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1

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！

右が回答(Answer)
左が質問(Question)
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1

Are you married?

結婚していますか？

No, I'm not. I'm single/ No, I'm not. I
いいえ、私は独身です。
am single.

2

How long have you been
married?

結婚してどのくらいですか？

We've been married for 3 years.

３年になります。

3

How did you get to know your どのように奥様と
知り合ったのですか？
wife?

We were coworkers at the same
office.

同じ会社の同僚だったんです。

4

Where did you go for your
honeymoon?

ハネムーンはどちらに
行かれたんですか？

We went to Hawaii for our
honeymoon.

ハワイに行きました。

5

Where were you born?

何処で生まれましたか？

I was born in Kyoto.

京都生まれです。

6

Where did you grow up?

何処で育ちましたか？

I grew up in Kanagawa. I live in
Yokohama.

神奈川で育ちました。
横浜に住んでいます。

7

What's your hometown like?

あなたの田舎は
どんな街ですか？

It is a famous town as a winter
resort.

冬のリゾート地として
有名な街です。

8

How many family members do あなたは何人の
家族がいますか？
you have?

I have a grandmother, parents and
祖母と両親と兄がいます。
a brother.

9

How many brothers and sisters あなたは何人の
兄弟がいますか？
do you have?

I have an elder brother.

私には兄が一人います。

How old is your son?

He is ten years old.

彼は10才です。

10

息子さんは何才ですか？
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11

What does your father do?

あなたのお父さんは
何をしていますか？

He runs his own laundry shop.

彼はクリーニング店を営んでいます。
す。

12

When you were a child.
Did you travel with your
family?

子供の頃、あなたは家族と
旅行に行きましたか？

Not really. We went to Hawaii
once. I have good memories of
Hawaii.

あんまり。一度ハワイに行きました。
た。ハワイはいい思い出があります。
す。

13

Do you look like your
mom or your dad?

あなたは母似ですか？
父似ですか？

My dad. We have similar eyes
and ears.

父似です。私達は目と耳が似ていま
ます。

14

What's your dad's
personality like?

お父さんの性格はどうですか？

Very balanced. He never raises
his voice. And he likes to do his
own thing.

バランスのとれた人です。彼は怒鳴る
鳴る事はめったにないです。それに一
に一人で自分の事をやっている事が
が好きです。

15

Your mother has a job,
doesn't she?

あなたのお母さんは
仕事を持っていますよね？

はい、そうです。彼女はフルタイムで
Yes, she does. She works full-time.
ムで働いています。とても働き者です。
She's a hard-working person.
です。

16

Your mother hasn't been
to a foreign country, has
she?

あなたのお母さんは外国に
行った事がありませんよね？

No, she hasn't. She has been too ええ、ありません。彼女は家事と仕事
busy with her housework and job. 仕事でずーと忙しすぎます。

17

What do you want to
have for a pet?

ペットを飼うとしたら、
何を飼いたいですか？

Goat. I'm seriously thinking about ヤギ。私はペットにヤギを飼うことを
とを真剣に考えているの。
getting a pet goat.

18

Where do you live now?

今、何処に住んでいるのですか？

I live in 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
が豊かな所です。

19

How is your
neighborhood?

家の近所はどんな感じですか？

It's a typical suburban
neighborhood. It has lots of
houses next to each other.

典型的な郊外の住宅地です。沢山の
の家が並んでいます。

20

Are you in good shape?

あなたは健康ですか？

Not really. I should exercise more.

いいえ、あまり。私はもっと体を動かさ
動かさないといけません。
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21

Do you sometimes go
joggings?

あなたは時々ジョギングを
しますか？

No, I prefer swimming. I have
confidence in my physical
strength.

いいえ、私は泳ぐ事の方が好きです。
す。体力には自信があります。

22

Do you like exercising?

あなたは体を動かす事が
好きですか？

Yes. As a rule, I try to exercise
every day.

はい。私はできるだけ毎日運動する
ることにしています。

23

How often do you exercise?

