とっさのひとこと
InstaBizオンラインビジネス英会話

コンテンツ

1-1. 挨拶 / 自己紹介

1.1 - 挨拶 / 自己紹介

English

日本語

How are you?

元気ですか？

I’m good. How about you?

元気です。
あなたは？

How is it going?

元気ですか？

How have you been?

最近は元気でしたか？

I’m from ______.

私は______出身です。

I live in ______.

私は______に住んでいます。

My hobby is ______.

私の趣味は______です。

I work as a salesperson.

営業として働いています。

1.2 - 英語がわからないとき
1.3 - 聞き取れなかったとき
1.4 - 講師に対しての質問
1.5 - 感謝 / 別れの言葉
1.6 - 役に立つフレーズ

ハウ アー ユー

アイム グッド ハウ アバウト ユー

ハウ イズ イット ゴーイング

ハウ ハブ ユー ビーン

アイム フロム

アイ リブ イン ______

マイ ホビー イズ ______

アイ ワーク アズ ア セールスパーソン

コンテンツ

1-2. 英語がわからないとき

1.1 - 挨拶 / 自己紹介

English

日本語

1.3 - 聞き取れなかったとき

プリーズ セイ イット アゲイン

Please say it again.

もう一度言ってください。

1.4 - 講師に対しての質問

Could you speak more
slowly?

もう少しゆっくり話して
もらえますか？

Please wait for a moment.

ちょっと待ってください。

I will look up the word in a
dictionary.

辞書で調べます。

How do you pronounce
this word?

どのように発音しますか？

How do you say ___ in
English?

___を英語でなんと言いますか？

1.2 - 英語がわからないとき

1.5 - 感謝 / 別れの言葉
1.6 - 役に立つフレーズ

クドゥ ユー スピーク モア スローリー？

プリーズ ウェイト フォ ア モーメント

アイ ウィル ルック アップ ザ ワード
イン ア ディクショナリー

ハウ ドゥ ユー プロナウンス ディス ワード

ハウ ドゥ ユー セイ
イングリッシュ

______

イン

I have a question.

質問があります。

Let me think about it.

ちょっと考えさせてください。

What would you say in
this situation?

この状況ではなんと
言いますか？

アイ ハブ ア クエスチョン

レット ミー シンク アバウト イット

ワット ウドゥ ユー セイ イン ディス
シチュエーション

What do you mean by that? それはどういう意味ですか？

ワット ドゥ ユー ミーン バイ ザット

Can you give me some
examples?

キャン ユー ギヴ ミー サム
エグザンプルズ

いくつか例をあげて
もらえますか？

コンテンツ

1-3. 聞き取れなかったとき

1.1 - 挨拶 / 自己紹介

English

日本語

Can I use the chat box?

チャットボックスを使っても
いいですか？

I cannot hear you well.

よく聞こえないのですが。

What did you say?

なんて言いましたか？

1.2 - 英語がわからないとき
1.3 - 聞き取れなかったとき
1.4 - 講師に対しての質問
1.5 - 感謝 / 別れの言葉
1.6 - 役に立つフレーズ

キャン アイ ユーズ ザ チャットボックス

アイ キャノット ヒア ユー ウェル

ワット ディドゥ ユー セイ

I couldn’t hear you. Can you 聞き取れませんでした。
もう一
say it again.
度言ってください。

アイ クドゥント ヒア ユー
キャン ユー セイ イット アゲイン

Can you write it down in
the chat box?

キャン ユー ライト イット ダウン イン
ザ チャットボックス

チャットばボックスに書いて
くれますか？

コンテンツ

1-４. 講師に対しての質問

1.1 - 挨拶 / 自己紹介

English

日本語

1.2 - 英語がわからないとき

What kind of food do
you like?

どんな食べ物が好きですか？

What do you do for a
living?

職業は何ですか？

When is your birthday?

誕生日はいつですか？

What do you recommend?

何がおすすめですか？

What do you usually do?

普段何をしているのですか？

1.3 - 聞き取れなかったとき
1.4 - 講師に対しての質問
1.5 - 感謝 / 別れの言葉
1.6 - 役に立つフレーズ

ワット カインド オブ フード ドゥ
ユー ライク

ワット ドゥ ユー ドゥ フォー ア
リビング

ウェン イズ ユア バースデイ

ワット ドゥ ユー レコメンド

ワット ドゥ ユー ユージュアリ ドゥ

What is your favorite _____? 一番好きな＿はなんですか？

ワット イズ ユア フェイバリット ＿＿＿

May I ask how old you are? お年を聞いてもいいですか？

メイ アイ アスク ハウ オールド ユー
アー

How do you feel about ___? ＿についてどう思います？

ハウ ドゥ ユー フィール アバウト ＿

コンテンツ

1-５. 感謝 / 別れの言葉

1.1 - 挨拶 / 自己紹介

English

日本語

Nice seeing you today.

今日はお会いできて嬉しいです。

See you next time.

またお会いしましょう。

I’m looking forward to
seeing you again.

またお会いできることを
楽しみにしています。

I had a great time.

有意義な時間でした。

I appreciate it.

感謝します。

Thank you for your time.

お時間ありがとうございます。

Thanks a lot.

ほんとにありがとう。

Thank you for your
kindness.

ご丁寧にありがとう。

1.2 - 英語がわからないとき
1.3 - 聞き取れなかったとき
1.4 - 講師に対しての質問
1.5 - 感謝 / 別れの言葉
1.6 - 役に立つフレーズ

ナイス シーイング ユー トゥデイ

シー ユー ネクスト タイム

アイム ルッキング フォアワード トゥ
シーイング ユー アゲイン

アイ ハド ア グレイト タイム

アイ アプリシエイト イット

サンク ユー フォー ユア タイム

サンクス ア ロット

サンク ユー フォー ユア カインドネス

コンテンツ

1-６. 役に立つフレーズ

1.1 - 挨拶 / 自己紹介

English

日本語

1.2 - 英語がわからないとき

My computer isn’t working
well.

コンピューターの調子が
よくないです。

I have bad reception.

電波状況がよくないです。

I’m sorry for being late.

遅くれてすみません。

Would you speak a little
louder?

少し大きく話してください．

Nothing special.

特にないです。

1.3 - 聞き取れなかったとき
1.4 - 講師に対しての質問
1.5 - 感謝 / 別れの言葉
1.6 - 役に立つフレーズ

マイ コンピューター イズント ワーキング
ウェル

アイ ハブ バッド レセプション

アイム ソリー フォー ビイング レイト

ウドゥ ユー スピーク ア リトル
ラウダー

ナッシング スペシャル

Could you correct my mis- できる限り間違いを訂正して
takes as much as possible? ください。

クドゥ ユー コレクト マイ ミステイクス
アズ マッチ アズ ポッシブル

How about _____?

ハウ アバウト

Can you see me (in the
video)?

キャン ユー シー ミー （イン ザ ビ
デオ）

Can you hear me?

キャン ユー ヒア ミー

＿＿はどうですか？
（ビデオで）私の姿が
見えますか？

声は聞こえますか？

