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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！

水色が回答(Answer)
黄色が質問(Question)
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1

You look so happy today?

凄く愉しそうにみえますよ？

Yes, I am very happy.

2

What did you do last
weekend?

先週は何をしましたか？

I went to the beach last weekend with my
先週末は家族とビーチに行きました。
family.

3

What did you do last night?

昨日は何をしましたか？

I watched a movie last night with my sister. 昨夜は妹と映画を観ました。

4

How many centimeters are
you?

身長は何センチ？

I am 170 cm tall.

私の身長は１７０センチです。

5

What time did you wake up
yesterday?

あなたは、きのう何時に起きましたか？

I woke up at 6 o'clock in the morning
yesterday.

昨日は、朝６時に起きました。

6

Are you living in Tokyo now?

あなたは今東京に住んでいるのですか？

Yes, I am living in Tokyo.

はい、東京に住んでます。

7

When's your favorite time of the
一日で一番好きな時間は何時ですか？
day?

Noon. My morning rush is over. And I can
finally relax.

正午です。朝のバタバタが終わるし、
やっとリラックスできます。

8

Did anything romantic happen 最近何かロマンティックな事は
ありましたか？
to you recently?

Yes. I celebrated my wedding anniversary はい。京都で結婚記念日のお祝いをし
ました。
in Kyoto.

9

Do you have a video camera? ビデオカメラを持っていますか？

Yes, my father gave me one as my
birthday present last year.

はい、父が昨年の誕生日プレゼントに
１台くれました。

I prefer tea. It makes me relax.

紅茶が好きです。リラックスします。

do you prefer, tea or
10 Which
coffee?

コーヒーと紅茶、どっちが好きですか
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11

Do you like tea with milk or
lemon?

紅茶はミルク入り、レモン入り、
どちらが好きですか？

Lemon. Sometimes I like it with honey.

レモンです、時々蜂蜜を入れたりします。

12

What are you doing for lunch
today?

今日のランチはどうする
つもりですか？

I'm going to that new Italian place.

新しいイタリアンに行くつもりです。

13

Do you have plans for
tomorrow?

明日、予定がありますか？

I don't have any plans yet.

未だ、予定はありません。

14

What is your most favorite city? あなたは最も好きな街は？

Kyoto is my most favorite city.

京都は私の一番のお気に入りの街です。

15

Where do you live now?

今、何処に住んでいるのですか？

Yokohama City.
It's a residential area in the suburbs.
It has a lot of greenery.

横浜市です。郊外の住宅地で、緑が豊かな所
です。

16

Is wine one of your favorite
drinks?

ワインはあなたのお気に入りの
飲み物の一つですか？

Yes, wine is one of my favorite drinks.

はい、ワインは私のお気に入りの飲み物の一
つです。

17

Can you drive a car?

運転できますか？

Yes, I can. I'm really interested in driving. はい、できます。私は運転することにとても興味
を持っています。RV車を持っています。
I have a recreational vehicle.

18

Do you have a car?

あなたは車を持っていますか？

No, I don't. I use trains or taxis.
So I don't need a car.

19

Where's the nearest post
office?

一番近い郵便局は何処ですか？

Go down this street, and turn right at the この道を行って、最初の角で右に曲がってくだ
さい。
first corner.

20

Do you live near here?

近くに住んでいるのですか？

Yeah. I live about 10 minutes from here. はい、ここから10分くらいの所に住んでいます。

いいえ、私は電車やタクシーを使っています。
なので車は必要ないんです。
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21

How far is the train station from あなたの家から駅迄どれくらいあります
Ten minutes on foot. It's a nice walk.
か？
your house?

歩いて10分です。良い散歩です。

22

I want to see sumo-wrestling 私は相撲が観たいです。どこでチケット I don't think it's difficult to get it. Why
live. Where can I get a ticket? を買う事ができますか？
don't you go to any ticket shops?.

難しい事とは思いません。どこかのチケット店に
行ってはどうですか？

23

What would you like to
challenge this year?

今年、あなたがチャレンジしたい事は何 I'm planning on putting on a fashion
ですか？
show.

ファッションショーを開催することを計画していま
す。

24

What sport do you like?

あなたはどんなスポーツをします？

25

Have you ever gone scuba
diving?

No, I haven't. But I'd like to try that
スキューバダイビングに行った事があり
sometime in the future. I'm afraid I'm
ますか？
getting fat around the middle.

26

Do you care for animals?

あなたは動物が好きですか。

27

What kind of movies do you
like?

あなたはどんな種類の映画が好きです I like Hollywood action movies and
か？
comedies.

