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語学講座 配布資料① Unit１ 

Classroom English 
 

1. How are you? 

(I’m)Fine(, thank you). 

Pretty good(, thank you). 

Not too bad(, thank you). 

I’m doing well(, thank you). 

And you? 

2. Please say that again. 

3. Once more, please. 

4. Please speak more slowly. 

5. I have a question. 

6. What does        mean? 

7. How do you spell       ? 

8. Could I borrow        , please? 

9. I’m sorry, I didn’t do my homework. 

10. I’m sorry, I am late. 

11. I’m sorry, I was late. 

12. I’m sorry, 

I can’t come to the next class. 

13. Just a moment, please. 

14. I’m not ready yet. 

15. I’m ready. 

16. I’m done./I’m finished. 

17. Now I understand. 

18. See you next week. → See you. Bye. 

19. Have a nice week(end). 

                      → You, too. 

 

お元気ですか？ 

元気です （ありがとう）。 

まあまあです。 

悪くないです、良いです。 

元気にしています。 

あなたは（元気ですか）？

もう一度言ってください。 

 

もう少しゆっくり話してください。 

質問があります。 

   とはどういう意味ですか？ 

   とはどのようなつづりですか？ 

   を借りていいですか？ 

宿題をしてこなくてすみません。 

遅れてすみません （レッスンの途中） 

遅れてすみません （レッスン終了後） 

すみませんが、 

次のレッスンには来られません。 

少し待ってください。 

まだ準備が出来ていません。 

準備が出来ています。 

終わりました。 

今やっとわかりました。 

来週会いましょう。   → さようなら。 

よい週（末）をお過ごしください。 

→ あなたも。 

Pair-work Classroom English 

1. I think the answer is  

2. What do you think?  

3. I agree. 

4. I don’t think so.  

5. Please start. 

6. I’ll start. 

答えは               だと思います。

あなたはどう思いますか？ 

私もそう思います。 

私はそうは思いません。 

あなたから始めてください。 

私から始めます。 
 

 

 

 

 

 

. 
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More Practice  

Vocabulary List 

 

 

Country 国名 Country Adjective  国名の形容詞 

Argentina アルゼンチン Argentine 

Belgium ベルギー Belgian 

Brazil ブラジル Brazilian 

Cambodia カンボジア Cambodian 

Chile チリ Chilean 

China 中国 Chinese 

Denmark デンマーク Danish 

Ethiopia エチオピア Ethiopian 

France フランス French 

Germany ドイツ German 

Greece ギリシャ Greek 

Iceland アイスランド Icelandic 

Indonesia インドネシア Indonesian 

Ireland アイルランド Irish 

Italy イタリア Italian 

Kenya ケニア Kenyan 

Korea 韓国 Korean 

Malaysia マレーシア Malaysian 

Myanmar ミャンマー Myanmar 

Nepal ネパール Nepalese 

the Netherlands オランダ Dutch 

New Zealand ニュージーランド New Zealand 

Norway ノルウェー Norwegian 

Peru ペルー Peruvian 

the Philippines フィリピン Philippine 

Poland ポーランド Polish 

Portugal ポルトガル Portuguese 

Saudi Arabia サウジアラビア Saudi Arabian 

Spain スペイン Spanish 

Switzerland スイス Swiss 

Thailand タイ Thai 

Turkey トルコ Turkish 

Uganda ウガンダ Ugandan 

Vietnam ベトナム Vietnamese 

Places Tourists May Go To  旅行者が行きそうな場所 

hospital/clinic 病院/診療所 city hall/ward office 市役所/区役所 

police station/police box 警察署/派出所 post office 郵便局 

restroom トイレ park 公園 

free wi-fi hotspot 無料 wi-fi ホットスポット station 駅 

gift shop 土産物店 drugstore 薬局 

museum 博物館・美術館 currency exchange 両替所 

electronics store 電器店 temple/shrine 寺/神社 
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More Practice 

 

 

Vocabulary List 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メンコ a toy 双六 a board game 

かるた playing cards いなり寿司 wrapped sushi 

お好み焼き a salty pancake 茶碗蒸し salty pudding 

浴衣 a casual kimono 扇子 a portable fan 

懐炉 a pocket heater 大福 a Japanese sweet 

蒲鉾 a fish cake 提灯 a lamp 

こんにゃく yam jelly 風呂敷 a wrapping cloth 

おしるこ sweet bean soup どら焼き a pancake sandwich 

あぶらとり紙 an oil removing sheet 乳酸菌飲料 a yogurt drink 

栄養ドリンク an energy drink マスク a flu mask 

パチンコ a pinball machine 鰹節 fish flakes 

地蔵 a guardian statue ガリ pickled ginger 
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Practice Part One 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kaminarimon         Sensoji Temple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Kappabashi                  Asahi Breweries 
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More Practice 

Vocabulary List 

タブレット tablet カメラ camera 

ホテルの部屋の鍵 hotel room key ハンドバッグ purse 

飛行機のチケット plane ticket キャリーバッグ roller bag 

指輪 ring コート coat 

腕時計 watch サングラス sunglasses 

クレジットカード credit card ネックレス necklace 

手袋 gloves ピアス/イヤリ ング earring(s) 

トラベラーチェック traveler’s check(s) ウエストポーチ fanny pack 

身分証明書 ID ノートパソコン laptop 

頭が痛い have a headache のどが痛い have a sore throat 

ぎっくり腰になる have a strained back めまいがする feel dizzy 

~を捻挫する sprain～ 吐き気がする feel nauseated 

遺失物取扱所 lost and found 警備員室 security office 

駅事務室 station office 交番 police box 

大使館 embassy 車掌室 conductor's compartment 
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More Practice Part One & Part Two 

Vocabulary List 

すだれ a bamboo blind きんぴらごぼう sautéed burdock root 

風鈴 a wind chime こんぺいとう sugar candy 

下駄 wooden clogs おこし crispy rice bars 

箸置き a chopstick rest 人形焼き doll-shaped pancake 

賽銭箱 an offertory box 梅干し a dried pickled plum 

かんざし an ornamental hairpin 焼酎 distilled liquor 

炊飯器 a rice cooker 干し柿 a dried persimmon 

孫の手 a back scratcher たくあん pickled radish 

のれん a shop curtain 文鎮 a paperweight 

湯船にタオルを入れる dip towels in the bath 

大声で話す speak in a loud voice 

合わせ箸（拾い箸、箸渡し）をする pass food with your chopsticks to someone else’s chopsticks 

靴をそろえる put your shoes straight 

帽子を脱ぐ take off your hat 

風呂椅子と洗面器を元の場所に戻す return the stool and washbowl to the original place 

 


