
English Japanese

1 Yes! / Exactly. / That's right. / You got it! その通り。

2 Cool! / That's nice! / Sounds good! いいね。すごいね。

3 Really? / Is that right? / Are you sure? / Seriously? 本当？

4 Fantastic! / Awesome! / Excellent! / Wonderful! 素晴らしいね。すごいね。

5 I see. なるほど。

6 I feel you. わかるよ。（共感するよ）

7 I hope so. そうだといいね。

8 Sure. / Certainly. / Of course. もちろん。

9 You know what? ねえ（話を切り出す)。知ってる？

10 Let me see. / Well, えっと、

11 Uh-huh. うんうん。

12 Yeah. / Yup. うん。

13 I am(was) moved. 感動しました。

14 I am(was) amazed. 驚きました。

15 I am(was) impressed. 感心(感動)しました。

16 I am(was) excited. 興奮しました。

17 I am(was) satisfied. 満足しました。

18 I am(was) disappointed. がっかりしました。

19 What do you think of ～? ～についてどう思いますか？

20 Why do you think so? なぜそう思いますか？

21 Why (not)? なんで？

22 Like what? 例えば？

23 What else? 他には？

24 How about you? あなたは、どうですか？

25 What is your opinion? あなたの意見は？

26 How was ～? ～はどうでしたか？

27 How long do you ～? どのくらい(の期間)あなたは～ですか？

28 How often do you ～? どのくらい(の頻度で)あなたは～ですか？

29 When did you start it? いつ始めたのですか？

30 Who do you respect? 尊敬する人は、誰ですか？

31 How do you say ～ in English? 英語で～は何と言いますか？

32 What does ～ mean in Japanese? 日本語で～はどういう意味ですか？

33 I think (that) ～. 私は～だと思います。

34 I don't think (that) ～. 私は～だとは思いません。

35 In my opinion, 私の考えでは、

36 I feel (that) ～. 私は～だと感じます。

37 I'm afraid (that) ～. 私は～だと思います。（良くないことを予測するとき）

38 I'm sure (that) ～. 私は～だと確信しています。

39 I'm not sure (that) ～. 私は～だとは思いません。（確信できない場合）

40 I believe (that) ～. 私は、～だと信じています。

41 I meant (that) ～. 私が言いたかったのは～だということです。

42 You should ～. あなたは、～すべきです。

43 You should not ～. あなたは、～すべきではありません。

44 I think so, too. 私もそう思います。

45 So am I. / So do I. 私もそうです。

46 Neither am I. / Neither do I. / Me neither. 私もそうではありません。

47 I don't think so. 私は、そう思いません。

48 That's not true. それは、本当ではありません。

49 I see what you mean, but ～. あなたが言いたいことは分かりますが、でも、～です。

50 You may be right, but ～. あなたは正しいかもしれませんが、～です。

51 It means ～ in Japanese. 日本語で～という意味です。

52 It is hard for me to explain about ～. ～について説明するのは難しいです。

53 I mean (that) ～. つまり、～だということです。

54 Pardon? / I beg your pardon? / Pardon me? もう一度言ってください。

55 (Would you) please say it again? もう一度言っていただけませんか？

56 Once more please. もう一度お願いします。

57 (Would you) speak more slowly? もう少しゆっくり話してくれませんか？

58 What's that? 何と言われましたか？
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どんどん
追加しよ
う！

意見を言う

同意する

反対する

説明する

依頼

Useful Expressions  

感想を述
べる

相づち

質問する
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