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初対面の外国人に対して使う日常英会話例 

 

英会話のポイント 

・初対面の際は、まずは、自分がどんな人物かを簡単に説明し、相手のことを聞いていくのが 

自然な流れです。 

・英会話は特別なものではなく、普段、皆さんが初対面の人とならば、どのような会話をしているかを

想像しながら、完璧な英語である必要はないので、楽しく会話を進めることを心かげて見て下さい。 

・なお、外国人に対しては、①年齢、②宗教の２つの質問は、通常タブーになっています。 

採用面接でも年齢を聞くことがない場合もありますし、また、個の思想を重視する英語圏に 

おいて、どの宗教に属しているか質問をすることも稀ですので、お薦めしません。 

 

❏自己紹介 

【パターン A：オーソドックス編】 

・I'm ◯ ◯ . Nice to meet you.（アイム ◯ ◯ ナイスツー ミー チュー） 

⇒ はじめまして、◯ ◯ です。 

・I am glad to talk to you. Thank you for coming today. 

（アイム グラド ツゥー トーク ツゥー ユー. サンキュー フォー カミング トゥデイ） 

⇒ 今日、お話できて嬉です。今日は来てくれてありがとうございます） 

・Let me introduce myself briefly.（レット ミー イントロデュース ミー ブリーフリー） 

⇒ 簡単に自己紹介させてください。 

・I was born and raised in Hokkaido. I studied ◯ ◯ in my school. 

（アイ ワズ ボーン アンド レイズデゥ イン 北海道。アイ スタディーデゥ◯ ◯ イン マイ スクー

ル） 

⇒ 私は生まれも育ちも北海道で、学校では◯ ◯ を学びました。 

・Please call me △△. I want to enjoy conversation with you today. 

（プリーズ コール ミー △△。アイ ワントゥ ツゥー エンジョイ カンバーセーション ツゥデイ） 

⇒ ◯ ◯ と呼んでください。今日の会話を楽しみにしています。 

 

【パターン B：家族紹介編】 

・I'm ◯ ◯ . Great to talk to you today.（アイム ◯ ◯ 。グレイト ツゥー トーク ツゥー ユー ツディ） 

⇒ はじめまして、◯ ◯ です。今日はお話が出来て嬉しいです。 

・I would like to introduce myself.（アイ ウデゥ ライク ツゥー イントロデュース マイセルフ） 

⇒ 自己紹介させて頂きます。 

・I have a family, my wife and two children.  

（アイ ハブゥ ア ファミリー、マイ ワイフ アンド ツゥー チルドレン） 

⇒ 私の家族は、妻と２人の子供がいます。 

・I have a pet, one dog. Its name is ◯ ◯.（アイ ハブ ア ドッグ. イツ ネイム イズ◯ ◯） 

⇒ 私は、ペットの犬を買っています。名前は、◯ ◯です。 

・Please call me △△. I want to enjoy conversation with you today. 

（プリーズ コール ミー △△。アイ ワントゥ ツゥー エンジョイ カンバーセーション ツゥデイ） 

⇒ △△ と呼んでください。今日の会話を楽しみにしています。 
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【パターン C：趣味編】 

・My name is ◯ ◯ . Great to talk to you today. 

（アイム ◯ ◯ 。グレイト ツゥー トーク ツゥー ユー ツディ） 

⇒ はじめまして、◯ ◯ です。今日はお話し出来て嬉しいです。 

・I am a big fun of golf.（アイ アム ア ビッグ ファン オブ ゴルフ） 

⇒ 私は、ゴルフが大好きです。 

・I play golf every weekend and the best score is △△. 

（アイ プレイ ゴルフ エブリ ウイークエンド アンド ザ ベスト スコアー イズ △△） 

⇒ 私は毎週末ゴルフに行っていて、ベストスコアーは、△△です。） 

・I have played it for ten years. （アイ ハブ プレイド イト フォー テン イヤーズ） 

⇒ ゴルフは、１０年程しています。 

・Please call me △△. I want to enjoy conversation with you today. 

