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１．あいさつの決まり文句 
 

1．（いつでも使えるあいさつ）       Hello. 

2. やあ。／ あら。                   Hi. 

3．（朝のあいさつ）         Good morning. 

4．（お昼のあいさつ）     Good afternoon.         

 5．（夕方のあいさつ）     Good evening. 

6.（おやすみ(夜)のあいさつ）     Good night. 

 7. はじめまして。             How do you do?     

 8. どうぞよろしく。      Nice to meet you. / Nice meeting you. 

9. こちらこそ。                   Nice to meet [meeting] you, too. 

10. お話できて楽しかったです。     Nice talking to you. 

11. それでは失礼します。          Then [Well], good-bye. 

12. さようなら。                   Good-bye. 

13. それじゃまたあした。      See you tomorrow.             

14. じゃあね。                     See you.         

15. 元気でね。／ がんばってね。                     Take care. / Take it easy. / Good luck. 
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2. あいづちの決まり文句 
 
 

44. なるほど。                I see.      

45. ほう。／えぇ。／うん。         Uh-huh. / Mm. 

46. その通りです。          Right. / That's right.  

47. ほんとうにそうですね。    Sure. / That’s true. 

48. そうなんですか。           Is that so? / I see. 

49. ほんとうですか。        Really?  

50. それはいい考えですね。   That's a good idea. 

51. そうだと思います。          I think so.  

52. そうだといいですね。        I hope so. 

53. たぶん（です）ね。              Maybe. / Probably. 

54. 同感 [同意見] です。               I agree (with you). 

55. すばらしいですね。        (Oh,) That's wonderful! 

56. 悪くない（です）ね。              Not bad. 
   ／ いいですねぇ。 

57. カッコいい。               It’s neat. / Cool! 

58. すごい。                 Great! / Terrific!  
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3. 天気の決まり文句 
 

74. すがすがしい朝ですね。     It's a nice morning, isn't it?  

75. 気持ちのいい夕方ですね。    It's a pleasant evening, isn't it? 

76. すばらしい天気ですね。               What a beautiful day! 

77. 曇っていますか。           Is it cloudy? 
 
78. 外は雨ですか。              Is it raining outside? 

79. 雨の（が降っている）ようですね。          Looks like rain [raining]. 

79. 雨だ。                     Look at the rain. 

80. いやな雨[天気]だ。              Awful [Terrible] weather! 

84. この傘をお持ちなさい。     Take this umbrella. 

85. 小降りですね。              It's a light rain. 

86. パラパラ雨ですよ。         It's just a sprinkle. 

80. 台風のようですね。        Sounds[Looks] like a typhoon. 

82. あしたは天気になってほしいな。 I hope it'll be fine tomorrow. 
 
87. 予報はどうですか。           What does the weather reporter say? 
 
88. 予報では、雨が降ったり   The forecast says it will be raining on    

         やんだりです。 and off. 
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９. お礼の決まり文句 
 

 

195. ありがとうございます。   Thank you very much. 

196. ありがとう。            Thank you. / Thanks a lot. 

197. 来てくれてうれしいです。         I'm glad you could come. 

198. 感謝します。             I appreciate it. 

199. どういたしまして。    You're welcome. / It’s my pleasure. 

200. そんなこと何でもありません。 Oh, (it’s) nothing.       

201. ご親切にどうも。           It's very kind [nice] of you. 

202. あなたは親切な方ですね。   You are a very kind person. 

203. やさしくして頂いてどうも。   You've been nice to me. Thank you. 

204. あなたはいいかたですね。   You are (so) nice. 

205. 褒めていただいてどうも。 Thank you for the compliment. 
 
206. 貴重なお時間をありがとう Thank you for your precious time. 

ございました。            

207. ご親切は決して忘れません。  I'll never forget your kindness. 

208. いろいろとどうもありがとう。     Thank you very much for everything. 

209. すてきなパ－ティーを  Thank you for a wonderful patty. 
     ありがとうございました。   
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16. 電話での決まり文句 
 

316. もしもし。工藤さんでしょうか。                  Hello. Is this Ms. Kudo (speaking)?             

317. スミスさんをお願いします。  I’ d like to talk to Mr. Smith, please.  

318. どちらさまでしょう。          Who’s calling, please? 

319. 山本です。                This is Yamamoto speaking.  

320. こちらは営業部です。         Business department here. 

321. 内線 821 番をお願いします。    Extension 821, please. 

322. ナンシーさんはいらっしゃい Is Ms. Nancy there? 
ますか。       

323. わたしですが。               Speaking. 

324. 彼女は今日休んでいます。       She is absent today. 

325. 今朝は出社していません。            I’m sorry, he is not in the office this 
                           morning. 
 
326. もう、帰宅しました。        I’m sorry, he has already left the                           

 office. 

327. 出張中です。                 He’s on a business trip. 
 
328. いつお帰りでしょうか。       When will he be back?  

329. のちほど電話します。     I’ll call her later. 
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17. 外国人への質問の決まり文句 
 

363. アメリカのかたですか？    Are you (an) American? 

364. イギリスのかたですか？   Are you from Britain? 

365. どちらの国からいらっしゃった What country are you from? 
のですか。                    

366. お名前は何とおっしゃい   May I have your name, please? 
ますか。                       

367. 苗字はどう綴るのですか。     How do you spell your family name? 

368. あなたをどうお呼びすれば What do I call you? 
いいですか。                  

     ／ジョンと呼んでください。                /  Just call me John. 

369. あなたは観光客ですか。       Are you a tourist? 

370. ひとりで旅行なさっている  Are you traveling alone? 
のですか。                                      

371. 故郷はどちらですか。         Where’s your home town? 

372. さみしくはありませんか。       Aren’t you lonely? 

373. ときどきホームシックに    Do you sometimes get homesick? 
なったりしますか。                  

374. 日本には、いついらしゃい  When did you arrive in Japan? 
ましたか。                    
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406. どんな映画がいいですか。      What kind of movies do you like? 

407. 将来は特別のご計画でもお持ち     Do you have any special plans for the 
ですか。                             future? 

 
408. 日本にはどれくらいいらっしゃ How long are you going to stay  

るのですか。                in Japan? 

409. 日本のどこを見たいのですか。 Which parts of Japan do you want  
                             visit? 

410. ぜひ一度、遊びに来ませんか。 Please come and see me sometime. 
これが私の住所です。／  This is my address. /  

 

じゃあ、 ジョンさん、           Well, then, take good care of yourself, 
   くれぐれもお気をつけて。        John.  

さようなら。          Good-bye! 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


