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SMAC 英会話倶楽部 

よく使うネイティブ英会話表現 

■調子はどうですか？              ・How are you doing? 

■今までどんな感じでしたか？          ・How have you been? 

 ■今まで何をしてた？              ・What have you been up to? 

■調子はどうだい？                ・How is life treating you? 

■調子はどうだい？                        ・How's it going? 

 ■何してるの？最近何かあった？            ・What's up? 

 ■後でね。(さようなら。)                  ・Later. 

 ■はじめまして お会いできてうれしいです。・Pleasure to meet you. 

■お会いできて良かったです。               ・It was nice meeting you. 

■お会いできて良かったです。               ・It was a pleasure meeting you. 

■お会いできて良かったです。               ・It was nice seeing you (again). 

■今度一緒に～をしよう。                   ・We should ～ sometime.  

■wanna=want to、gonna=going to        ・wanna, gonna 

■～をおごります。～をごちそうします。     ・～on me 

 ■あなたに～を紹介させてください。         ・I would like to introduce you to my ～. 

■今、何時ですか？                         ・Do you have the time?  

■今、何時かご存知ですか？                 ・Do you know what time it is? 
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■～はいかがですか？                             ・Would you like something ～? 

■あなたの趣味は何ですか？好きなことは何ですか？   ・What do you like to do in your spare time? 

■調子はどうですか？                 ・How are you doing? 

■今までどんな感じでしたか？             ・How have you been? 

■今まで何をしてた？                 ・What have you been up to?  

■調子はどうだい？                  ・How is life treating you?  

■調子はどうだい？                  ・How's it going? 

■何してるの？最近何かあった？            ・What's up? 

■後でね。(さようなら。)               ・Later. 

■はじめまして お会いできてうれしいです。      ・Pleasure to meet you. 

■お会いできて良かったです。             ・It was nice meeting you.  

■お会いできて良かったです。             ・It was a pleasure meeting you. 

■お会いできて良かったです。             ・It was nice seeing you (again). 

■今度一緒に～をしよう。               ・We should ～ sometime. 

■wanna=want to、gonna=going to          ・wanna, gonna  

■～をおごります。～をごちそうします。        ・～on me 

■あなたに～を紹介させてください。                    ・I would like to introduce you to my ～. 

■今、何時ですか？                                    ・Do you have the time? 
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■今、何時かご存知ですか？                            ・Do you know what time it is?  

■～はいかがですか？                                  ・Would you like something ～? 

■あなたの趣味は何ですか？好きなことは何ですか？      ・What do you like to do in your spare time? 

■私は～することが趣味です。私は～することが好きです。 ・I like to ～ in my spare time. 

 ■～が分からなかったです。                            ・I didn't catch ～. 

■すみませんが・・                                     ・Pardon me. 

■天気はどうですか？                                   ・How is the weather?とその回答 

■～してくれますか？                                   ・Can you ～? Could you ～? 

■～してもよろしいですか？                             ・May I ～? 

■～してくれる？                                       ・Will you ～? Would you ～? 

■～をしなければならい                                 ・have got to ～ 

■良い～をお過ごしください。                           ・Have a good ～. Have a nice ～. 

■遠回しに言う                                         ・beat around the bush 

■～をずっとしている                  ・have ～、have been ～ing 

■時間をつぶす、暇をつぶす               ・kill (some) time 

■～をする予定です、～をするかもしれません       ・plan on ～、be planning on ～ 

■私と～                        ・me and ～ 

■～に偶然会う                     ・run into ～  

■問題がある                      ・run into trouble/problems 
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■嘘でしょ！信じられない！               ・Get out of here!  

■冗談でしょ！                     ・You got to be kidding me! 

■～を試す、～をやってみる               ・give ～ a try 

■無理でしょ！嘘でしょ！              ・In your dreams! 

■どういたしまして                                  ・No problem. /Don't worry about it. 

■～をしたことはありますか？                        ・Have you (ever) ～? You ever ～? 

■～を知っていますか？～はご存知ですか？            ・Do you know ～? You know ～? 

■ベッドを整える                                    ・make my bed 

■気にしません                                       ・don't mind 

■～を高速でします。                                 ・fly  

■電話での基本的な表現                               ・This is ～. May/Can I ask who is calling? 

■◯◯の×× ※Mike's car=マイクの車                  ・◯◯'s ××  

■～を知っている、～を分かっている                    ・have a clue  

■(衝撃的で)言葉が見当たりません。           ・I'm at a loss for words.  

■あなたたち、みんな                 ・you guys/you all(y'all)  

■～を助ける、～に拍手を送る             ・give ～(person/people) a hand  

■S ができる限り～                  ・as ～ as S can 
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■～に頼る、～しだいである              ・depend on ～ 

■私は～することが趣味です。私は～することが好きです。  ・I like to ～ in my spare time. 

■～が分からなかったです。                              ・I didn't catch ～.  

■すみませんが・・                                      ・Pardon me.  

■天気はどうですか？                                    ・How is the weather?とその回答  

■～してくれますか？                                    ・Can you ～? Could you ～? 

■～してもよろしいですか？                              ・May I ～? 

■～してくれる？                                        ・Will you ～? Would you ～? 

■～をしなければならい                                  ・have got to ～ 

■良い～をお過ごしください。                            ・Have a good ～. Have a nice ～. 

■遠回しに言う                                          ・beat around the bush 

■～をずっとしている                                    ・have ～、have been ～ing 

■時間をつぶす、暇をつぶす                              ・kill (some) time 

■～をする予定です、～をするかもしれません              ・plan on ～、be planning on ～ 

■私と～                                                ・me and ～ 

■～に偶然会う                                          ・run into ～ 

■問題がある                                            ・run into trouble/problems 

■嘘でしょ！信じられない！                              ・Get out of here!  
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■冗談でしょ！                                         ・You got to be kidding me! 

■～を試す、～をやってみる                             ・give ～ a try 

■無理でしょ！嘘でしょ！                                 ・In your dreams!  

■どういたしまして                                       ・No problem. /Don't worry about it.  

■～をしたことはありますか？                             ・Have you (ever) ～? You ever ～?  

■～を知っていますか？～はご存知ですか？                 ・Do you know ～? You know ～?  

■ベッドを整える                                         ・make my bed 

■気にしません                                            ・don't mind 

■～を高速でします。                                       ・fly 

■電話での基本的な表現                                    ・This is ～. May/Can I ask who is calling? 

 ■◯◯の×× ※Mike's car=マイクの車                      ・◯◯'s ××  

■～を知っている、～を分かっている                        ・have a clue  

■(衝撃的で)言葉が見当たりません                         。・I'm at a loss for words. 

■あなたたち、みんな                                       ・you guys/you all(y'all) 

■～を助ける、～に拍手を送る                               ・give ～(person/people) a hand 

■S ができる限り～                                          ・as ～ as S can  

■～に頼る、～しだいである                                  ・depend on ～ 
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