私はハリウッドのアクション映画とコメディーが好
きです。

28

How often do you rent a
movie?

あなたはどのくらいの頻度で映画を借
I rent a DVD about once a week
りますか？

私がだいたい週に１度、DVDを一枚借ります。

29

What is your favorite American あなたの一番好きなアメリカの映画は Lincoln. This movie is based on a true
何ですか。
movie?
story.

リンカーンです。この映画は実話に基づいていま
す。

30

Who is your favorite actor or
actress?

私が何人かの好きな俳優がいますが、今は名前
を思い出せません。

あなたの好きな男優や女優は誰です
か？

I often play Ping-Pong. I'm a member 私はよく卓球をします。私は卓球倶楽部のメン
バーです。
of a Ping-Pong club

Not really. I'm interested in human
being.

There are a few actors I like. But I
can't remember their names now.

いいえ、ありません。でもいつかやってみたいで
す。お腹が出てきたのが心配です。

いえ、あんまり。私は人間に興味があります。
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わたしはポップミュージックが好きです。マ
ラリア・キャリーが好きなんです。彼女の殆
どのアルバムを持ってます。

31

What kind of music do you
like?

どんな音楽が好き？

I like listening pop music. I love Mariah
Carey. I have almost all of her albums.

32

Did you go to college?

カレッジに行きましたか？

Yeah, but I didn't study a lot. I just had a はい、でも勉強はあまりしませんでした。た
だ愉しかったです。
good time.

33

How many hours a week do
週にどのくらいテレビを観ますか？
you watch TV?

I watch between five and ten hours a
week.

週に５〜10時間観ます。

34

What is your favorite sports to テレビで見るのが好きなスポーツは
何ですか？
watch on TV?

Maybe soccer. It's very exciting and
fast-paced.

たぶんサッカーです。それは大変刺激的で
ペースが早いです。

35

I like reading very much.
How about you?

Well, I prefer sports to reading

私は読書よりスポーツのする事の方が好き
です。

36

Do you surf the internet often? ネットサーフィンはよくしますか？

Not really. I used to when I first got
Internet service. But I use it once in a
while.

いいえ、あまり。インターネットサービスが
できるようになった時は使ってましたが。た
まにしかやりません。

37

Have you ever gotten a love
ラブレターをもらった事はありますか？
letter?

I don't remember. Maybe I got one a
long time ago.

覚えてないなぁ、随分前に1通もらったかも。

38

What's the most expensive
thing you've ever bought?

今迄、一番高かった買い物は何ですか？

TV. It was so expensive. But the picture is テレビです。凄く高かったのですが、映像が
素晴らしいです。
fantastic!

39

If you won the lottery, what
would you do?

もし宝くじに当たったら何をしますか？

I'd travel around the world. I'd especially 世界一周します。特に京都を見てみたいで
す。
like to see Japan.

40

How often do you eat out
with your friends or family?

どのくらいの頻度で友人や家族と
外食しますか？

Very often. I eat out two or three times a しょっちゅうです。週に２〜３回が外食しま
す。
week.

私は読書が好きです。
あなたはどうですか？
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41

Can you cook well?

料理は上手ですか？

Not at all. I can only make instant
noodles.

42

What is your dream?

夢は何ですか？

My dream is to be a mother. I really
夢はお母さんになる事です。子供がとても好きな
like children. And I have a dream
んです。そして翻訳家になる事も夢です。
to be a translator.

43

What do you hope to achieve
in the next few years?

ここ数年で達成したい事は
なにですか？

I hope to get a promotion at work
and to get married.

44

I'm thinking of going to the zoo
明日動物園に行こうと思っています。
tomorrow. Would you like to
一緒に行きませんか？
come?

That's a good idea. But the weather
それは良い考えですね。でも天気予報で明日は
report said it would be rainy
雨だろうと言っていました。
tomorrow.

45

What does SNS stand for?

It stands for social networking
service.

ソ−シャルネットワーキングサービスの略です。

46

What's the best thing that
この半年であなたに起こった
happened to you in the last six
最もよい事は何ですか？
months?

Oh, that's easy. My wife and I had
our first baby.

ああ、それは簡単です。妻と私に初めての赤ちゃ
んができました。

47

What do you do in your free
time?

I relax and sleep. My everyday life
リラックスしたり寝たりです。ストレスが多い毎日
is so stressful. I love to get
なので。マッサージしてもらう事も好きです。
massages too.

48

Why don't we watch a movie? 映画観ませんか？

That's a good idea. We can sit
back and enjoy watching our
favorite actors.

