【自己紹介編】
突然自己紹介と言われると、なかなかスムーズには出てこないものですよね。まして英語での自己紹介

となるとどう振舞ってよいやら、戸惑ってしまうかもしれません。そこで、今回は英語で初対面の挨
拶をするポイントそして英語表現をご紹介いたします！

■紹介されたり、初めて会った場合：
・Nice to meet you.（はじめまして／お会いできて、嬉しいです）
＊返事は、Nice to meet you, too. （はじめまして／お会いできて、嬉しいです）
・How do you do？ （はじめまして）
＊少しフォーマルな挨拶です。フィリピンであれば、Hi！ぐらいでも構いません。
＊返事をする時は、同じく How do you do？と返しましょう。
・I'm glad to meet you.（お会いできて、うれしいです）
・It's a pleasure to meet you. （お会いできて、うれしいです）
■相手の名前を質問するときには、What's your name？と聞きましょう。
仕事などフォーマルなとき、目上の人に名前を聞くときは、May I ask your name？と質問する方が良い
でしょう。
■友人など、顔見知りに会った場合
・How are you ?
・What's up ?
・What's going on ?
・How's it going ?
ニュアンスの違いはありますが、全て「やあ、調子はどう？」というように訳します。
「What's up ?」「What's going on ?」「How's it going ?」は友達同士に対して使う軽いあいさつなので、
目上の人には使わない方が良いです。
<ワンポイントアドバイス>
「What's up ?」の返事は「I'm fine.」 「 I'm pretty good.」 「Nothing much.」など、その日の気分や状態を
答えても良いですが、そのまま「What's up ?」と繰り返して答えるのも一般的です。(若者がオースッと
挨拶する様なニュアンスがある為です。)
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・My name is 〜. / 私の名前は〜です。
・I’m 〜. / 私は〜です。
・My name is 〜, please call me 〜. / 私の名前は〜です。〜と呼んでください。
・My name is 〜, but most people call me 〜. / 私の名前は〜です。皆から〜と呼ばれています。
・Let me introduce myself.（自己紹介をさせてください）
・Let me introduce my friend to you.（友人を紹介させてください）
初対面の人とは、出身地の話をする事がよくあります。
英語では、Where are you from？ （どちら出身ですか？） が一般的です。
・I'm from Japan. （日本から来ました／日本人です）
・I was born in Tokyo, Japan.（日本の東京で生まれました）
・I grew up in Osaka, Japan.（日本の大阪で育ちました）
<ワンポイントアドバイス>
年齢を聞くのは失礼な場合が多いので、特に必要がなければ質問しないほうがいいでしょう。
もし年齢を質問する必要がある場合の英会話表現は：
・May I ask you how old you are？ （年齢をお聞きしてもいいですか？）
・I'm thirty six (years old). （36 歳です）
＊years old をつけると、より丁寧です。
■誕生日を言うときには：
・I was born on July 10(=tenth), 1975. （私は、1975 年 7 月 10 日生まれです）
・My birthday is July 10(=tenth). （誕生日は、7 月 10 日です）
＊西暦を表す場合は、下記のように読みます。

2015年

twenty-fifteen

2010年

twenty-ten, two thousand (and) ten

2005年

two thousand and five

2001年

two thousand and one

2000年

the year two thousand

1975年

nineteen seventy-five

1907年

nineteen oh-seven

1900年

nineteen hundred

※oh は zero(ゼロ)の意味です。

＊日にちは、英語では「序数」（何番目かを表す言葉）で言います。
1 日＝first、2 日＝second、3 日＝third、4 日＝fourth、20 日=twentieth など
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<ワンポイントアドバイス>
日本では血液型で性格やタイプを判断する事が多いですが、 欧米では星座占いの方が一般的です。
・In which month were you born？ (何月生まれですか？）
・I was born in December, and I'm sagittarius. (12 月生まれで、いて座です）
・What is your zodiac sign？ （星座は何ですか？ zodiac sign＝星座）

