
Unit 1 GREETINGS & SELF-INTRODUCTION 
 初対面の挨拶と自己紹介 

 

 

 

 

 

 

Section 1 Basic Self-Introduction in English 
英語での自己紹介の基本 

 1) 挨拶 

 2) 名前の紹介 

 3) 会えて嬉しいことを表現 

 

rial Conversation  

実際に英語でお互いに自己紹介してみましょう。 

       ※講師は練習の為に欧米人の名前を使う。 

  

Teacher: Hello. I’m your teacher, (       ) (       ). 

Student:（挨拶）（名前の紹介）   

T: Nice to meet you, (          ).    

S:（会えて嬉しいことを表現）   

 

ommunication Strategies  

より良い自己紹介の為の戦術 

 

1. My name is は子供っぽいので使わない → I’m (       ) (       ). 

2. 相手に自分の名前を聴き取って貰う工夫をする。 

(ア) 名前はゆっくりはっきり発音する。 

(イ) ニックネームを紹介する。 → Just call me（     ）. 

3. 相手の名前を直ぐに使う。欧米人が一番聞きたいのは自分の名前→好印象 

4. 相手の名前が聴き取れなかったら・・・ 

(ア) 繰り返して言ってもらう→ Could you just repeat your name for me? 

(イ) どうお呼びしたらよいか尋ねる→ How can I call you? 

5. 「会えて嬉しい」の表現は相手と同じ表現を使うのであれば「私も」と 

 , too. を必ず付ける。Nice to meet you, too! 

※相手の表現と重ならなければこの必要はない。It’s a pleasure to meet you.  

6. アイコンタクト・スマイル・熱心な口調・力強い握手 

(ア) 熱心な口調がないとNice to meet you.と言っても相手には伝わらない。 

(イ) 弱い中途半端な握手は逆効果 

 

e-Trial Conversation 

学習したことを使って自己紹介をもう一度やってみましょう。 

 

T: Hello.  I’m your teacher, (       ) (       ).    

S:（相手の名前が聞き取れなかったとして、繰り返して言ってもらう）  

T:  (       )(       ).      

S: （挨拶）（名前の紹介）     

T: How can I call you?      

S:（ニックネームの紹介）      

T: It's a pleasure to meet you, (          ).     

S:（会えて嬉しいことを表現）（相手の名前かニックネーム） 

 

rial Conversation  

初対面でよく聞かれる質問に先ずは自分の言葉で答えてみよう。 

       ※講師は練習の為に欧米人の名前を使う 

  

T: Where are you from?    

S:    

T: Do you still live in (        )?   

S:    

T: What do you do?    

S:     

T: What do you like to do in your free time?    

S:      
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ommunication Strategies  

より良い自己紹介の為の戦術 

 

1. Where are you from? は出身(生まれ育ったところ)を聞いている。 

Where do you come from? と言うこともある。    

ミラーレスポンスの導入       

英会話初級レベル迄は相手が使った表現をそのまま使って会話をすると楽に話

しができます。心理学的にもミラーリング効果と呼ばれ相手との一体感を促進し

て相手に好意的に受けとめられます。   

Where are you from? には、I'm from 

Where do you come from? には、I come from で答えると良いでしょう。 

I'm from … I come from …と言いながら答えを考える時間稼ぎにもなります。 

また、外国人にもわかりやすいように県名か市名（どちらか有名な方）で答える

と良いでしょう。   

I'm from Aichi prefecture. （愛知県出身です） 

I was born and raised in Nagoya city. （名古屋市で生まれ育ちました） 

2. Do you still live in (Nagoya)?  （名古屋出身の場合の質問） 

Yes-No Questions には丁寧にはっきりと答えましょう。 

Do you still live in Nagoya? 

Yes, I do. または No, I don't. 

ワンモアセンテンスの導入→ステップ（補足） 

Noであれば、Where do you live now? と聞かれる前に、どこに住んでいるか言

いましょう。相手が知りたいであろう情報は相手に聞かれる前に言うと発話のボ

リュームも増え、ぶっきらぼうな返答にならず、スムーズな会話となります。 

また Yes の場合でもワンモアセンテンス付け加えて情報を多く出せば相手もそ

れに反応して会話が弾みます。 

（例）Do you still live in Nagoya? 

