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Hi! こんにちは。
大人の英会話倶楽部へようこそ。
このテキストは、大人の英会話倶楽部のオンライン英会話でフィリピンの先生たちとよ
り楽しく、より充実した時間をすごすためにつくられたテキストです。
好きなテーマで話していただいてもいいですし、
このテキストのレッスン１から順に会話を楽しみながら英会表現を身につけることもでき
ます。
英会話は、きちんとした文法や言葉遣いにこだわらず、中学生程度の英語の知識で
あっても明るく楽しく話す方が伝わりやすく、先生たちも理解してくれます。
ぜひ、肩肘張らずに楽しみながらお話ししてみてくださいね！

桃色が回答(Answer)
黄色が質問(Question)
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Hello

こんにちは

Hi !

こんにちは

Nice to meet you.

はじめまして

Nice to meet you, too.

こちらこそ、はじめまして

How are you?

元気ですか

I am fine. Thank you.

元気です、ありがとう

It is great to see you
you again.

また会えてとても嬉しいです。

Nice seeing you again too.
too.

こちらこそ、会えて嬉しいです
です

Can you hear me?

私の声が聞こえますか

Yes, I can hear you clearly.
clearly.

はい！きれいに聴こえます

POINT
間違えてもOK！
大きな声でまずは単語を並べて

なんでも話してみましょう！
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I'm sorry for being late.

遅れてすいません。

I could not hear you well.

はっきりきこえません。

There is a noise.

ノイズがあります。

Can you see me?

私の顔が見えますか

I don't use web cameras.

私はウェブカメラを使いません。

There is no picture/sound.

画が映りません。音がでません。

Can you fix your microphone?

マイクを調整してもらえますか？

The Internet is very unstable.

インターネットが不安定です。

There is something wrong with the internet
internet connection.

インターネットの接続が何か悪いです。
す。

I am glad to meet you.

あなたに会えて嬉しいです。
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Could you repeat that please?

繰り返してもらえますか？

Sorry, I didn't understand.
/ Sorry, I didn't get that.

すいません、分かりません。

I got it.

分かりました。

I agree with you.

同感です。

It is okay now.

大丈夫です。

Could you type that in the chat box?
box?

チャットボックスに
打ち込んでもらえますか？

I will send a message in the chat box.
box.

(Skypeの）チャットボックスからメッセージ
メッセージを送りますね

Can you see the message in the box?
box?

メッセージは見えますか？

Could you speak more slowly?

もう少しゆっくり
話してもらえますか？

Just a minute.

暫く待ってください。
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Could you wait a moment?
/ Could you wait for a few minutes?
minutes?

ちょっと待ってもらえますか？

What does "XXXXXXXX" mean?

XXXXXの意味はなんですか？

May I ask a question?

質問して良いですか

Let me introduce myself.

自己紹介をします。

How do you spell ABCDEF?

ＡＢＣＤＥＦのスペルは何ですか？

How do you say this in English?

これを英語で何と言いますか？

Could you say that in a different way?
way?

別の言い方で話してもらえますか？

May I look up the word in the dictionary?
dictionary?

この単語、辞書で調べていいですか？

It is very difficult for me.
How do you pronounce ....?

それは、私にとって非常に難しいです。
...は、どう発音しますか？
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Do you understand me?

私の言った事、
分かりますか？

Are you nervous?

緊張していますか？

I'm a little nervous,
but I think I'm prepared.

はい、少し。
でも大丈夫だと思います。

What is your name?

お名前は何ですか

My name is MISAKI. Please call me
call me MISA.

私の名前はMISAKIです。
MISA と呼んでください。

How is the weather today?
today?

今日の天気はどうですか？

It is cloudy/sunny/rainy.

曇りです。晴れです。雨です。

What do you do?

何をされていますか？

I am a housewife.

主婦です。

How old are you?

何才ですか？

I'm 40 years old.

40才です。

When is your birthday?

お誕生日は？

My birthday is May 18th.

５月18日です。

What is your hobby?

趣味はなにですか

My hobby is listening to music.
music.

音楽を聴く事です

Where do you work?

何処で働いていますか？

I work for XXX company.

私はXXXで働いています

Why did you decide to learn
learn English?

何故英語を学ぼうと
思ったのですか？

Because I'm going to USA and will be
なぜならアメリカに行き数ヶ月滞
and will be staying there for a few
月滞在するからです。
a few months.
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Why do you study English?

英語を勉強している理由は？

Could you give me
your advice of my English learning?
learning?

私の英語学習について
アドバイスをもらえますか？

Thank you for the lesson.

レッスン、ありがとうございました。

I really enjoyed your lesson.

