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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！

緑色が回答(Answer)
黄色が質問(Question)
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LESSON1-JAPAN/OVERSEA
1

What are the popular
sports in Japan?

日本で人気のある
「スポーツは何ですか？

Baseball and soccer are very popular. 野球とサッカーがとても人気があります。

2

Soccer is very popular in
Japan, isn't it?

日本ではサッカーはとても
人気がありますよね。

Yes, it is. It has become very popular in はい、過去10年でサッカーは大変人気が出て
てきました。
the last 10 years.

3

Who are some popular
musicians in Japan?

日本で人気のミュージシャンは
誰ですか？

最近のアーティストの事はあまり知りませんが、
I'm not familiar with many current
artists, but it seems ARASHI has always んが、ARASHIはずっといつも人気があるようで
うです。
been popular.

4

Where's your favorite
place in Japan?

日本であなたのお気に入りの
場所は何処ですか？

Kyoto. I love the historical sights. I’ll
show you the place.

5

Do you eat sushi often?

寿司はよく食べますか？

Not really. I go to sushi bars on special いえ、特別な時に食べにいきます。子供たちは
occasions. My kids love rotating sushi ちは回っている寿司バーが好きなんです、回転
回転寿司って言うんです。
bars called Kaiten Sushi.

6

How often do you wear a
Kimono?

着物はよく着るのですか？

Once a year. I wear it on special
occasions like weddings

年一回は。結婚式のような特別な機会に着ま
ます。

7

What's Golden Week?

ゴールデンウィ−クとは何ですか？

It is a week of national holidays from
April 29 to May 5.

4月29日から５月５日までの１週間の国民の休
休日です。

8

How's the weather in
Sapporo?

札幌の天気はどうですか？

It has a long and cold winter. It snows
長く寒い冬です。雪も沢山降ります。
a lot, too.

9

It doesn't snow a lot in
Hiroshima, does it?

広島では雪は沢山
降りませんよね？

No, it doesn't. Maybe once a year.

10

What Japanese festival do あなたのおすすめの
日本のお祭りは？
you recommend?

京都です。私は史跡が好きです。私が案内しま
しましょう。

ええ、降りません。たぶん年に一度でしょう。
う。

The Tanabata festival. We make a wish
七夕です。私達は星に願いをします。
to the stars.
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11

If I only had three days in Japan,
もし日本に三日間だけとしたら、
what place would you
何処に行ったらいいと薦めますか？
recommend that I visit?

Kyoto. It takes about 2 and half hours
from Tokyo. But it's worth it.

京都です。東京から2.5時間ですが、価値が
があります。

12

Have you ever tried Karate?

空手をやったことがありますか？

I studied it a little when I was young.
But I could not keep up with the
training.

若い頃、ちょっとやりましたが、トレーニング
ニングについていけませんでした。

13

What's the most popular sport
among high school students in
Japan?

日本の中高生で一番人気の
スポーツは何ですか？

These days I think it's soccer, but it
used to be baseball.

最近はサッカーだと思いますが、以前は野
野球でした。

14

Who are some famous Japanese
日本で著名な作家は誰ですか？
authors?

Yasunari Kawabata, and Haruki
川端康成さんや村上春樹さんが世界的に有
Murakami are very famous around the
有名です。
world.

15

What do you think of current
youth fashion?

It seems very creative but I don't
understand it.

とてもクリエーティブのようですが、私には分
には分かりません。

16

Is housing very expensive in the 住宅費は日本の主要な都市では
とても高いですか？
major cities in Japan?

I think so. Especially Tokyo is very
expensive.

そう思います。特に東京は大変高いです。

17

If you could live anywhere in
Japan, where would you live?

もし日本であれば、
何処に住みたいですか？

Yokohama city. It's near the ocean.
And it has wonderful greenery and
architecture.

横浜市です。海に近く、緑も豊かで建造物も
物もあります。

18

I want to climb Mt. Fiji. Do you
think I can reach the summit?

富士山に登りたいです。
山頂迄登れますか？

Yes, you can. But only in mid-summer. I はい、登れます、でも真夏だけです。私は昨
は昨年登りました。
climbed Mount Fuji last year.

19

Do we have to give tips at the
restaurants in Japan?

日本ではレストランでチップを
払わなければいけませんか？

No, you don't. Tipping isn't required
here in Japan.

