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Character Expressions

曰譴さようなら，．

アニメ ・ マンガで典型的に見られる
キャラクタ ーの特徴的な表現（一 言
フレーズ、文法、呼称、発音）を学べ
ます。コンテンツは 「 キャラクタ ー一 斉
変換」 「 キャラクタ ー 別解説」 「 クイズ：
誰のセリフ？」の3部構成で、音声も
聞けます。

Manga

曇
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You can learn distinctive expressions
(Single phrases, Grammar, Alias and
Pronunciation) typically found in
anime and manga. The content is
divided into 3 sections - Character
line-up, Character dictionary and
Quiz: Whose line? Audio is also
available.

ジャンル表現
Genre Expressions

|誓ぶ誓孟、1孟ニ掌孟
学べます。

キャラクタ ー 表現

You can study expressions characteristic
of 4 genres (love, school, ninja, samurai)
of anime and manga.

用語クイズ Word Quiz

場面別表現Expressions by Scene

漢字ゲームKanji Game

各ジャンルでよく使われる用語を
初級、中級、上級のレベル別クイズで
学習できます。

各ジャンルの典型的なストー リ ー 展開に沿った音声
つきのマンガで、場面別によく現れる 一 言フレ ーズ、
オノマトペ（擬声語・擬態語）、文化情報を学べます。
オノマトペクイズもあります。

各ジャンルによく現れる漢字の意味や
読みを初級、中上級のレベル別ゲームで
学べます。

You can study using quizzes
where genre-based words are
categorized by level: beginner,
intermediate and advanced.
Manga examples with audio
are included for each word.

Using a manga with audio that depicts a storyline
typical of genre, you can study single phrases,
onomatopeia (sound FX) and cultural information
common in various manga scenes. There is also
an onomatopoeia quiz.

You can learn with a game on the
meaning or reading of kanji often
found in a particular genre. There
are 2 levels: beginner and
intermediate.

Q6

ときめき

一
英語、スペイン語、韓国語、中国語、フランス語で
コンテンツを提供。解説は各言語と日本語の二
言語で併記しています。表記は 「 漢字・かな」、
かな」 ロ

「

「

ー

マ字」から選べます。

The content is provided in English, Spanish,
Korean, Chinese and French. Bilingual
explanations are given. You can choose
Japanese notation from "Kanji/Kana",
"Kana only" or "Romaji".
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