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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！

右が回答(Answer)
左が質問(Question)
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LESSON1-WEATHER/WORK
1

Which season do you like
the best?

あなたはどの季節が
一番好きですか？

I like fall the best.

私は秋が一番好きです。

2

Which month is the
coldest in Japan?

日本ではどの月が
一番寒いですか？

I think January and February are
the coldest months.

１月と２月が一番寒いと思います。

3

Do you have a rainy
season in Japan?

日本では雨期はありますか？

Yes, it's from the start of June to the
はい、６月から７月中旬までです。
middle of July.

4

Do you have typhoon
season in Japan?

日本では台風シーズンは
ありますか？

Yes, some typhoons usually come
はい、普通８月と９月に幾つかの台
to Japan in August and
台風が日本に来ます。
September.

5

When's the best time
of the year to visit Japan?

日本訪問に一年で
一番よい時期は何時ですか？

Fall. The seasonal foods are terrific. 秋です、旬の食べ物は最高で、季節
節もいいです。
And the weather's so nice.

6

I'll go to Nara nextweek.
What is the climate there?

来週、奈良に行きます。
そこの天気はどうですか？

I think it's relatively moderate.

7

It's a nice day. Isn't it?

いい天気ですね？

そうですねぇ、日が出ているので気持
Well…The sunshine feels good. But
気持ちいい、でも暖かければいいの
I wish it were warmer.
のですが。

8

It's
it?

いい天気ですね？

Yeah. It's quite warm now. I
thought it would be colder.

9

What's summer like where
you live now?

あなたが今すんでいる所の
夏はどんな感じですか？

そんなに悪くはないです。マリンス
Not too bad. It's a great season for
スポーツには最高の季節です。私は
water sports. I love the ocean.
は海が好きなんです。

Do you recycle?

リサイクルはしていますか？

Yes. We have to separate our trash はい、日本ではゴミを分別しないとい
といけないんです。
in Japan.

10

a wonderful day, isn't
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比較的穏やかだと思います。

いいですね。かなり暖かくなりました。
した。もっと寒くなると思っていました。
ました。
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LESSON2-WEATHER/WORK
No, I live near a major road. So the いいえ、大通りの近くに住んでいます。空気
空気と騒音がひどいです。
air and noise pollution is terrible.

11

Is the air clean in your place?

12

I've heard Kyoto is very hot and 京都の夏はとても暑くて蒸すと
聞いていますが、本当ですか？
humid in summer. Is it true?

Yes, Kyoto is located in a basin, so
はい、京都は盆地にありますので、日本の他
it is hotter than other areas of
の他の地域より暑いです。
Japan.

13

Which season do you like the
most and why?

あなたの一番好きな季節は
何時ですか？何故ですか？

I think fall is the most beautiful
秋が最も美しい季節だと思います。紅葉する
season. This is the season when the
する季節です。
leaves turn red.

14

What do you do?

あなたの仕事は何ですか？

I work in the sales department of
私は広告会社の営業部門で働いています。
an advertising company. There are
30人くらいのスタッフがいます。
about thirty staff.

15

Do you like your job?

あなたは自分の仕事が好きですか？

Yes, The people at work are nice.
And the work environment is
wonderful.

はい、会社の人はいい人ですし、職場環境
境は素晴らしいです。

16

Have you ever studied PR very
much?

あなたは広報を一生懸命
勉強しましたか？

Just a little. It's not related to my
area of business.

ほんの少し。それは私のビジネスの領域で
ではないんです。

17

How do you get to your office?

あなたはどのようにして
会社に行きますか？

I get to my office by train.

私が電車で行きます。

18

How long does it take to
commute to your office?

あなたは会社迄の通勤に
どれくらいの時間がかかりますか？

Altogether it takes about 45
minutes. I go to my office by
subway.

全部で45分かかります。地下鉄で出勤しま
ます。

今住んでいる所は空気が
きれいですか？
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LESSON3-WEATHER/WORK
19

How many hours a week
do you work?

あなたは週、何時間働いていますか？

I work between 45 and 50 hours a
一週間に45〜50時間働いています。殆ど毎日
week. I have overtime work almost
日残業しています。
everyday.

20

Is your job difficult?

あなたの仕事は難しいですか？

Yes, it's a little difficult sometimes. はい、少し難しい事も時々あります。でも私は
私は挑戦するのが好きです。
But I like a challenge.

21

At what age do people
usually retire in Japan?

日本では一般に何才で引退しますか？

The retirement age in around sixty
引退する年齢は60才くらいです。ただ、引退後
years old. But some people get
退後に別の仕事に就く人もいます。
another job after they retire.

22

What kind of jobs are
increasing in Japan?

日本ではどの様な種類の仕事が
増えていますか？

Jobs in the IT industry are
increasing.

IT産業の仕事が増えています。

23

Why did you decide to
do that job?

何故、その仕事に決めたのですか？

Because I like it. I thought it's just
right for me.

この仕事が好きなんです。自分にぴったりだと
だと思ったので。

24

What are your strengths?

あなたの長所は何だと思いますか？

I'm hard-working and responsible.
一生懸命働く事と責任感。リーダーシップのス
I think I have good leadership
のスキルもあると思います。
skills, too.

25

You work for a construction あなたは建築会社で
働いていますよね？
company, don't you?

26

What do you do for a living?

何で生計を立てていますか？
（仕事は何をしているのですか？）

My job is teaching English to
children. I love Children.

私の仕事は子供たちに英語を教える事です。
私は子供たちが好きです。

27

Have you been busy
recently? Why？

最近は忙しいですか？

I'm always feeling the stress.

ストレスが絶えません。

No, I don't. I used to but I changed いいえ、以前働いていましたが、昨年転職しま
しました。
my job last year.
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28

What jobs have you done in the past?

前にどんな仕事をした事がありますか？

29

Do you like to study? Why?

勉強をする事は好きですか。また、それはなぜです？

30

What's the best way to improve one's spoken English?

英会話の上達に一番良い方法は何ですか？

31

How long have you studied English?

どのくらい英語を勉強していますか？

32

What is the most difficult thing in your English studies?

英語学習で一番難しいのは何ですか？

⇒I think the hardest thing is pronunciation when speak.

最も難しいのは話すときの発音です。

33

What are the difficult things about learning English?

英語学習で難しい事は何ですか？

34

What was your favorite subject in school?

学校で好きな科目は何でしたか？

35

Why are you learning English?

英語を学ぶ理由は何ですか？

36

Are you satisfied with your job?

あなたは仕事に満足していますか？

37

What plans do you have for your retirement?

あなたは退職の為にどんな計画を持っていますか？

38

Have you ever done any voluntary work?

あなたは今迄にどんなボランティア活動をしたのでしょうか？

39

How do you deal with stressful situations?

どのようにストレスの多い状況に対処するのですか？

⇒My solution is Karaoke! Singing songs once
a week makes you happy.

40

How could you prepare for a possible earthquake?

どのように地震に備えていますか？

⇒I always keep extra bottled waters and instant
foods of three days supplies.
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