
How are you? お元気ですか？
Please call me ○○ ○○と呼んでください。
What’s up? （親しみをこめて）元気？
How’s it going? （親しみをこめて）元気？
How are you doing? （上よりは少しかしこまって）元気？
How have you been? （久しぶりに会ったとき）元気？
Nice to meet you. はじめまして。
Good. Not too bad. 元気です。
My hobby is　○○ 私の趣味は○○です。
I live near ○○ 私は○○の近くに住んでいます。

Pardon? / Sorry? すみません（聞きとれませんでした）。
Could you say that again? もう一度言っていただけますか？
Would you say that again, please? もう一度言っていただけますか？
Could you speak more slowly? もっとゆっくり話していただけますか？
Could you speak up, please? もっと大きな声で話してください。
I’m sorry but I didn’t get that. すみません、聞き取れませんでした。
Please explain it more simply. もっと簡単に説明してください。
Could you explain that again? もう一度説明していただけますか？
Would you be a little more specific,please?

もう少し具体的に話していただけます
か？

I have trouble catching rapidly spoken English. 速い英語の聞き取るのに苦労します。

May I ask you something? 質問してもよろしいですか？
What does “○○“mean? ○○はどういう意味ですか？
what is ○○? ○○はどういう意味ですか？
What's　wrong　with　～ ～はどうしたのですか？
How do you spell that? スペルを教えてください。
How do you pronounce that? どのように発音するのですか？

How do you say this in English?
（何かを見せたり、指をさしたりして）これ
は英語で何といいますか？

Could you explain tat again? もう一度説明していただけませんか？

What curriculum do you recommend for beginners?
初心者にはどんな方法のカリキュラム
がお勧めですか？

Please correct my mistakes?  間違いを直していただけますか？
Is this wrong? 間違っていますか？
Is this correct? 正しいですか？
Do you mean...? つまり…ということですか？
Does it make sense? （今言ったことが）意味が通じますか？
How do you say it correctly? 正しく言うとどうなりますか？
How do you say it more naturally? もっと自然に言うとどうなりますか？
What should I do? 私は何をすべきですか？

I have no idea. さっぱりわかりません。
This is too difficult for me. 私には難しすぎます。
I don’t understand what you mean. おっしゃる意味がわかりません。
Could you give me a hint? ヒントをいただけますか？
Can I use my dictionary? 辞書を使ってもいいですか？
Could you make a sentence with this word?

この単語で文を作っていただけます
か？

レッスン開始前のあいさつ

先生の言うことがうまく聞きとれなかったとき

質問があるとき

正しいかどうか不安なとき、確認したいとき

回答がわからないとき



Could you give me some examples? 例を教えていただけますか？
Please give me the answer. 答えを教えてください。
I can't explain this well. うまく説明できません。
Could you give me a hint?  何かヒントをいただけますか？
It’s difficult for me to express that in English. 英語で説明するのが難しいです。

I understand. 理解できました。
I agree. 私もそう思います。
I think so. 私もそう思います。
Exactly./Absolutely./Definitely. その通りです。

I understand the general outline.
だいたい分かりました。大筋は分かりま
した。

Well… ええっと…
Let me see… ええっと…
Let me think for a while. 少し考えさせてください。
Hang on a moment. 少し考えさせてください。
Just a moment, please. ちょっと待ってください。

Could you do a review of the last lesson? 前回のおさらいをしていただけますか？
I would like to focus on practicing pronunciation. 発音練習をしたいのですが。
Would you please do ~? ～していただけますか？
I would like to have a conversation lesson about

Current Events.
最近のニュースについて会話のレッスン
をやりたいのですが。

Could you type it in the chat box?
チャットボックスにタイプしていただけま
すか？

I want to study about American accent. アメリカンアクセントを勉強したいです。
Can you give me some chips for learning Business

English?
ビジネス英語を学ぶためのヒントを教え
てもらえますか？

I want to learn Business English. Is it difficult?
ビジネス英語を学びたいです。難しいで
すか？

I’d like to study grammar part. 文法を勉強したいです。
Can you explain this expression?

この表現の意味を説明してもらえます
か？

Thank you. ありがとうございます。

Thank you so much.
本当にありがとうございます。(とても丁
寧な表現)

Thank you for the answer.
教えていただいてありがとうございま
す。

Thank you for letting me know.
こちらが質問せずとも、向こうから何か
を教えて・知らせて下さったとき。

I'm happy to help. お役に立ててうれしいです。
I'm glad to help. お役に立ててうれしいです。
I'm glad you like it. 気に入ってもらえてうれしいです。

Thank you for waiting. お待たせしました。
Sorry I took so long. 遅くなりました。お待たせしました。
Sorry to keep you waiting. お待たせしてすみません。

That is right. そうです
Certainly. すごい！
I'm glad to hear you say that. そういっていただいて嬉しいです。
I'm glad you feel the same way. 同じ気持ちでいてもらえてうれしいです。

My computer isn't working right.
（今だけ悪い感じ） パソコンの調子が悪
いです。

先生の言うことが理解できたとき、同意を示したいとき

機械トラブルの時

少し考える時間が必要なとき

要望があるとき

感謝を表すとき

感謝されたときの返事

相手を待たせたとき

返答全般



My computer hasn't been working right lately.
（最近になってから）　パソコンの調子が
悪いです。

My Internet connection is unstable.
インターネットの接続状態、不安定なん
です。（常に悪い感じ）

Can I quit and restart my [ computer / Skype ] ?
[ スカイプ / パソコン ]を終了して再起
動してもいいですか？

Your voice is choppy. エコーがすごいです。
Could you call me back?  再度かけ直してもらえますか？

I’m afraid, you have mistaken my meaning.
ごめん。私の言ったこと取り違えていま
す。

It seems like you have misunderstood what I said. 私の言ったこと勘違いしているみたい。
Oh, I made you misunderstand. あっ、勘違いさせている。

Do I have homework? 宿題はありますか？
Thank you for your lesson. レッスンありがとうございました。
See you. / Goodbye. さようなら
Have a nice day. よい1日を過ごしてください。
Have a nice weekend. よい週末を過ごしてください。
I had a great time. とても楽しかったです。
It was very nice talking with you. お話できてとても楽しかったです。

Your lesson is always informative.
あなたのレッスンはいつも得るものが多
いです。

I enjoyed my class today.
楽しいレッスンをありがとうございまし
た。

その他追加
What is the function of this word? この単語の働きはなんですか？
How do you spell A？ この単語はどういう綴りですか？
Could(Can) you paraphrase(rephrase) that ? 別の言い方をするとどうなりますか？

誤解を解くとき

レッスン終了時




