「DMM英会話」で使えるフレーズ紹介【小中学生向け】
接続チェック
Can you hear me?（私の声が聞こえますか？）
→Yes, I can.（聞こえます。）
Can you see me?（私のことが見えますか？）
→Yes, I can.（見えます。）

１ 挨拶
Hello. こんにちは
（朝：Good morning 昼：Good afternoon 夕方：Good evening)
How are you? （お元気ですか？調子はどうですか？）
→I’m fine, thank you. How about you? （元気です。ありがとう。あなたは？）
→I’m fine. Thank you. （私も元気です。ありがとう。）
Nice to meet you. （はじめまして。）
→Nice to meet you too. （こちらこそよろしくね。）

２ 自己紹介
What is your name? （あなたの名前を教えてください。）
→ My name is 〜. （私の名前は〜です。）
→Please call me 〜. （〜と呼んでください。※ニックネームがあればニックネーム）
Where are you from? （ご出身はどちらですか？）
→I’m from 〜. （〜出身です。）
例） Japan 日本 the Philippines フィリピン Serbia セルビア
Where do you live? （どちらにお住まいですか？）
→I live in Kochi prefecture. （高知県に住んでいます。）
How old are you? （おいくつですか？）
→I’m 〜 years old. （〜才です。）
What grade are you in? （何年生ですか？）
→I’m in 〜 grade.
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th （１年生から６年生）
What club are you in? （どのクラブに入っていますか？）
→I’m in the 〜 club. （〜クラブに入っています。）
例）badminton club バトミントンクラブ handcraft club 手芸クラブ

Do you have brothers or sisters? （兄弟はいますか？）
→Yes, I do. （はい。います。）
→No, I don’t. （いいえ。いません。）

３ 好きなことを伝える
What do you like to do in your free time? （好きなことはなんですか？）
→I like 〜. （〜することが好きです。）
例）playing with my friends （友達と遊ぶこと。）
playing baseball （野球をすること）
playing soccer （サッカーをすること。）
playing the piano （ピアノを弾くこと。）
reading books （本を読むこと。)
playing video games （ゲームをすること。）
watching Youtube （YouTubeをみること。）
drawing pictures （絵を書くこと。）
What is your favorite animal?（好きな動物は？）
→I like 〜. （〜が好きです。）
例）dogs 犬 cats 猫 elephants ゾウ hamsters ハムスター dolphins イルカ
What is your favorite food?（好きな食べ物は？）
→I like 〜. （〜が好きです。）
例）sushi 寿司 curry and riceカレー pancakes パンケーキ omelet rice オムライス
What is your favorite color?（好きな色は？）
→I like 〜. （〜が好きです。）
例）blue 青 pink ピンク yellow 黄色 green 緑 purple 紫 red 赤 orange オレンジ black 黒
What is your favorite subject?（好きな教科は？）
→I like 〜. （〜が好きです。）
例）math（算数） Japanese（国語） social study（社会) science（理科） P.E. （体育）

４ 別れの挨拶
It was nice to meet you. （お会いできてよかったです。）
Thank you! （ありがとう。）
Have a nice day. （良い1日を。）
See you. （さようなら。）

