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挨拶をする。
英語

日本語

Hi! / Hello!
Good morning!
Good afternoon!
Good evening!
Good day!

やぁ。
おはようございます。
こんにちは。
こんばんは。
こんにちは。

How are you?
How have you been?
How is it going?

調子はどうですか？
調子はどうでしたか？
調子どう？

I'm fine.
I'm good.

元気です。

How about you?

そちらはどうですか？

Thank you for your lesson.
Thank you for your time.

レッスンをありがとうございました。
お時間ありがとうございました。

I enjoyed the lesson.
It was fun.

レッスン楽しかったです。
楽しかったです。

You are welcome.

どういたしまして。

See you again.

また会いましょう。
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自己紹介をする。
英語

日本語

What is your name?

お名前は何ですか？

I'm Taro Sato.

サトウ・タロウです。

I'm teacher Salad.

サラダ先生です。

Nice to meet you.

会えてうれしいです。

How can I call you?
Can I call you Taro?

なんと呼べばいいですか？
タローと呼んでいいですか？

Please, call me Taro.

タローと呼んでください。

Could you tell me something about
yourself?
Please introduce yourself.

あなたについて教えてください。
自己紹介して下さい。

What do you do?
What do you do for a living?
What is your job?

職業は何ですか？

I work in an IT company.
I'm a college student.
I'm an engineer.
I go to ABC university.
I major in economics.
I study law.

私はIT企業で働いています。
私は大学生です。
私はエンジニアです。
私はABC大学に通っています。
私は経済学を選考しています。
私は法律を勉強しています。

世間話をする。
英語

日本語

Where is your hometown?

ホームタウンはどこですか？

How is the weather in the
Philippines?

フィリピンの天気はどうですか？

Where do you live?

どこに住んでいますか？

Did you have dinner/lunch/breakfast?

ご飯食べましたか？
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先生に質問する、要望を伝える。
英語

日本語

I would like to take Fundamental
Course lesson 2.

基礎コースのレッスン２を受けたいです。

I would like to start on page 3.

3ページから始めたいです。

Is this correct?

これは正しいですか？

Can you give me examples?

何か例をあげてくれますか？

How do you pronounce that?

どう発音するんですか？

Please correct my mistake.
Please correct my pronunciation.

間違いを直して下さい。
発音を正してください。

What does it mean?
What is the meaning of this?

どういう意味ですか？

How do you spell?

スペルを教えて下さい。

I understand.
I see.

わかりました。

I don't understand.

わかりません。

Could you say that again?
Can you repeat?
Pardon me.
Come again.

もう一度言ってもらえますか？

Please speak slowly.

もっとゆっくりお願いします。

Please explain in simpler way.
Could you say it in other way?

もう少し簡単に説明して下さい。
他の言い方が有りますか？

Can you type it on the chat box.

チャットボックスに書いてもらえます
か？

Just a moment, please.
Wait a minute, please.

ちょっと待って下さい。

Do you have any question?

何か質問は有りますか？

Please read the sentence.

文章を読んでください。

I will read A and you will read B.

私がAを読むので、あなたはBを読んでく
ださい。
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Skypeに関するトラブル。
英語

日本語

Can you hear me?
Can you see me?

私の声が聞こえますか？
私の映像が見えますか？

I can hear you well.
I can see you clearly.

よく聞こえます。
ちゃんと見えています。

The line is so noisy.

雑音がひどいです。

Your voice is choppy.
Your video is choppy.

声が途切れます。
映像が途切れます。

Please call me again.

かけ直して下さい。

Is it OK if I turn off the video?

ビデオを切ってもいいですか？

Can you see my message?

私のメッセージが読めますか？

I send you the file.
I send you the link.

ファイルを送ります。
リンクを送ります。

I can't open the file.
I can't open the link.

ファイルが開けません。
リンクが開けません。

Please check your microphone.
Please check your audio setting.

マイクをチェックしてください。
音声の設定をチェックしてください。

Please, accept my contact request.

コンタクト要求を承諾してください。
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