レッスンは大変愉しかったです。

See you next time!

また会いましょう。

Copyright (c) 2014 Dialog Plus Co., Ltd. All rights reserved.

8

FREE TIME
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FREE TIME – part 1
No.

質問

質問和訳

回答

回答和訳

1

What do you like to do in
your free time?

時間がある時、何をするのが好き I love hiking because it's so
きですか？
relaxing.

2

Do you have many
hobbies?

Yes, I do. My hobbies are
あなたは沢山の趣味を持っていま
はい、私の趣味は音楽を聴く事、そし
listening to music, and going
ますか？
そして美術館に行く事です。
to art museums.

とてもリラックスできるから、わたしは
たしはハイキングが大好きです。

3 Do you like Sports?

スポーツは好きですか？

Yes, I do. I play golf every
weekend.

はい、毎週末ゴルフをします。

4 What sports do you do?

どんなスポーツをしますか？

I play soccer every week.

私は毎週サッカーをします。

はい、歩く事が好きです。私はほとん
Yes, I love walking. I go hiking
とんど毎週末、ハイキングに行きます。
almost every weekend.
ます。

5

Do you enjoy taking a
walk?

あなたは歩く事が好きですか？

6

What do you like to do in
your spare time?

あなたは余暇に何をするのが好き I'm very interested in making 私は作曲にとても興味があります。ま
きですか
music. Also I often go skiing. また、よくスキーに行きます。

7

Do you often take short
trips?

あなたはよく小旅行にしますか？ No, I don't. I've been too busy いいえ、私は何年も仕事の事であま
か？
まりにも忙しすぎます。
with my work for years.

8

Where did you go for your あなたは前回の休暇で何処に行き
I went sightseeing in Kyoto.
きましたか？
last vacation?

私は京都に観光に行きました。

9

What did you do while you そこに居る間、何をしましたか？
か？
were there?

I visited some art museums.

私が幾つかの美術館に行きました。

It was fine. It was usually
sunny and warm.

良かったです。殆ど晴れて暖かいで
です。

10 How was the weather?

天気はどうでしたか？
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FREE TIME – part 2
No.

質問和訳

質問

そこにはどうやって行きましたか
か

回答
I went there by train. It took
about 3 hours.

私は電車で行きました。3時間ほどで
どです。

Everybody was very friendly.

みんなとても親切でした。

1

How did you get there?

2

What were the people like? 人々はどうでしたか？

3

What kind of food did you
eat?

あなたはどんな種類の食べ物を食
I ate a lot of Japanese food.
食べましたか？

4

Do you listen to music
every day?

毎日音楽を聴きますか？

5

6

回答和訳

私は日本料理を沢山食べました。

No, I don't. I listen to some
music only on weekends.

いいえ、私は週末だけいくらか音楽
楽を聴きます。
私はロックとJ-POPが好きです。沢山
I like Rock and J-pop. I have
沢山のCDを持っています。私は先
What kind of music do you どんな種類の音楽が好きですか？
many CDs. I went to a huge
週大きなロックコンサートに行きまし
か？
like?
rock concert last week.
ました。
Right now, my favorite CD is
あなたの好きなCDはあります
たった今、私の好きなCDは嵐です。
Do you have a favorite
ARASHI. They are getting very
か？
彼らは大変人気が出ています。
CD?
popular.

7

What kind of books do you どんな種類の本を読む事が好きで I like to read mysteries and
ですか？
like to read?
science fiction.

私はミステリーとSFを読む事が好き
きです。

8

Do you have any pets?

ペットを飼っていますか？

Yes, I do. I have two cats.

はい、ネコを二匹飼っています。

9

Have you seen any good
movies recently?

最近よい映画を見ましたか

No. I saw one last weekend.
But it was terrible.

いいえ、先週末見に行ったけど、凄く
凄くつまらなかったです。

10

What kind of movies do
you like?

どんな種類の映画が好きですか？ I like Hollywood action
か？
movies and comedies.
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FREE TIME – part 3
No.

質問和訳

質問

回答

1

I go to the movies about
How often do you go to the どのくらいの頻度で映画に行きま
twice a month. And I rent
ますか？
movies?
DVDs about once a week.

2

Who is your favorite actor
or actress?

3

What's the best movie you あなたが観た最高の映画は何で
すか？
have seen?

4

回答和訳
月２回くらい映画に行きます。そして
して週１度DVDを一枚借ります。

There are a few actors I like,
あなたが好きな男優や女優は誰で
２．３人の好きな俳優がいますが、今、
but I can't remember their
ですか？
今、名前が思い出せません。
names now.

What is your favorite
American movie?

