オンライン英会話 トーク集
1 始めのあいさつ
レッスン開始時のあいさつ

Hello.
Good morning.
Good afternoon
Good evening.

こんにちは。
おはようございます。
こんにちは。
こんばんは。

聞こえるかどうか確認する

Can you hear me?
Yes, I can hear you clearly.
No, it’s not clear.
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聞こえますか？
はい、はっきり聞こえます。
いいえ、はっきり聞こえません。

自己紹介のやりとり

名前を聞かれたら
例）What is your name? お名前はなんですか？
May I know your name please? 名前を教えてもらえますか？

(Satoshi)
My name is __________.

「私の名前は～です」と名乗る時は、フルネームで
名乗るもしくは下の名前を言います。「スミスです」
「田中です」のように、苗字のみを言うことはありま
せん。

私の名前は （サトシ） です。

(Satoshi)
Please call me __________.

（サトシ）

と呼んでください。

元気かどうか尋ねられたら
例）How are you? 元気ですか？

I’m fine. Thank you.

元気です。ありがとう。

How about you?

あなたはどうですか？

天気を聞かれたら
例）How is the weather today? 今日の天気はどうですか？

It’s sunny.
It’s cloudy.

It’s rainy.
It’s snowy.

晴れです。

雨です。

曇りです。

雪です。

会社員です。

学生です。

公務員です。

エンジニアです。

店員です。

主婦です。

自営業です。

退職しています。

職業を聞かれたら
例）What do you do?（職業は）何をしていますか
Are you at work now? 現在お仕事をされていますか？

I am an office worker.
I am a public worker.
I am a store employee.
I am self-employed.

I am a student.
I am an engineer.
I am a housewife.
I am retired.

趣味を聞かれたら
例）What is your hobby? / What are your hobbies? 趣味は何ですか？

My hobby is listening to music.

私の趣味は音楽鑑賞です。

My hobby is reading books.

私の趣味は読書です。

My hobbies are watching movies
and going to hot springs.

私の趣味は映画鑑賞と
温泉に行くことです。

3 レッスン中 先生とのやりとり
聞き返したいとき

Pardon?
Could you say that again?
Could you repeat that?

もう一度？
もう一度言ってもらえますか？
繰り返してもらえますか？

分からないとき

Sorry, I don’t understand.

すみません、分かりません。

分かったとき

I understand.
I got it!

分かりました。
分かりました！

ちょっと待ってほしいとき

Could you wait for a minute?

(※Could you wait a moment? も同じ意味）

ちょっと待ってもらえますか？

もっとゆっくり話してほしいとき

Could you speak more slowly?

もう少しゆっくり話してもらえますか？

別の言葉で言いかえて説明してほしいとき

Could you say that in a different way?

別の言葉で言ってもらえますか？

例を挙げて説明してほしいとき

Could you give me an example?

例を挙げてもらえますか？

文字で打ってほしいとき

Could you type that in the chatbox?

チャットボックスに打ってもらえますか？

辞書で調べたいとき

Let me check the dictionary.

辞書を引いてもいいですか？

◆ パソコンや音声、映像に関するトラブル ◆
パソコンに関して

There is something wrong with the
internet connection.

インターネットの接続が
何かおかしいみたいです。

Let me restart my computer.

私のコンピューターを再起動させてください。

Can I restart my computer?

私のコンピューターを
再起動してもいいですか？

音声に関して

Sorry, I can’t hear you.
It’s not clear.

すみません、聞こえません。
明瞭ではありません。

Your voice is very small.

声がとても小さいです。

You keep breaking up.

途切れ途切れです。

There is a noise.

ノイズがあります。

Can you fix your mic?

マイクを調整してもらえますか？

映像に関して

Can you see me?

私が見えますか？

Sorry, I can’t see you.
It’s not clear.
Could you turn on your webcam?

すみません、あなたの姿が見えません。
明瞭ではありません。
ウェブカメラをつけてもらえますか？

Can you fix your video?

映像を調整してもらえますか？

I don’t have a web camera.

私はウェブカメラを持っていません。

I don’t use a web camera.

私はウェブカメラを使いません。

4 終わりのあいさつ
レッスン終了時のあいさつ

Have a good day!
See you next time!

よい一日を！
またお会いしましょう。

