イープロのオンライン英会話

（困ったときのフレーズ集）

スカイプ通話時に
［ 私の声が聞こえますか？と聞かれたら ］
Can you hear me ?
聞こえます。

I can hear you.

はい、はっきり聞こえます。

Yes, I can hear you clearly.

聞こえません。

I can't hear you.

いいえ、はっきり聞こえません。

No, it is not clear.

［ 私の姿が見えますか？と聞かれたら ］
Can you see me ?
見えます。

I can see you.

見えません。

I can't see you.

私はウェブカメラを持っていません。

I don't have web camara.

［ ネット回線やパソコンの調子が悪いとき ］
ネット回線がおかしいみたい。

Something is wrong with the internet connection.

パソコンを再起動していいですか？

Can I restart my computer?

（講師に）パソコンを再起動してもらってもいいですか？

Could you restart your computer?

レッスンの時に
［ レッスンが分かりますか？と聞かれたとき ］
Do you understand ?
分かります。

I understand.

分かりません。/ 理解していません。

I don't understand.

えっ？んん～？（聞き取れなかったとき）

Pardon?

何て言ったのですか？

What did you say?

もっとゆっくり話してください。

More slowly please.

もう一度言ってもらえますか？

Can you say that again?

チャットBOXに書いてください。

Please write in chat box.

ちがう言い方で言ってください。

Could you say that in a different way?

辞書を引いてもいいですか？

Can I check it in my dictionary.

”○○○”って何ですか？

What is "○○○”?

［ 質問はありますか？と聞かれたとき ］
Is there any question?
はい問題ありません。

I don't have any problem./ No.problem.

もう一度今のところを教えてくさい。

Please teach it once again.

［ つぎに進んでいいですか？と聞かれたとき ］
Can I proceed next ?
はい、お願いします。

Yes,I ask./ O.K

ちょっと待ってください。

Please wait.

［ あいづち、返事 ］
わかりました。

I see.

私もそう思います。

I think so.

そのとおりですね。

You're right.

いいですね。

Good.

面白そうですね。

Sounds fun.

もちろんです。

Sure.

すごい！

Amazing!/ Great!

大丈夫です。

It's okay.

本当に？

Really?

［ 終わりのあいさつ ］
もう時間ですね。

It's already time.

ありがとうございました。

Thank you so much.

楽しかったです。

I was fun.

またね！

See you again!

また次回会いましょう。

See you next time.

良い1日を！

Have a nice day.

さようなら。

Good-Bye.

レッスンの時に講師が聞くこと
［ 元気ですか？と聞かれたとき ］
How are you?
元気です。あなたはどうですか？

I am fine, How are you?

私も元気ですよ。

Me, too.

調子いいですよ。

Iam doing great.

少し疲れています。

I am a little tired.

［ 今日はどうでしたか？と聞かれたとき ］
How was your day?
今日は一日中仕事でした。

I was working all day.

今日は友達と遊んでいました。

I played with afriend today.

買い物に行きました。

I went shopping.

［ 講師からよく話すフレーズ ］
自己紹介をして下さい。

Please introduce yourself.

チャットボックスを見てください。

Please look at the chat box.

繰り返してください。

Please repeat.

読んでください。

Please read.

