英語会話課題（２年）（４⽉分＋５⽉分）
以下の 001〜176 の英文（４月に提示と全部同じ）について、自己紹介や授業で使いこなせるように、身につけて
ください。提出はありませんが、学校再開後の最初の授業で、ペーパーテストを実施します。そして成績評価に
きちんと入れますので、しっかり準備してください。ちなみに、「日本語に訳しなさい」とか、「（
）の中に
入るべき単語を書きなさい」という問題はありません。全て「（
）の中に入るべきものを選択肢から選び、
その番号を書きなさい」という問題です。（ここまでは４月分）
（ここからが５月分）さらに、上記ペーパーテストとは別に、インタビューテストを検討しています。それに
対応でき、成績として評価されてもＯＫなレベルで仕上げてください。この場合のインタビューテストとは、
ＡＬＴと１対１で３分以上、１対１の会話をつづけることです。新しいクラスで、アメリカから留学してきた
クラスメートと隣の席、そして自己紹介からスタートという設定。ＡＬＴがあなたと友達になりたくて、いろいろ
話しかけてきて、質問をしてくるという状況に対応できる準備をしてください。質問に対する回答を準備するだけ
でなく、相手に対する質問、アメリカについての質問、英語表現に対する質問をしっかり準備することをおすすめ
します。そのための材料は↓に⽤意されています。また、日本について紹介する内容も準備するといいでしょう。
例えばおすすめの音楽（ＪＰＯＰ／Ｊロック）とか食べ物とかお店とか観光地とか。

最初の授業での挨拶
001. How have you been?
（久しぶりに会ったとき）元気︖
002. Hello Jane, it’s been a while since we talked last. How have you been?
ジェーン、こんにちは。随分になりますね。どうしてました︖
003. Hi Tom, It’s been a long time. How are you doing?
やあトム、お久しぶり。どうしてる︖
004. Hi Jane, it’s good to speak to you again after a long time. Anything new?
どうも、ジェーン。久しぶりに話せて良かった。何か、新しいことはあった︖
005. How are you?
お元気ですか︖
I'm great. (すごく調子いいよ)
I'm pretty good. (結構調子いいよ)
I'm good. (調子いいよ)
I'm fine. (まぁ悪くない感じだよ)
I'm ok. (まぁまぁって感じかな)
I'm sick. (調子が悪いんだよ)
Not bad, but ○○ (悪く無いよ、○○以外は)
006. Good. / Not too bad.
元気です。
007. What’s up?
（親しみをこめて）元気︖
008. How’s it going?
（親しみをこめて）元気︖
009. How are you doing?
（上よりは少しかしこまって）元気︖
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お土産について（学校再開後すぐには、これらを言ってはいけない）
010. This is a souvenir from Kyoto.
京都のお土産です。
011. These are very well-known in Kyoto.
京都の名物です。
012. I have a little treat for us today.
今日は良いもの持って来ました。
013. It's a little something from Kyoto.
京都のちょっとしたお土産です。
014. I hope you like it.
気に入ってもらえればうれしいです。

遅刻したとき
015. Sorry I'm late.
遅くなってすみません。

初対面で
016. Nice to meet you.
はじめまして。
017. Please call me ○○.
○○と呼んでください。
018. My hobby is ○○.
私の趣味は○○です。
019. I live near ○○.
私は○○の近くに住んでいます。
020. I live in Tokyo now, but I’m from Kyoto originally.
今は東京ですが、もともとは京都の人間です。
021. What does your hometown have?
故郷には何がありますか︖
022. What is there to do in your hometown?
故郷では何ができますか︖
023. What are your hobbies?
趣味は何ですか︖
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024. What do you like to do for fun?
どんな事をして楽しんでいますか︖
025. What do you like to do in your spare time?
余暇はどんな事をしていますか︖
026. What do you like to do during your free time?
お休みのとき間は何をして楽しんでいますか︖
027. In my spare time I enjoy photography and hiking.
余暇は、写真を撮ったりハイキングしています。
028. In my free time I enjoy watching DVDs at home.
お休みは家で DVD を楽しみます。
029. My hobbies include playing the guitar, mountain climbing, jogging and driving.
私の趣味は、ギターを弾く事、山登り、ジョギングとドライブです。
030. I’m really busy at work so I don’t have time for hobbies.
とても仕事が忙しいので、趣味の時間がありません。
031. What do you enjoy doing in the summer?
夏は何をして楽しみますか︖
032. What winter activities do you enjoy?
冬の楽しみは何ですか︖
033. What is your talent?
特技はなんですか︖
034. What is your favorite memory from last year?
去年のいい思い出はなんですか︖
035. What is your favorite ○○?
好きな○○は何ですか︖