良い考えだね、くつろいで好きな俳優が観られる。

49

Did you have a nice weekend? 週末は愉しかった？

Yes. I went mountain climbing.

はい、山登りに行きました

50

Where are you from?

I am from Japan.

日本です

SNS は何の略ですか？

暇な時な何をしていますか？

どちらの出身ですか？

全然です。カップヌードルしか作れません。

仕事で昇進する事と結婚する事を望んでいます。
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51

Do you smoke? Why or why
not?

タバコはすいますか？何故？

No. The research shows that smoking
contributes to heart disease.

すいません。研究で喫煙は心臓病の一因となる、
ということがわかっています。

52

What kind of liquor do you
usually drink?

普段はどんなお酒を飲みますか？

Beer. Nothing can beat a cold beer
after work.

ビールですね。仕事の後の冷えたビールに勝るも
のはないです。

53

How do you usually spend your ふだん、週末はどのように
過ごしますか？
weekend?

I usually meet my friends. We usually
enjoy a chat in café.

たいてい友達と会っています。カフェでおしゃべりを
愉しんでいます。

54

If you could live anywhere in
the world, where would you
live?

もし世界であれば、何処に
住みたいですか？

I would like to live in southern
California.

南カリフォルニアに住みたいです。

55

What is your favorite TV
program?

あなたの一番好きなテレビ番組は
何で
すか？

My favorite tv show is Sex and the City. 私のお気に入りのテレビ番組はセックスアンドザシ
It is amazingly well-written and has an ティです。それは驚くほどよく書かれており、とても
extremely talented group of actors. It's 才能のある俳優陣です、テレビで最高のドラマです
ね。
the best drama on television.

56

What do you do when you feel
寂しい時にあなたは何をしますか？
lonely?

I usually listen music, when I feel
lonely.

寂しいときは、よく音楽を聞きます。

57

What is the greatest book you
ever read?

これまでに読んだ本で最も
素晴らしい本は何ですか？

Stephen King's "The Stand." .I was a
little sad when I finished because I'd
spent so much time reading it.

スティーブン·キングの「スタンド」です。私はそれを
読む事で多くの時間を過ごしたいと思っていたので、
読み終わったとき時は少し悲しかったです。

58

What is your favorite color?

あなたの一番好きな色は何ですか？

Blue is my absolute favorite color. Blue
青が絶対好きな色です。青は非常に静かな色で、
is a very tranquil color, and is
私を慰めてくれます。
comforting to me.

59

What do you want to do in your
年を取ったら何をしたいですか？
old age?

I want to travel all over Japan with
camping car.

キャンピングカーで、日本中を旅行したいです。

60

When was the last time you
went jogging?

最後にジョギングしたのは
いつですか？

I went jogging last Sunday.

先週の日曜日です。

61

Do you feel better now than
yesterday?

きのうより気分はいいですか？

Yes, I am feeling much better than
yesterday.

昨日よりかなりましです。

62

What do you think of me?

わたしのことをどう思われますか？

You are a very nice friend, but not
more than friend.

とても良い友達ですが、友達以上ではないです。

63

Do you believe in God?

神を信じますか？

I don't believe in a god or an afterlife, 私は、神や死後の世界を信じていませんが、人間
but I find hope in humans and nature. や自然の中に希望を感じています。

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

8

LESSON7-EVERYDAY CONVERSATION
64

What kinds of books do you read?

どんな種類の本を読んでいますか？

65

Talk about the most impressive books
you have ever read.

今迄に読んだ本の中で最も印象的な本について聞かせてください。

66

What was the most impressive movie
you've ever seen?

あなたが今迄に観た映画の中で最も印象的だった映画は何でし
たか？

67

What is the greatest thing happened to you?

これまでに、あなたに起こったもっとも素晴らしい出来事は何です
か？

68

What is the best memory in your life?

あなたの人生で最も良い思い出は何ですか？

69

Tell me something about your funny experience.

あなたの面白い経験を何か教えて下さい。

70

Name the greatest person who influenced you.

あなたに影響を与えたもっとも優れた人物は誰ですか？

71

What is your greatest dream in your life?

人生で一番の夢は何ですか？

72

Do you think women are more honest than men?

男性より女性の方が正直だと思いますか？

73

What kind of information do you get from the
internet?

あなたはインターネットからどのような情報を得ますか？

74

What effect has the internet had on your life?

インターネットはあなたの人生にどのような影響を与えています
か？

75

What are the most important things in your life?

あなたの人生で最も重要な事は何ですか？
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