出身地と同様、何をしている人なのか仕事や職業、学校のことを聞く／話すのも定番の英会話です。
英語で相手の仕事を質問するとき：
What do you do？（お仕事は何ですか？）
＊What is your job？だと直接過ぎて、少し失礼な感じがあります。
Where do you work？ （会社はどこですか？）
Where did you go to school？ （出身校はどこですか？）
＊アメリカでは school＝大学を意味するので、高校(high school)や中学校(junior high school)などの出
身校を聞きたい時は、言葉を使い分けましょう。
<ワンポイントアドバイス>
仕事を聞かれたときの返事には、職種／仕事内容を言ったり、漠然と「会社員」などと言ったりします。
より具体的に会社名を言ったりすると、話が広がりやすいかもしれません。
・I'm an office worker. （会社員です）
・I'm a housewife. （主婦です）
・I have my own business. （自営業です）
・I'm a shop clerk. （お店の店員をしています）
・I work for ABC Corporation. （ABC 社で働いています）
・I'm in marketing. （マーケティング部で働いています）
・I work in the personnel department at the department store.（百貨店の人事部に勤務しています）
・I do accounting work in an office. （経理の仕事をしています）
・I'm a temp. （派遣社員です）＊contract worker（契約社員）／part-time worker（パートタイマー）
・I work part-time as a store clerk at a convenience store.（アルバイトでコンビニの店員をしています）
・I'm back in school.（また学校に通っています／仕事をやめて、また学校に行っています）
・I'm looking for a job. （仕事を探しているところです）
■学生の場合
・I'm a university student. （私は、大学生です）
・I'm a high school student. （私は、高校生です）
・I'm a freshman in university. （私は、大学一年生です）
・I'm a sophomore in university. （私は、大学二年生です）
・I'm a junior in university. （私は、大学三年生です）
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・I'm a senior in university. （私は、大学四年生です）
・My major is economics. （専攻は経済学です）
■出身校についての英会話表現
・I went to Waseda University in Tokyo. （東京の早稲田大学に行きました）
・I graduated from New York University.（ニューヨーク大学を卒業しました）
・I didn't go to college. （大学ヘは行きませんでした）

共通の話題を探したり、相手がどんな人なのか知るために、趣味や興味のあることについての会話も
初めて会う人とよくします。趣味について英語でいろいろ話せるようにしておくといいです！
■英語で相手の趣味や興味を質問するときに使える英会話フレーズは、下のような表現があります。
・What are your hobbies？ （趣味は何ですか？）
・what are your interests？ （興味があるのは、何ですか？）
＊趣味はいろいろあると思われるので、複数形（hobbies／interests）で質問します。
＊返事は、My hobby is／My hobbies are ～. ／My interest is／My interests are～.
・My hobbies are flower arranging, triathlon and scuba diving.
あるいは、I like～／I love～／I'm into～ などでも OK です。
・What are you into？ （今、はまっているものはありますか？）
＊返事は、I'm into skiing.など。I'm into ～で、～にはまっている／凝っているの意味。
・What is your favorite pastime？ （暇なときは何をするのが好きですか？）
・What's your favorite sport？ （好きなスポーツは何ですか？）
・What do you do when you're off？ （オフのとき／暇なときには、何をしていますか？）
・What are you interested in？ （何に興味があるんですか？）
・What do you do for fun？ （お楽しみは、何ですか？／暇なとき、何していますか？）
＊do for fun は、趣味(hobby）より、よりカジュアルな愉しみを聞いている質問文。
<ワンポイントアドバイス>
日本人が自己紹介をする際には「My hobby is…」というおなじみのスタイルがあります。
ところが実は、「hobby」の概念は、日本人とネイティブとでは、大きく異なります。
My hobby is watching movies. / My hobby is shopping.
この表現、ネイティブは凄く違和感を覚えるそうです。
hobby というものの定義は「スキルや努力を要する凝った趣味」を指します。
絵を描くことや、ガーデニング、写真、楽器などを指します。
単純な趣味を伝える場合は、
「I like…」の方がナチュラルな英語です！
・I like watching movies. （映画観賞が、好きです）
・I love skating. （スケートが大好きです）
・I'm crazy about playing golf and soccer. （ゴルフとサッカーに夢中です）
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■自分の趣味や習い事について、使える英会話表現
・Recently I've started jogging. （最近、ジョギングを始めました）
・I take calligraphy lessons once a week. （書道を週に一度習っています）
＊週に 2 度は、twice a week、月に 1 回は once a month
・I've been practicing for more than ten years. （10 年以上、習っています）
・I taught myself to cook. （料理は独学で勉強しました）
・I don't have a hobby. （趣味は特にないです）
・I feel great when I see progress. （上達／進歩したときは、気分が良いです）
・I don't seem to be making any progress. （全然上達している気がしないよ）
・Watching TV is my favorite pastime. （テレビを見るのが、気晴らしです）
・How often do you play baseball？ （どのくらい／何回ぐらい野球をするのですか？）
・We have similar taste in music！ （私たちの音楽の趣味は似ていますね）
・You have broad interests. （趣味が広いんですね）

QQEnglish スターターキット【自己紹介編】いかがでしたか？
たかが自己紹介と言っても、本当に色々な表現がありますよね。自己紹介はコミュニケーションの第一歩で
す。例え英語に自信がなくても、ゆっくり堂々と自己紹介する事、相手の目を見て話す事で、相手にしっかり
とした印象を与えます。
自己紹介を通して QQEnglish の先生達と英会話を楽しみましょう！
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