This question is impossible to
answer. There are so many
good ones.
あなたの一番好きなアメリカの映 Lincoln. This movie is based
映画は何ですか。
on a true story.

この質問に答える事は難しい、あまり
まりに多くの良い物がありますから。
ら。
リンカーンです。この映画は実話に
に基づいています。

5

Can you go to the movies
with me on Saturday?

土曜日に一緒に映画に行けます I'm sorry. I can't. I already
か？
have an appointment.

ごめんなさい、行けません。すでに人
に人と会う予定があるんです。

6

What do you do on the
weekends?

週末は何をしますか？

I just relax. Sometimes I play
sports.

7

Do you play any musical
instruments?

あなたは楽器をやりますか？

I used to play the piano when
小学校の時、ピアノをやっていました。
I was in elementary school.
した。しかし今はやっていません。
But I don't any more.

8

Are you interested in
fashion?

ファッションに興味がありますか？ A little. But I don's have a very 少し、でも私のファッションセンスはあ
か？
スはあまり良くないです。
good sense of fashion.

9

What kind of fashion do
you like?

どんなファッションが好きですか？
I like casual fashion.
か？

10

Have you ever gone
camping?

キャンプに行ったことがあります
すか？

リラックスするだけです。時々スポー
ポーツをします。

私はカジュアルなファッションが好き
好きです。

Yes, I went camping at
はい、昨年、富士山の近くの山中湖
Yamanaka Lake near Mount
湖にキャンプに行きました。
Fuji last year.
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FREE TIME – part 4
No.

質問

質問和訳

回答

回答和訳

1

Are you a fan of Kabuki?

歌舞伎は好きですか？

いいえ、あんまり。それは美しい伝統
Not really. It's a beautiful
tradition. But it's too long and 伝統ですが、私には長くて退屈なん
んです。
boring for me.

2

Do you sometimes go
jogging?

時々ジョギングをしますか？

No. I don't like running. But
every weekend I go hiking.

3

How far can you swim?

どのくらい泳げますか

I can swim about 200 meters. 約200メートル泳げます。

4

Do you do judo or
Japanese archery?

あなたは柔道か弓道をやります
か？

No. but my father does judo.
He has a black belt.

いいえ、ですが父が柔道をやってい
います。黒帯を持っています。

5

Do you like watching
football?

フットボールを観るのは好きです
すか？

Yes, I like watching football.

はい、フットボールを観るのは好きで
きです。

6

Please share your
interesting hobby.

あなたの趣味で興味深いものを教 My hobby is renovating old
教えて下さい。
furniture.

7

バーベキューソースで料理されて出
あなたの一番好きな料理は何です I love steak cooked and
出されるステーキ、大好きなんです。
What is your favorite dish?
すか。
served with barbecue sauce.
す。

8

はい、コンピューターに興味がありま
Yes, I’m interested in
Do you have any particular あなたは特別な趣味を持っていま
computers. I took a computer ります。私は大学でコンピューターの
ますか？
hobbies?
ターのクラスを取っていました。
class in university.

9

What do you like to do in
your spare time?

自由な時間には何をする事が好き Exercise. I stretch at home
きですか。
almost every day.

My favorite sport is Alpine Ski
Racing. I am on the varsity
あなたの一番好きなスポーツは何
10 What is your favorite sport?
high school team but I also
何ですか。
participate in a club team
outside of school.

いいえ、私はランニングが好きでは
はありません。でも私は毎週末にハ
ハイキングに行きます。

私の趣味は古い家具を修理すること
とです。

体を動かす事。毎日、家でストレッチ
レッチしています。
私の好きなスポーツはアルペンス
キーレーシングです。私は高校の代
代表チームにいますが、学校の外で
でクラブチームにも参加しています。
す。
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FREE TIME – part 5
No.

質問和訳

質問

1

What is your favorite fruit?

2

What type of music do you like to listen to? どのジャンルの音楽を聴く事が好きですか。またそれ
それはどうしてですか。
Why?

3

What is your favorite time of the day?

一日の中で一番好きな時間は何ですか。

4

How did you spend the New Year's
holiday?

お正月はどのように過ごしました？

5

How's your schedule for next week?

来週の予定は？

6

Do you have any holiday plans this
summer?

今年の夏休みは何か予定があるのですか？

7

Who is your favorite singer? Why do you
like him/her?

どの歌手が好きですか？ なぜその人が好きです
か？

8

What songs do you like?

どんな歌が好きですか？

9

What books do you like?

どんな本が好きですか？

10

What movie have you watched recently?
Please Tell me about it.

最近どんな映画をみましたか？ それについて話して
してください。

あなたの一番好きな果物は何ですか。
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