（プリーズ コール ミー △△。アイ ワントゥ ツゥー エンジョイ カンバーセーション ツゥデイ） 

⇒ △△と呼んでください。今日の会話を楽しみにしています。 

 

【パターン D：旅行編】 

・My name is ◯ ◯ . Great to talk to you today. 

（アイム ◯ ◯ 。グレイト ツゥー トーク ツゥー ユー ツディ） 

⇒ はじめまして、◯ ◯ です。今日はお話し出来て嬉しいです。 

・I like travelling.（アイ ライク ツゥー トラベル） 

⇒ 旅行が好きです。 

・I enjoyed eating local food and sight-seeing. 

（アイ エンジョイデゥ イーティング ローカル フードゥ アンド サイトスィーイング） 

⇒ 地元の食事や観光を楽しみました。 

・I want to go to □□ in this year. （アイ ワンツゥ ツゥー ゴー ツゥー □□ インディス イヤー） 

⇒ 今年□□に行きたいと思っています。 

・Please call me △△. I want to enjoy conversation with you today. 

（プリーズ コール ミー △△。アイ ワントゥ ツゥー エンジョイ カンバーセーション ツゥデイ） 

⇒ △△ と呼んでください。今日の会話を楽しみにしています。 

 

【パターン E：余暇の過ごし方編】 

・I love bird watching and reading books. 

（アイ ラブ バード ウォッティング アンド リーディング ブックス） 

⇒ 私は、野鳥の観察や読書が好きです。（※下線部に、ご自身の趣味を入れてください。） 

・I enjoy taking care of my family when day off. 

（アイ エンジョイ テイキング ケアー オブ マイ ファミリー ウエン デイオフ） 

⇒ 休みの日は、家族サービスの日にしています。 

・In my free time, I like going out with friends and outdoor activities. 

（イン マイ フリー タイム アイ ライク ゴーイング ウイズ フレンズ アンド アウト 

ドアー アクティビティーズ） 

⇒暇なときは、友達と出かけたり、アウトドアー活動をしています。 
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❏仕事紹介 

・I run my own company and sell □□. 

（アイ ラン マイオン カンパニー アンド セル □□） 

⇒私は自分の会社を経営していて、□□を販売しています。） 

・I’m a management consultant and give advice to my clients. 

（アイム ア マネジメントコンサルタント アンド ギブ アドバイス ツー マイ クライアンツゥ） 

⇒ 私は経営コンサルタントで、クライアントに経営のアドバイスをしています） 

・My company exports □□ to foreign centuries. 

（マイ カンパニー エキスポーツゥ □□ ツー フォーリンカントリーズ） 

⇒ 私は、海外に□□を輸出しています 

・I work for ◯ ◯ company in sales department as a division director 

（アイ ワーク フォー◯ ◯ カンパニー イン セールス デパートメント アズ ア ディビジョン ディ

レクター） 

⇒ 私は、◯ ◯ 社の営業部で部長として働いています。 

・My company was established ten years ago. 

（マイ カンパニー ワズ エスタブリッシュツゥ テン イヤーズ アゴウ） 

⇒ 会社は、１０年前に設立しました。 

・My company has 20 employees.（マイ カンパニー ハズ 20 エンプロイーズ） 

⇒ 社員は、２０名います。 

・My company vision is to make people happy through our products. 

