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自己紹介 

初対面の人との会話 

 
この Unit では、初対面の人との会話で使えるフレーズを学びます。 

自分のことを何と呼んでもらいたいかなどスムーズに言えるようになりましょう。 

 

昨日までは 今日からは 

 

 

 

 

 

Phrases of the day （今日のフレーズ）  

下記のフレーズを復唱して口に馴染ませましょう。 

  
１．～と呼んでください。 

 Please call me ～.  

 e.g. Please call me Liz. 
 リズと呼んでください。 

  

２．どこに住んでいますか？ 

 Where do you live? 
 

３．あなたはどうですか？ 

 How about you? 
  

 

 

  

UNIT 

1 

"Nice to meet you."の後に言葉が

続かず笑顔で沈黙... 

 

"Nice to meet you." の後に、自分

の呼び名や相手がどこに住んでいる

かなど話を続けることができる！ 
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□■ 関先生のワンポイントアドバイス □■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●便利な How about ～? 
 

How about ～?「～はどうですか？」は大変便利な言い方で、２つの働きがあります。 

 

①提案  

How about Chinese food? 「中華料理はどう？」 

How about 11:30? 「11 時半はどう？」 

 

②話題を振る  

ネイティブに質問されて、「答えた後」、または答えに困って「逆に質問しちゃうとき」に使い

ます。今回のレッスンの How about you?「あなたはどうですか？」はこの「話題を振る」パ

ターンです。 
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Fill in the blanks （穴埋め問題） 

空欄を埋めながら、講師とプチロールプレイを行いましょう。スムーズに言えるまで練習しま

しょう。 

 

１． A： What is your name? 

  あなたの名前はなんですか？ 

 B： My name is Yoshida Tarou. Please ( call me ) Tarou. 

  私の名前は吉田太郎です。太郎と呼んでください。 

 

２． A： ( Where ) do you ( live )? 

  どこに住んでいますか？ 

 B： I live in Tokyo. 

  東京に住んでいます。 

 

３． A： What do you like to do on the weekends? 

  週末には何をするのが好きですか？ 

 B： I like watching movies on DVD. ( How about you )? 

  DVD で映画を見るのが好きです。あなたはどうですか？ 

 

４． A： What will you do tomorrow? 

  明日何をしますか？ 

 B： I’m going to go out with my family. ( How about you )? 

  家族と出かけます。あなたは何をしますか？ 
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Role playing （ロールプレイング） 

シーンをイメージして、空欄を埋めながら講師とロールプレイを行いましょう。 

 

A： Hi, nice to meet you. My name is Thomas. 

 やぁ、はじめまして。私の名前はトーマスです。 

B： Hello, nice to meet you, too. My name is Tomomi Satou. 

 こんにちは、こちらこそよろしくお願いします。私の名前は佐藤ともみです。 

A： What should I call you? 

   何て呼べばいいですか？ 

B： ( Please call me ) Tomo. 

 トモと呼んでください。 

A： All right. Where are you from?  

   わかりました。あなたはどこ出身ですか？ 

B： I’m from Japan. ( How about you )? 

 日本出身です。あなたはどうですか？ 

A： I see. I’m from New Zealand. ( Where do you live ) in Japan?  

 そうですか。私はニュージーランド出身です。日本のどこに住んでいますか？ 

B： I live in Tottori.  

 鳥取に住んでいます。 
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In your own words （フレーズ英作文） 

下記フレーズを使って、講師の質問に答えましょう。 

 

Please call me ～. → 

 

 

Say it in English （英作文） 

日本文を英文にして、スムーズに言えるまで練習しましょう。 

 

１． リズと呼んでください。 

 → Please call me Liz. 
 

２． どこに住んでいますか？ 

 → Where do you live? 

 

３． あなたはどうですか？ 

 → How about you? 
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自己紹介 

ハマっていること・好きなこと 

 
この Unit では、ハマっていることを伝えたり好きなものなどを尋ねるフレーズを学びます。 

お互いに興味のあることなどを話して、話を盛り上げられるようになりましょう。 

 

昨日までは 今日からは 

 

 

 

 

 

Phrases of the day （今日のフレーズ）  

下記のフレーズを復唱して口に馴染ませましょう。 

１．～にハマっています。 

 I'm into ～. 

 e.g. I’m into yoga. 
 ヨガにハマっています。  
 

２． どんな～が一番好きですか？ 

 What ～ do you like the best? 

 e.g. What Japanese dramas do you like the best? 
 どんな日本のドラマが一番好きですか？  

 

３．あなたの好きな～は誰ですか？ 

 Who is your favorite ～? 

 e.g. Who is your favorite singer? 

