちそうさま！
ごちそうさま！
That's sweet!



・ホカ弁　ホカホカ弁当　
　持ち帰り（テイクアウト／キャリーアウト）用の
　注文してから作る暖かい弁当。出来たて弁当。
　
・お弁当　弁当　lunch box

・ファーストフード　fast food　（日本風に読んでみる）
　マクドナルド（マック）、モス、ロッテリア、
　ケンタッキー（ケンタ）、サブウエイ、ファーストキッチン（ファッキン）

・ご飯物　お米のある食事　rice

・定番　お決まり　スタンダード　standard

・ノリ弁　ノリ弁当。　味付けノリとフライの弁当。安い定番弁当。

・とんかつ　pork cut-let

・魅力的　魅力のある様子　facinateing, attractive

・ガッツリ系　ボリュームがある感じ。スタミナ料理。kinds of "bento" which give you stamina.

・幕の内弁当　日本のお弁当で一番ポピュラー。 Japanese most popular lunch box
　日替わりで中身が変わるものもある。日替わり弁当。
　「今日の幕の内弁当は何が入ってるのか楽しみだ」

・大盛り　量を多くしてもらう事。　
　大抵、ごはんの量でオカズの料は増えない。
　big size,larger size

・愛妻弁当　嫁の作った弁当　
　lunch box made with loving care by my wife! sjp
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