（マイ カンパニー ビジョン イズ ツゥー メイク ピープル ハッピー スルー アワー プロダクト） 

⇒ 会社の理念は、私達の製品を通して、皆さんを幸せにすることです。 

 

  

参考：役職一覧 

会長（Chairman of the Board）、副会長（Deputy Chair） 

代表取締役社長（President & Representative Director） 

代表取締役副社長（Vice President & Representative Director）、 

社長（President）、副社長（Vice President） 

代表取締役（Executive Director）、専務取締役（Senior Managing Director） 

常務取締役（Managing Director）、取締役（Member of the Board of Directors） 

役員（Board Member）、監査役（Auditing Director）、委員長（Committee Chair）、顧問（Consultant）、

相談役（Adviser）、支店長（Branch Manager）、店長（Store Manager）、本部長（Division Director）、事

業部長（Division Director）、部長（Department Manager）、課長（Manager） 

係長（Deputy manager）、主任（Senior Staff）、工場長（Factory Manager）、社員（Staff） 

 

参考：部署一覧 

人事部（Personnel Department）、経理部（General Accounting Department） 

営業部（Sales Department）、企画部（Planning Department）、購買部（Purchasing Department） 

財務部（Finance Department）、総務部（General Affairs Department）、法務部（Legal Department） 

広報部（Public Relations Department）、研究開発部（Research and Development Department） 
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相手へ質問する際に使う英会話例 

❏一般的な質問 

・Where are you from?（フォエアー アー ユー フローム？） 

⇒どちらからいらしたのですか？ 

 

・Why do you study Japanese?（フォアイ デゥー ユー スタディ ジャパニーズ？） 

⇒なぜ、日本語を勉強しているのですか？ 

 

・How's the weather in ◯◯？（ハウズ ザ ウェザー イン ◯◯？） 

⇒（◯◯）の気候はどんな感じですか？ 

 

・How do you like Sapporo?（ハウ デゥー ユー ライク サッポロ？） 

⇒札幌はいかがですか？ 

 

・Where have you visited in Japan?（フォエアー ハブ ユー ビジィティデゥ イン ジャパン？） 

⇒日本はどんな所に行かれましたか？ 

 

・I recommend visiting △△.（アイ レコメンド △△） 

 ⇒△△へ観光するのをおすすめします。 

 

・How long are you planning to stay?（ハウ ロング アー ユー プラニング ツゥー ステイ？） 

⇒どのぐらい滞在予定ですか？ 

 

・How do you like Japanese food?（ハウ デゥ ユー ライク ジャパニーズ フーデゥ？） 

⇒日本食はどうですか？ 

 

・What’s the national dish of ◯◯？（ワッツ ザ ナショナル ディッシュ オブ ◯◯？） 

⇒◯◯の国民食（代表的な料理）はなんですか？ 

 

・Do you play any sports?（デゥ ユー プレイ エニ スポーツ？） 

⇒何かスポーツやっていますか？ 

 

❏英会話を盛り上げるための質問方法 

英会話において、効果的に会話を盛り上げるには、下記の順番で質問すると有効です。 

①「What」（何）⇒ ②「Why」（なぜ）⇒ ③「How」（どのように） 

詳細は、動画にしていますので、ぜひ、ご覧ください。 

 

【動画】こう質問すれば、英会話は弾む！ ⇒ https://youtu.be/uOm42qYIp9c 
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❏英語が聞き取れない時の英会話例 

 

・Could you repeat that?（クジュ リピート アゲイン？） 

⇒もう一度言っていただけますか？ 

・Could you speak more slowly?（クジュ スピーク モアー スローリー？） 

⇒もう少しゆっくり話していただけますか？ 

・What does ◯ ◯  mean?（ワット ダズ ◯ ◯ ミーン？） 

⇒◯ ◯はどういう意味ですか？ 

・How do you spell △△?（ハウ デゥー ユー スペル イト？） 

⇒◯ ◯は、どのようなスペルですか？ 

 

最後に 

・外国人が望んでいることは、言語を通してコミュニケーションを取ることです。彼らは、日本人に

対して完璧な英語での受け答えではなく、人間同士の会話のやり取りをすることを期待しているこ

とをぜひ、心に留めておいて頂ければと思います。 

・ぜひ、この機会を利用して、異文化の考え方や、外国人が日本・日本人に対して感じている印象な

ど、楽しい会話の機会になることを祈念しております。 

 

 

以上 
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