あなたはどのくらいの頻度で
エクササイズをしていますか？

Maybe once a week. I should
exercise more.

たぶん週１回です。もっと体を動かさ
かさないといけません。

24

Do you like to take a walk? 散歩が好きですか？

Yes, I walk in the park with my
dog twice a week.

はい、週に２度、犬と公園で歩いてい
ています。

25

Do you often work out?

No. I almost never work out. But
I'd like to try sometime.

いえ、ほとんど全く運動しません。で
でもいつかやってみたいです。

26

How are you feeling today? 今日の調子はどうですか？

A little tired. I need to rest this
weekend.

少し疲れています。週末は休養しな
ないと。

27

How do you stay healthy?

健康管理はどうしていますか？

I walk as much as possible. And I 私はできるだけ歩いています。それに
れに規則的な食事を心がけています。
always eat regularly. That's my
す。それが私の生活信条なんです。
principle in life.

28

How's your health?

健康はどうですか？

Good. But I got tired more easily いいです。前より疲れ易くなりました
したが、年を取ったみたいです。
than before. I'm getting old.

29

What do you do to relax?

リラックスに何をしていますか？

I watch movies. I get a massage 映画を見ます。時々マッサージをして
してもらいます。あと長い散歩をしま
sometimes. And I go for long
します。
walks.

30

Have you been sick
recently?

最近、病気しました？

そうですねぇ、先月は風邪をひいてい
Well…I had a cold last month. But
ていましたけど、それ以降元気です。
I've been healthy since then.
す。

よくジムで運動しますか？
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No, I always watch what I eat.
But exercise is more important,
isn't it.

いいえ、いつも食べ物には気をつけ
けています。でも運動の方が大切で
ですよね。

31

Have you ever gone on a ダイエットした事はありますか？
か？
diet?

32

Eat in moderation and exercise
節度ある食事と適度な運動。分かり
What do you recommend
健康維持には何がいいですか？ regularly. It's obvious, but few do
りきった事ですが、難しいです。
to stay healthy?
it.

33

Do you have a rather
stressful life or an easy
life?

34

ヨガは健康に良いと皆が言ってい
They say yoga is very
A little. It seems to be getting
good for your health. Are います。あなたはそれに興味があ
more and more popular.
ありますか？
you interested in it?

35

Where do you like to go? どこへ行くのが好きですか？

私は渋谷に行くのが好きです。そこ
I like to go to Sibuya. It's popular
こは若者に人気がある街なんですよ。
city with young people.
よ。

36

Do you drive on
weekends?

I often go for a drive to seaside. I よく週末はドライブに行きます。海岸
海岸線をドライブするのが好きなん
really love to drive along the
んです。
coast.

あなたはどちらかと言うとストレス I'm sure I'm having an easy life. I 確かに私は楽な生活をしています。
レスが多いですか、楽ですか？ appreciate my husband.
夫に感謝しています。

週末は運転しますか？
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37

Tell me something about your family?

あなたの家族の事を話して。。

38

What are the kanji characters in
your first name?

あなたの名前は、漢字でどう書きますか？

39

Are you in shape?

体調はいいですか？

40

What is your role in the family?

家族の中であなたの役割は何ですか？

41

How often do you see your parents?

あなたはどのくらいの頻度でご両親に会っていますか？
か？

42

Who has the most power over channel
selection in your home?

誰があなたの家でチャンネル選択権を一番持っています
すか？

43

How often do you write letters to
your friends or family?

あなたはどのくらいに頻度で家族や友人に手紙を書くので
のですか？

44

Who prepares breakfast in your family?

あなたの家族の中で誰が朝食を用意しますか？

45

Who makes most of the decisions in the
family?

あなたの家族の中で誰が最も意思決定しますか？

46

What do you think is the most important
thing in terms of your health?

あなたは健康の観点で最も重要な事は何だと考えます
か？

47

How do you relieve your stress?

どのようにストレスを解消しますか？
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