いいえ、払わなくてもいいです。日本では
はチップは必要ないのよ。

20

Don't you think Japanese
vacations are generally too
short?

日本の休暇は短すぎると
思いませんか？

Yes. We work too much. We need
more balance between work and
leisure.

はい。私達はあまりに働き過ぎです。仕事と
事と余暇のバランスがもっと必要です。

最近の若者のファッションを
どう思いますか？
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21

Taxis in Tokyo are too
expensive. What do you
think?

22

Is this your first trip abroad? 初めての海外旅行ですか？

No. It's my third trip abroad. But this いいえ、三度目の海外旅行です、でもヨーロッパ
ロッパは最初の旅行です。
is my first trip to Europe.

23

Do you like traveling?

旅行が好きですか？

Yes, very much. There are many
interesting places I 'd like to visit.

24

Do you like to fly?

飛行機は好きですか？

It's OK. I don't like long flights. But it's まぁ。。私は長いフライトはイヤですが、海外に行
外に行くにはこれしか無いですから。
the only way to travel abroad.

25

Which country are you
from?

どちらから来たのですか？

I’m from France.

フランスです。

26

How often do you travel?

どのくらいの頻度で旅行しますか？

I travel about twice a year.

年２回くらいです。

27

Have you ever been to
Europe?

今迄にヨーロッパに行った事が
ありますか？

Yes, I have. I went to Italy a few
years ago.

はい、あります。イタリアに数年前に行きました。
した。

28

Which foreign country do
一番行いたい国はどこですか？
you want to visit the most?

I want to visit Australia the most.
love Australian foods and art.

29

How many times have you あなたは海外に何回くらい
行った事がありますか？
been overseas?

Maybe eight or nine times.

30

Do you have any plans to
今、海外に行く予定はありますか？
go abroad now?

Not right now. I'm very busy with my
今はないです。仕事が忙しくて、多分来年です。
job. Probably next year. I'm looking
す。私はそれをとても楽しみにしています。
forward to it.

日本のタクシーはとても高いです。
どう思いますか？

Definitely. I have heard they are
among the most expensive in the
world.

間違いないです。私がそれが世界で最も高いと
と聞いています。

はい、とっても。私は見たいと思っている興味深
味深い所が沢山あります

I

オーストラリアに一番行きたいです。私はオース
オーストラリアの料理と美術が好きです。

たぶん、８〜９回です。
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31

Which foreign country do
you want to visit the most?

あなたが一番訪問したい外国は
どこですか？

I want to visit Italy the most.

私はイタリアに一番行きたいです。

32

Of all the places you've
traveled, which is your
favorite?

あなたが旅行した全ての場所で、
どれがお気に入りですか？

Well, I really like Kyoto and Cebu in
the Philippines.

えーと、私は京都とフィリピンのセブが本当に好
に好きです。

33

Have you ever been to
Europe?

ヨーロッパに行った事はありますか？
か？

No. I've only been to countries in
Asia.

アジアしか行った事がありません。

34

Have you ever thought
about living abroad?

海外に住んでみようと思った事は
ありますか？

Yes, I'd like to live in HAWAII. Maybe はい、ハワイがいいです。もしかしたら私はセカ
セカンドハウスを買うかも。
I'll buy a second house there

35

How do you like Kyoto?

京都はどうですか？

It's more beautiful than I imaged.

36

How long will you be in
Kyoto?

京都にどのくらいいますか？

About one week. I want it were
一週間くらい。もっと長くいたいのですが、仕事で
longer. But I have to get back to my
仕事で戻らないといけません。
job.

37

How was the Trip to Kyoto?

京都はどうだった？

Oh, it was great. The weather was
beautiful.

すっごく良かったです。天気が良かったです。

38

What do you want to do in
Paris?

パリで何がしたいですか？

I hope to visit the Eiffel Tower and
some galleries. And I hope to eat a
lot of delicious French food, too.

エッフェル塔も見たいし幾つかのギャラリーにも
にも行きたい、おいしいフランス料理も食べれれ
れればと思っています。

39

How long does it take from
Tokyo to Osaka by train?

東京・大阪間は電車で
どれくらいかかりますか？

I think it takes about two and a half
hours.

２時間半くらいがと思います。

40

What seems to be the
trouble?

どうされましたか？

My throat is sore.

のどが痛いんです。

思っていたよりずっと美しいです。

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

6

LESSON5-JAPAN/OVERSEA
41

May I help you?

