ECOS - English Conversation On Sundays ★自己紹介（例）★
１ 私は○○と申します。
My name is ○○.
２ 私は○○（職業）をしています。
I’m a ○○（職業）.
I’m working for the ○○（団体名など）
職業の例
administrative assistant / office clerk（事務職） daycare worker（保育士）
government official（公務員）※公務員の場合には以下のように言った方が自然です。
I’m working for the ○○ city government.
hairdresser（美容師） housewife（主婦） journalist（報道関係）
lawyer / attorney（弁護士） passenger service agents（グランドホステス）
sales representative / sales rep（営業職） securities company（証券会社）
store employee（ショップ店員） system engineer（システム・エンジニア）
veterinarian / vet（獣医）
３‐１

私は○○に住んでいます。
I live in ○○.
３‐２ 私は○○駅の近くに住んでいます。
I live near ○○ station.
４ 私の職場は○○駅の近くです。
I work near ○○ station.
５ 私は○○（都道府県）の出身です。
I’m from ○○ prefecture.
※東京都は Tokyo Metropolitan area。ただし「東京都出身です」という場合には、
I’m from Tokyo. と言った方が自然です。
６ 私は○○をするのが好きです。
I like –ing (
).
※”hobby”は専門の経験や知識を必要とするものを言う時に使います（華道、茶道など）。
※(
)の中に物を入れた方が自然になることが多いと思います。例えば、
I like reading. より I like reading books.（私は読書が好きです。）
趣味の例
cooking（料理） drinking（お酒を飲むこと） drawing pictures（絵を描くこと）
growing vegetables in my garden（家庭菜園） Japanese flower arrangement（華道）
Japanese tea ceremony（茶道） jogging（ジョギング） listening to music（音楽鑑賞）
making sweets（お菓子作り） playing the piano（ピアノを弾くこと）
playing with my pet（ペットと遊ぶこと） taking photos（写真撮影）
trekking in mountains（一般的な登山） walking（散歩） watching movies（映画鑑賞）

★相手への質問（例）★
1: Do you use English on business?
仕 事で 英語 を使 い ます か。
2: Why do you study English?
な ぜ英 語を 勉強 し てい るの です か。
3: Could you please tell me your job in detail?
お 仕事 につ いて 詳 しく 教え てい ただ け ます か。
4: What do you like doing on weekends?
週 末 は よく 何を し てい ます か。（ 週末 に何 をす るの が好 き です か。）
5-1: Have you ever been to foreign countries?
海外 の国 へ行 った こ とが あり ます か。
5-2: How many countries have you ever been to?
今ま で何 か国 に行 っ たこ とが あり ます か 。
★会話でよく使う単語・熟語★
時間に関係するもの
最近 lately
今まで until now
これから from now on
さっき a little while ago
一昨日 the day before yesterday
明後日 the day after tomorrow
先々週 the week before last
１年半前 a year and a half ago
月に２回 twice a month
２週間ごと every 2 weeks
一日中 all day long
３年振り for the first time in 3 years
場所に関係するもの
右側 on your right
左斜め前 in front on your left
向かい側に across
反対側に to the opposite side
歩いて５分くらい it’ll be about 5 minutes’ walk
電車で３０分くらい it takes about 30 minutes by train
有楽町から電車で３駅 it’s the third stop after Yurakucho
東京都（内）の北 in the north of Tokyo
東京都（外）の北 to the north of Tokyo
その他（さらっと使えたら cool!）
ところで by the way
とにかく anyway
実は actually
その時 then
そんな感じ。 Sort of.
いいね！ Awesome!
まさか！ No way!
場合によるね。 It depends.
もしそうなら if it is the case
あなたがそういうなら if you say so
わかった！ I got it!
（それで）思い出した！ That reminds me!
思い出しそう。 It’ll come to me.
わかるよ。 I know what you mean.
私も（する）。 So do I. / Ditto.
私も（しない）。 Neither do I.

