声が聞こえにくい、姿が見えない場合等に

わたし（の声）が聞こえますか？

Can you hear me?

わたし（の声）が明瞭に聞こえますか？

Can you hear me clearly?

よく聞こえません。

I can't hear you.

ノイズがあります。

There is a noise.

わたしが見えますか？

Can you see me?

あなたの姿が見えません。

I can't see you.

わたしはウェブカメラを持っていません。 / 使いませ

I don't have a web camera. / I don't use a web

ん。

camera.

ビデオチャットを止めてもらっていいですか？（音声だ

Could you stop the video chat?

けにしたい場合）

ネットやパソコンの調子が悪い時に

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ますね。

Let me restart my computer.

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いいですか？

Could you restart your computer?

いちど Skype 会話を切っていいですか。

Can I hang up in Skype for a moment?

かけ直してもらえますか？

Could you call me again?

ちょっと待って

Please wait for a moment.
One moment please.

もっとゆっくりお願いします。

More slowly please.

えっ？（聞こえなかった時）

Pardon? / Sorry?

あなたが言った内容が分かりませんでした。

I can't get you.
I can't understand you.
I'm sorry, I don't get it.

もう一度言ってもらえますか？

Could you please say it (or that) again?
I am sorry, come again?
I am sorry, could you repeat it?

なんて書くのかつづりが知りたいです。

I want to know the spelling.
Could you spell it out?
Could you give me the spelling?

チャットボックスに入力してもらえますか？

Could you type in (the Skype's) chat box / mess
age box please?

ちがう言い方で言ってもらえますか？

Could you say it in other way please?

すみません、わたしはそれをまだ理解していません。

Sorry, I still missed that.

すこし考えていいですか？

Let me think for a while.

辞書を引いてもいいですか？

Can I check it in my dictionary?

"○○○○"ってなんですか？

What is "○○○○"？
What "○○○○" means？

How are you? の答え方

元気です、ありがとう。

I'm fine, thank you.

元気です。あなたはどうですか？

I'm good, and you/how about you?

ありがとう、大丈夫です。

I'm okay, thank you.

すごく調子がいいです！

I'm doing very well!
I'm doing great!

あまり調子が良くありません。

I'm not feeling well.

少し疲れています。

I'm a little tired.

すごく疲れています。

I'm really exhausted.

How was your day? (今日はどうでしたか？) の答え方

今日は調子が良かったです。

It was good.

今日は調子が悪かったです。

It was not good.

楽しかったです。

It was fun.

今日は一日中働いていました。

I was working all day.

友達に会いました。

I met my friend.

買い物に行きました。

I went shopping.

おいしいものを食べました。

I ate delicious food.

同意

わかりました。

I see.

わかりました！

I got it!

私もそう思います。

I think so.

そのとおりですね。

You're right.

全くそのとおり！

Exactly!

間違いない！

Absolutely!

賞賛、ほめる

いいですね。/ よさそうですね。

Good. / Sounds good.

面白そうですね。（興味深い時）

Sounds interesting.

面白そうですね。（楽しそうな時）

Sounds fun.

もちろんです。

Of course. / Sure.

よかったですね！

It was good!

すごい！

Great! / Amazing!

もしかしたら、多分（確信を表す言葉）

多分、十中八九

Probably.（確信度 80%）

もしかしたら、多分

Maybe.（確信度 60%）

もしかしたら/あるいは。

Perhaps.（確信度 40%）

ひょっとしたら

Possibly.（確信度 20%）

その他

そうねえ…

Well…

どう言ったらいいのか…

How do I say…

ほんとに？

Really?

大丈夫です

It's okay.

それは残念でしたね。

I'm sorry to hear that.

あらあら！/ええっ！/うわあ。

Oh my goodness! / Oh my gosh!

終わりの時間が近づいた時の講師のセリフ

時間をつかいはたしてしまいました。

We are running out of time.

もう時間ですね。

It's already time.

お別れのあいさつ

ありがとうございました。

Thank you so much.

レッスン楽しかったです！

I really enjoy your lesson!

次回また会いましょう

See you next time.

またね！

See you again!

よい一日を！

Have a nice day!

おやすみなさい。

Good night.

さようなら。

Bye. / Bye bye.