42

No, thanks. I'm just looking.

いえ、見ているだけです。

Where do you want to go
次に休暇は何処にいきたいですか？
for your next vacation?

I want to visit hot spring to relax
myself.

リラックスしに、温泉に行きたいです。

43

Which city in the world
would you like to see?
Why?

世界のどの町を訪れたいですか。
また、それはどうしてですか？

I would like to visit and see New York.
NYを訪問したいです。なぜなら、遊びまわるの
Because the city is the most exciting
るのに最もエキサイティングな街ですから。
place to play around.

44

Have you ever traveled
abroad?

外国へ旅行したことがありますか？

I went to Switzerland to visit my
私は甥と彼の妻を訪問する為にスイスに行って
nephew and his wife. They live in the
てきました。彼らは山に住んでいます。
mountains.

45

What do you think of
Japanese TV program?

日本のテレビ番組はどう思いますか？
There are too many junk programs.
か？

46

Why do so few Japanese 何故、英語を話せる日本人は
少ないのでしょう？
people speak English?

日本の学校制度が非常に悪いです。日本人学
The school system is very bad in
Japan. The Japanese students learn 生はテストでのABまたはCに答えるために英語
English only to answer A B or C on a 語を学びます。英語の授業で英語を話すことは
はほとんどありません。
test. The students almost never
speak English in their English classes.

47

What do you think about
Japan?

日本についてどう思いますか？

Japan is the most beautiful, yet most 日本は美しいだけでなく、もっとも発展を遂げて
げている国です。
advanced country.

48

What do you think about
Japanese movies?

日本映画についてどう思いますか？

I am not interested in Japanese
movies.

日本の映画には興味ないですね。

49

How difficult is Japanese
to learn?

日本語を学ぶ事は難しいですか？

I do not think so, only if you have a
Japanese girl/boy friend.

日本人のガール/ボーイフレンドが居さえすれば、
れば、難しいとは思いませんよ。

50

What places in the
Philippines do you know
of?

フィリピンであなたが知っている場所
所は？

I know several places such as
Makati and Clerk.

マカティやクラークなどを知ってます。

何かお探しですか？

どうでもいい番組が多すぎます。
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51

What places in the Philippines
would you like to visit someday
and why?

I would love to visit any uninhabited 無人島にとても行ってみたいです。なぜな
フィリピンであなたが何時か訪問したい場
islands. Because it will make me free ぜなら、現代社会のストレスから解放され
い場所は？何故？
されるからです。
from all stressed modern society.

Japanese food is your
52 What
favorite? Why?

あなたがお気に入りの日本食は何？何
故？

SUSHI is my favorite. Because it is the 寿司が好きです。なぜなら、もっとも健康的
健康的なファーストフードですから。
most healthy first food.

do you like most about your
53 What
culture?

あなたの文化で一番好きな事は何です
か？

Visiting shrine on January 1st, every
year.

part of your culture do you
54 What
think would surprise people?

Taking shoes off in the house may
あなたの文化で人々を驚かせるだろうと思
surprise people from foreign
と思う事は何ですか？
countries.

家の中で靴を脱ぐことは、外国からの人を
人を驚かせるかもしれません。

Let me introduce "Tomioka Silk Mill". I
あなたの国で歴史的な幾つかの場所は何 was established more than 140 years
何ですか？それらについて聞かせてくださ ago. But it remains in perfect
ださい。
condition and it will be one of world
heritage soon.

「富岡製糸場」を紹介させてください。それ
それは１４０年以上前に造られました。しか
しかし、完全な状態で保存されており、もう
もうすぐ世界遺産の仲間入りをします。

55

What are some of the historical
places in your country? Tell me
about them.

毎年、一月元旦に神社へ初詣することです。
です。

56 Do you like any foreign foods?

あなたは外国の食べ物が好きですか？

Well….. I can eat any type of meals. え~っと。私はどんな料理も食べます。 で
でもピザとパスタが最も好きです。
And I like pizza and pasta most.

57

あなたの好きな外国の食べ物は何です
か？何故それが好き？

I like "Fish and Chips". Because it is
served at my favorite place that is
an Irish bar.

What foreign food do you like?
Why do you like it?
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「フィッシュアンドチップス」が好きです。な
です。なぜって、私の好きなところーつまり
つまりアイリッシュバーで出されるものだか
のだから。
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