
★ オンライン英会話で困ったときに使えるフレーズ一覧

自己紹介フレーズ 日本語訳

1 Nice to meet you. はじめまして。

2 I’m Taro. 私はタロウです。

3 I live in Tokyo. 東京に住んでいます。

4 I was born in Kyoto. 京都で生まれました。

5 I’m 30 years old. 30歳です。

6 I like watching movies. 映画を見ることが好きです。

7 I read books in my free time. 時間があるときは本を読みます。

8 I work for a bank. 銀行に勤めています。

9 I’m a sales person. 営業マンです。

10 I’ve been studying English for 2 years. ２年間英語を勉強しています。

質問フレーズ 日本語訳

1 How about you? あなたはどうですか？

2 How about your country? あなたの国ではどうですか？

3 What do you think about it? それについてどう思いますか？

4 How do you feel about it? それについてどう感じますか？

5 What is your favorite movie? あなたの好きな映画はなんですか？

6 Which do you like cats or dogs? 猫と犬どちらが好きですか？

7 What kind of movie do you like? どの種類の映画が好きですか？

8 How often do you go out? どのくらいの頻度で外出しますか？

9 Please explain about your country. あなたの国について説明してください。

10 What do you do in your free time? 趣味はなんですか？



便利フレーズ 日本語訳

1 Good! 元気です。

2 I’m a beginner. 私は初心者です。

3 Please, speak slowly. ゆっくり話してください。

4 I chose Lesson.1 レッスン１を選びました。

5 What does it mean? どういう意味ですか？

6 Please, say it again. もう一度言ってください。

7 Please, type it. タイプしてください。

8 I don’t understand. わかりません。

9 Just a moment. ちょっと待ってください。

10 I think so too. 私もそう思います。

フリートークフレーズ 日本語訳

趣味

What do you do on your days off? 休日には何をしますか？

How was your weekend? 週末はどうでしたか？

What do you do in your free time? 時間があるときは何をしますか？

英語

How do I study English? どうやって英語を勉強すればいいですか？

Do you have any recommended movies to learn English? おすすめの英語学習のための映画はありますか？

How did you study English? どうやって英語を学びましたか？

国

Please tell me about your country. あなたの国について教えてください。

Do you have any recommended places to go? おすすめの場所はありますか？

What do you know about Japan? 日本について何を知っていますか？

仕事

What was your previous job ? 以前の仕事は何でしたか？

What is your ideal job? 理想の仕事は何ですか？

What do you think about Japanese companies? 日本の会社についてどう思いますか？

家族

Could you tell me about your family members? あなたの家族について教えて下さい。

Do you have a girlfriend/boyfriend? 彼女/彼氏はいますか？

How often do you meet with your family? どのくらの頻度で家族に会いますか？