聞き取れなかった／理解できなかったとき
036. Pardon? / Sorry? / Excuse me?
すみません（聞きとれませんでした）
。
037. I’m sorry but I didn’t get that.
すみません、聞き取れませんでした。
038. Could you say that again?
もう⼀度⾔って頂けますか︖
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039. Would you say that again, please?
もう⼀度⾔っていただけますか︖
040. Could you repeat that?
繰り返して貰えますか︖
041. I’m sorry, I couldn’t catch what you said.
すみません、聞き取れませんでした。
042. Can you explain a little more?
もうちょっと説明してもらえますか︖
043. I’m sorry, would you mind repeating that please?
すみませんが、もう⼀度⾔って頂いて良いですか︖
044. I’m sorry, I didn’t quite catch that, would you mind repeating it please?
ごめんなさい、よく分かりませんでした。もう⼀度お願いできますか︖
045. Would you mind saying that again please, I didn’t understand what you said.
もう⼀度⾔って頂けますか︖おっしゃった事がよく分かりませんでした。
046. I beg your pardon? / Pardon me? / Pardon?
もう⼀度お願いします。
047. 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︖
048. Please explain it more simply.
もっと簡単に説明してください。

スピードが早すぎる、声が小さいなど、話し方を変えるよう依頼するとき
049. Could you speak more slowly?
もっとゆっくり話して頂けますか︖
050. Could you speak up, please?
もっと大きな声で話してください。
051. Could you speak more clearly?
もっとはっきり話していただけますか︖
052. Your voice is too quiet. Could you speak a little louder please?
声が⼩さすぎます。少し大きな声でお願いできますか︖
053. You are very quiet and your voice is hard to hear.
声が⼩さくて、あまり聞こえません。
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054. Would you mind speaking up a little bit please, I can’t quite hear you.
少し大きな声でお話しして頂けますか︖よく聞こえないのです。

少し考える間／時間が欲しいとき
055. Well…/ Uhh, / Umm, / Hmm // Weeeeeeel / Uhhhhhh, / Ummmmmm, / Hmmmmmm
ええっと…// えええっっっっっっっっっっと
056. Let me see…
ええっと…
057. Hmm.. Let me see…
えっとねー。
058. Let me think for a while.
少し考えさせてください。
059. I'm sorry, I can't answer that right away.
すみません、今すぐには答えられません。
060. Ooh, that's a tough one …
それはいい質問ですね。
061. Hang on a moment.
少し考えさせてください。
062. Just a moment, please.
ちょっと待ってください。
063. That’s a difficult question. Could you give me a moment?
難しい質問ですね。少しとき間を貰えますか︖
064. I’ve never really thought about that before. Would you give me a bit of time
to think about it?
今まで本当に考えたこともありませんでした。ちょっと考えるとき間を頂けますか︖
065. Let me see.
うーん、そうですねー。
066. Oh that’s a good question, let’s see __.
ああ、良い質問ですね。えーっと。
067. Give me a second.
ちょっと待って下さいね。
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要望があるとき
068. Please write it on the board.
⿊板に書いてください。
069. 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︖
070. Would you please do ~?
〜していただけますか︖
071. I’d like to study grammar part.
文法を勉強したいです。
072. Can you explain this expression?
この表現の意味を説明してもらえますか︖

質問他があるとき
073. Can I ask a question?
質問してもいいですか︖
074. May I ask you something?
質問してもよろしいですか︖
075. What does ○○ mean?
○○はどういう意味ですか︖
076. What is ○○ ?
○○はどういう意味ですか︖
077. What's wrong with 〜?
〜は何が間違っていますか︖
078. How do you spell ○○?
○○のスペルを教えてください。
079. How do you pronounce that?
どのように発音するのですか︖
080. 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︖
081. Could you explain that again?
もう⼀度説明していただけませんか︖
082. Please correct my mistakes.
間違いを直していただけますか︖
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083. Is this wrong?
間違っていますか︖
084. Is this correct?
正しいですか︖
085. Do you mean...?
つまり…ということですか︖
086. Does it make sense?
（今⾔ったことが）意味が通じますか︖
087. How do you say it correctly?
正しく⾔うとどうなりますか︖
088. How do you say it more naturally?
もっと自然に⾔うとどうなりますか︖
089. Is this expression commonly used?
この表現はよく使いますか︖
090. Is it unnatural to say ○○?
○○って⾔うのはおかしいですか︖
091. Do you know what I'm trying to say?
私が何を⾔おうとしているのか分かりますか︖
092. What should I do?
私は何をすべきですか︖
093. I'm sorry, I don't know what I am supposed to do.
ごめんなさい、やり方がちょっと分かりません。
094. Should I read it aloud?
声を出して、読めばいいですか︖
095. Which part am I?
私は何役ですか︖（ペアワーク等の役を決める時）
096. Where and who I am?
ここはどこで私は誰ですか︖

答えられないとき
097. I have no idea.
さっぱりわかりません。
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098. I'm not (quite) sure (about that).
（それについては）はっきりとは分かりません。
099. I'm sorry, I can't think of anything.
すみません、何も思いつきません。
100. I'm afraid, but I don't know. → I'm afraid I don't know.
うーん、わからないっす。
101. This is too difficult for me.
私には難しすぎます。
102. I don’t understand what you mean.
おっしゃる意味がわかりません。
103. I forgot the word for it in English. / I forgot the English word.
単語を忘れました。
104. Could you give me a hint?
ヒントをいただけますか︖
105. Can I use my dictionary?
辞書を使ってもいいですか︖
106. 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︖
107. Could you give me some examples?
例を教えていただけますか︖
108. Please give me the answer.
答えを教えてください。
109. I can't explain this well.
うまく説明できません。
110. It’s difficult for me to express that in English.
英語で説明するのが難しいです。

