
レッスン開始時 挨拶・自己紹介

■挨拶

・Hello, I’m __. Nice to meet you.
こんにちは、__です。初めまして。

・Please call me Ken.
ケンと呼んでください。

■How are you?と聞かれた時

・I’m good (OK).
元気です。(まぁまぁです。)

・I’m not so well.
そんなに良くないです

・Same as always.
いつも通りです

・I‘m a little tired.
少し疲れています。

・I‘m really exhausted.(イグゾウスティドゥ)
すごく疲れています。

■自己紹介

・I live in Tokyo, but I‘m from Okinawa originally.
東京に住んでいますが、元々は沖縄です。

・When I was a student(child), I lived in Osaka.
学生(子供)の時、大阪に住んでいました。

・My job is sales.(public relating/planning/ marketing/receptionist)
私の仕事は営業(広報/企画/マーケティング/受付)です。

・There are five people in my family, and I‘m the eldest.
私は5人家族で、長男/長女です。

・I’m married and I have a 7 years old daughter.
結婚して、7歳の娘がいます。
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レッスン中

■聞き取れなかった時

・Pardon? / Sorry?
えっ？

・Could you say that again please?
もう一度言って頂けますか？

・Please speak more slowly.
もっとゆっくり話してください

■分からない時、時間が欲しい時

・ I can't understand you.
分かりません.

・Sorry, I have no idea.
ごめんなさい、分かりません。

・Please wait for a moment./Please wait a while./Just a moment, please.
ちょっと待ってください。

・Let me think about it.
ちょっと考えさせてください。

・I am thinking now.
今、考えています。

■質問する時

・What’s the spelling?
スペルは何ですか？

・How do you pronounce it?
どう発音するのですか？

・What dose __ mean?/What’s the meaning of __？
__ はどういう意味なのですか？

・How do you say in English?
英語で何と言いますか？

・How do I express it in English?
それは、英語でどう表現しますか？

・Is my understanding correct?
私の理解は合ってますか？

・What is the difference in meaning between A and B?
AとBの違いは何ですか？



レッスン中

■トラブル

・Can you hear me clearly?
私の声が良く聞こえますか？
→Yes, I can/ No, I can’t hear your voice clearly.
はい、良く聞こえます/いいえ、聞こえません。

・Can you see me clearly?
私が見えますか？
→Yes, I can/ No, I can’t see you clearly.
はい、良く見えます。いいえ、見えません

・This line is quite noisy now.
雑音がかなりひどいです。

・Your line is choppy (breaking up).
あなたの声が途切れ途切れです。

・I’ll try another device.
ちょっと他のを試させて下さい。

・May I disconnect temporarily?
一度切りますね？

・Something is wrong with the internet connection.
ネット回線がおかしいみたいです。

・Could you call me back?
再度かけなしてもらえますか？

レッスン終了時

・Thank you for the lesson today.
今日はレッスンありがとうございました。

・I learned a lot today.
大変勉強になりました。

・See you next time.
また会いましょう。

・Have a good evening.
楽しい夜を。

・Have a good weekend.
良い週末を！

・Enjoy your lunch.
お昼ごはん楽しんで！



欠席・遅刻・変更の連絡

・I’m absent today, because I have caught a cold.
風を引いたので今日は休みます。

・I’m going to be 5 minutes late.
5分遅れます。

・Can I change the time for the next lesson from 7pm to 8pm?
次回のレッスンは19時から20時に変更できますか？

文法用語

Grammar 文法 Noun 名詞

Verb 動詞 Adjective 形容詞

Adverb 副詞 Conjunction 接続詞

Preposition 前置詞 Articles 冠詞

Imperative Sentence 命令文 Conditionals 仮定法

Subject 主語 Object 目的語

Sentence 文章 Paragraph 段落

Singular 単数形 Plural 複数形

Vowel 母音 Consonant 子音

Countable noun 可算名詞 Uncountable noun 不可算名詞

Comparative 比較級 Superlative 最上級

Present tense 現在形 Past tense 過去形

First person 一人称 Second person 二人称

Small letters 小文字 Capital letters 大文字