 あなたの好きな歌手は誰ですか？ 

 

４．私の好きな～は…です。 

 My favorite ～ is …. 

 e.g. My favorite sport is karate. 
 私の好きなスポーツは空手です。  

UNIT 

2 

興味のあることを話したくても、何

といっていいかわからない... 
 

ハマっていることや好きなことの話

をして共感できる！ 
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□■ 関先生のワンポイントアドバイス □■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●「ハマる」感覚の into 
 

into という前置詞は「～の中に入っていく」という意味です。 

「興味の対象に、心が入っていく」→「興味がある・夢中だ」という意味になりました。 

フレーズ２の I’m into ～ はまさに「ハマる」という日本語にピッタリですね。 

 

into は見たまま、in と to がくっついた単語で、もともとは in to のように２つに分けて使われ

たのが、17 世紀ごろからくっついて１語になりました。 

 

ちなみに、今回の「ハマる」という意味は（言語的には）最近の用法で、1970 年ごろから使

われ始めました。 
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Fill in the blanks （穴埋め問題） 

空欄を埋めながら、講師とプチロールプレイを行いましょう。スムーズに言えるまで練習しま

しょう。 

 

１． A： What are you into? 

  何にハマっていますか？ 

 B： ( I’m into ) playing online games. 

  オンラインゲームにハマっています。 

 

２． A： ( What ) food do you like ( the best )? 

  どんな料理が一番好きですか？ 

 B： I like Chinese food the best. 

  中国料理が一番好きです。 

 

３． A： What is your favorite color? 

  あなたの一番好きな色は何ですか？ 

 B： ( My favorite ) color ( is ) blue. 

   私の一番好きな色は青です。 

 

４． A： Who is ( your favorite ) singer?  

  あなたの好きな歌手は誰ですか？ 

 B： My favorite singer is Mariah Carey. 

  私のお気に入りの歌手はマライア・キャリーです。 
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Role playing （ロールプレイング） 

シーンをイメージして、空欄を埋めながら講師とロールプレイを行いましょう。 

 

A： How was your day off? 

 休みはどうでしたか？ 

B： Nothing special. I just watched some movies on DVD. 

 特に何もありませんよ。DVD でいくつか映画を見たくらいです。 

A： That’s good. Do you often watch movies on your day off?  

   いいですね。休みによく映画を見るんですか？ 

B： Yes. Well, ( I’m into ) American movies these days.  

 はい。まぁ、最近アメリカの映画にハマっているんですよ。 

A： I see. ( What ) movie ( do you like the best )? 

 そうなんですね。どんな映画が一番好きですか？ 

B： I like Titanic the best.  

 タイタニックが一番好きです。 

A： I like that, too. ( Who is your favorite ) actor in the movie?  

   私も好きですよ。その映画の中で特に好きな俳優さんは誰ですか？ 

B： Of course, ( my favorite ) actor ( is ) Leonardo DiCaprio.  He’s so cool. 

 もちろん、私の好きな俳優さんはレオナルド・ディカプリオです。彼は最高にかっこいいですよ。 
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In your own words （フレーズ英作文） 

下記フレーズを使って、講師の質問に答えましょう。 

 

１． I'm into ～. → 

２． What ～ do you like the best? → 

３． Who is your favorite ～? � 

４． My favorite ～ is …. → 

 

 

Say it in English （英作文） 

日本文を英文にして、スムーズに言えるまで練習しましょう。 

 

１． ヨガにハマっています。 

 → I’m into yoga. 
 

２． どんな日本のドラマが一番好きですか？   

 → What Japanese dramas do you like the best? 

 

３． あなたの好きな歌手は誰ですか？  

 → Who is your favorite singer? 

 

４． 私の好きなスポーツは空手です。 

 → My favorite sport is karate. 
 

 

 

 

 

 