わかった／同意するとき
111. I understand.
理解できました。
112. I agree.
私もそう思います。
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113. I think so.
私もそう思います。
114. Exactly. /Absolutely. /Definitely.
その通りです。
115. I understand the general outline.
だいたい分かりました。大筋は分かりました。

感謝を表すとき
116. Thank you.
ありがとうございます。
117. 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)
118. Thank you for the answer.
教えていただいてありがとうございます。
119. 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。

感謝された時の返事
120. I'm happy to help.
お役に⽴ててうれしいです。
121. I'm glad to help.
お役に⽴ててうれしいです。
122. I'm glad you like it.
気に入ってもらえてうれしいです。

その他リアクション
123. That is right.
そうです
124. Certainly.
すごい︕
125. I'm glad to hear you say that.
そういっていただいて嬉しいです。
126. 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。
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相手を待たせたとき
127. Thank you for waiting.
お待たせしました。
128. Sorry I took so long.
遅くなりました。お待たせしました。
129. Sorry to keep you waiting.
お待たせしてすみません。

英語で何と言って良いか分からないとき
130. How should I put it?
何て⾔うのかな。
131. How do you say this?
これはどう⾔いますか︖
132. How would I say it in English?
英語で何て⾔ったら良いのでしょう。
133. I don’t know how to say it in English.
英語での⾔い方が分からないですね。
134. I can’t find the words in English.
英語での表現が⾒つかりません。
135. I’m not quite sure how to put it in English.
英語で何ていうのか、分かりません。
136. I’m unsure how you would say it in English.
英語だと何て⾔うんでしょうね。
137. I’m not quite sure what terms to use to describe it in English.
これを英語で表現する単語が分かりません。

英語で「分かりません」
138. Sorry, I have no idea.
ごめんなさい、分かりません。
139. I’m afraid, but I don’t know.
申し訳ないけど、知らないですね。
140. Sorry, my mind has drawn a blank.
すみません、何も浮かびません。
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141. Sorry, I really don’t think I would be able to explain that in English.
ごめんなさい、英語で説明できそうにありません。

単語のスペルや発音について質問したいとき
142. Could you spell that for me please?
スペルをお願いできますか︖
143. I wasn’t able to figure out the spelling. Could you tell me how it is spelled?
スペルが分かりません。教えてもらえますか︖
144. Would you spell it?
スペルで⾔ってもらえますか︖
145. Would you mind spelling it?
スペルを⾔って頂けますか︖
146. What’s the spelling?
スペルは何でしょう︖
147. Could you pronounce it again for me please?
もう⼀度発音してみて貰えますか︖
148. How do you pronounce it?
どう発音するのですか︖

英単語や英語表現の意味が分からないとき
149. What does ○○ mean?
○○ はどういう意味ですか︖
150. What do you mean by ○○?
○○ ってどういうことですか︖
151. What’s the meaning of ○○?
○○ はどういう意味ですか︖
152. I don’t know the meaning of ○○. Could you explain that for me?
○○ の意味が分かりません。説明して頂けますか︖
153. I’m wondering what ○○ means?
○○ はどういう意味なのでしょう︖
154. Could you let me know the meaning of ○○?
○○ の意味を教えてください。
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英語で何といいますか︖
155. How do I express it in English?
それは、英語でどう表現しますか︖
156. How is it expressed in English?
英語では、何と表現しますか︖
157. How do you say in English?
英語で何と⾔いますか︖
158. What’s the best way to say it?
どういったら良いのでしょうか︖

A と B の意味の違いは何ですか︖
159. What's the difference between A and B?
A と B の違いは何ですか︖
160. How does A come across differently from B?
A は B と、どう違うのですか︖
161. Does it sound different to you, A and B?
A と B は違う感じに聞こえますか︖
162. How does it feel when you hear A, as compared to B?
A と聞いたとき、B と比べて感じ方がどう違うのですか︖

その他
163. 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。
164. Oh, I made you misunderstand.
あっ、勘違いさせている。

欠席について
165. I can't come to class next week.
来週は授業に来られません。
166. I can't come to class for the next 2 weeks.
来週と再来週は授業に来られません。
167. I'm going to have to miss the next class.
次回は欠席します。
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168. Sorry I didn't come to class last week.
先週は休んでしまってすみません。

授業／ペアワークの最後での挨拶
169. See you. / Goodbye.
さようなら
170. Have a nice day.
よい 1 日を過ごしてください。
171. Have a nice weekend.
よい週末を過ごしてください。
172. I had a great time.
とても楽しかったです。
173. It was very nice talking with you.
お話できてとても楽しかったです。
174. I'm looking forward to the next time.
次回を楽しみにしています。
175. See you next week!
また来週︕
176. By, the way, what is Social P …, no, never mind.
ところで、社会り．
．．、いや、何でもないです。
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