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(A) 基本的なフレーズ (16)

1. How do I say ... in English? ーーー って英語でどう⾔いますか︖

2. I don't really understand. よく分かりません。

3. How do you spell ...? ーーー ってどう書きますか︖

4. Please write it on the whiteboard. ホワイトボードに書いてください。

5. How do you pronounce ...? ーーー ってどう発⾳しますか︖

6. What does ... mean? ーーー って何という意味ですか︖

7. What's the difference between (A) and (B)? (A) と (B)の違いは何ですか︖

8. Could you say that again? もう⼀度⾔ってもらえますか︖

9. Please speak more slowly. もうちょっとゆっくり話してくれませんか︖

10. Sorry I'm late. 遅くなってすみません。

11. Can I ask a question? 質問してもいいですか︖

12. Can you explain a little more? もうちょっと説明してもらえますか︖

13. How do I use it in a conversation? 会話でどう使えばいいですか︖

14. Is this expression commonly used? この表現はよく使いますか︖

15. Is it unnatural to say …? ーーー って⾔うのはおかしいですか︖

16. 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︖

(B) テキストについて (7)

1. What's the page number? 何ページですか︖

2. 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。

3. Should I write the answer? 書けばいいですか︖

4. Should I read it aloud? 声を出して、読めばいいですか︖

5. Which part am I? 私は誰ですか︖（ロールプレイの役を決める時）

6. Could you play the recording again? もう⼀回再⽣してもらえますか︖

7. Can we review this page? このページを復習したいのですが。

(C) 考える時 (5)

1. Hmm.. Let me see… えっとねー。

2. Just a moment please. ちょっと待ってください。

3. Hang on/Hold on ちょっと待ってね。

4. I need some time to think about that one. 考える時間が必要です。

5. Ooh, that's a tough one … それはいい質問ですね。
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(D) 宿題について (7)

1. Is there any homework? 宿題はありますか︖

2. I forgot to do my homework. 宿題するのを忘れました。

3. I left my workbook at home. ワークブックを持って来るのを忘れてしまいました。

4. I didn't have enough time to do my homework. 宿題をする時間がなかったです。

5. This homework was so difficult. この宿題は難しくて⼤変でした。

6. I'm not sure whether it's correct or not. 正しいかどうかは⾃信がないです。

7. Can you check my homework? 宿題をチェックしてもらっていいですか︖

(E) ⽋席について (5)

1. I can't come to class next week. 来週は授業に来られません。

2. 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。

3. I'm going to have to miss the next class. 来週は⽋席します。

4. Sorry I didn't come to class last week. 先週は休んでしまってすみません。

5. I'm taking a break from the class in August. ８⽉は休学します。

(F) お⼟産について (5)

1. This is a souvenir from Kyoto. 京都のお⼟産です。

2. These are very well-known in Kyoto. 京都の名物です。

3. I have a little treat for us today. 今⽇は良いもの持って来ました。

4. It's a little something from Kyoto. 京都のちょっとしたお⼟産です。

5. I hope you like it. 気に⼊ってもらえればうれしいです。

(G) レッスン終了 (6)

1. Thanks for the lesson. 今⽇のレッスンありがとうございました。

2. I really enjoyed your lesson. 今⽇のレッスンは楽しかったです。

3. I'm looking forward to our next lesson. 次のレッスンを楽しみにしています。

4. I didn't speak very smoothly today. 今⽇はうまく話せなかったです。

5. I'll try and speak better next time. 今度は、もっと上⼿に話すように頑張ります。

6. See you next week! また来週︕