   Yes, I do. I relly enjoy living in Nagoya. 

   No, I don't. I live in Osaka now. 

3. What do you do? は職業を尋ねている。What's your occupation? と聞かれるこ

ともある。答え方は、I'm a (職業）. または I work for a （業種） company. 

※生徒情報を予め講師は入手して準備。生徒の職業・勤務している業種に合わせ

て適切な返答を指導。 

例えば生徒が薬剤師で製薬会社に勤務していれば、 

I am a pharmacist and I work for a pharmaceutical company in Yokohama. 

(薬剤師で横浜にある製薬会社に勤めています。） 

4. What do you like to do in your free time? （余暇に何をすることが好き？） 

答え方は、ミラーリングで相手の使った like to do in your free time を少しだけ

変えて、I like to play sports in my free time. 

趣味に依って like to ～以下を差替える。 

直ぐに思いつかなくとも、Well, I like to … と言いながら時間稼ぎをして考える。

何も言わずに考えて、いきなりplay sportsと言ってしまうとセンテンスが作れ

ずにブロークンな発話となってしまう。 

 

4ステップ応答方式の導入 ※講師は下記を口頭で詳しく説明 

ホップ（即答）＋ステップ（補足）＋ジャンプ（詳細)＋リターン（問い返し）  

1. ホップ（即答）       

センテンスで答えることを意識しながら、ミラーリングで相手の使った構文を元に 

先ずはメインチャンクで主語＋動詞＋目的語で文を完成、    

I like to play sports in my free time. と言えば、相手が使った in my free timeとい

うサブチャンク（追加情報）もおまけで付いてくる。    

2. ステップ（補足）       

My favorite sport is table tennis. （一番好きなスポーツは卓球） 

3. ジャンプ（詳細）       

I'm a member of a table tennis club at my company. （会社の卓球部のメンバー） 

I usually play table tennis three times a week with other club members. 

（他の卓球部員とたいてい週３回練習） 

4. リターン（問い返し）※場面状況に応じて次の一つを選択   

How about you? Do you play any sports? 

How about you? What is your favorite sport?     

How about you? What do you like to do in your free time? 
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e-Trial Conversation 

学習したことを使って初対面の会話をもう一度やってみましょう。 

    できるだけ４ステップ応答方式で答えてみよう！ 

T: Where are you from?    

S:    

T: Do you still live in (        )?    

S:    

T: What do you do?    

S:     

T: What do you like to do in your free time?    

S:   

 

sking Questions 

会話の主導権を握って自分の方から積極的に質問してみよう！ 

相手の返答に応じて更に詳しく質問する方法を学びます。 

 

Follow-up Questionsの導入 

 先ずは差し障りのないYes-No Questions から質問を始めます。 

 相手の返答に応じて、5W1Hで補足説明を求めます。 

who, where, when, why, how, which  

「誰が、どこで、いつ、なぜ、どのように(どれくらい)など」 

※この練習で講師は意図的に短い文で答えて生徒に多くの質問をさせる。 

（例）音楽を聴くことが好き？ → Do you like to listen to music? → Yes, I do. 

 What → What kind of music do you like to listen to?  

 → I like to listen to rock music. 

 Who → Who is your favorite rock singer? → I like the Beatles. 

 When → When did you start listening to their songs?  

 → I started listening to their songs when I was a high school student. 

 

1.  出身地は？ 

2.  住んでいるところは？ 

3.  職業は？ 

4.  余暇の過ごし方は？           

ractice in Sample Dialog 

会話例ダイアログを参照して日本人講師と十分に練習しよう。 

    更に外国人講師と実践英会話で磨きをかけます。 

 

Adam: Hello. I’m your teacher, Adam Thompson. 

What’s your name? 

Yukiko: I’m Yukiko Ichimura. 

A: How can I call you? 

Y: Call me Yuki for short.  And how can I call you? 

A: Call me Adam.  Nice to meet you, Yuki. 

Y: Nice to meet you, too, Adam. 

A: Where are you from, Yuki? 

Y: I’m from Chiba prefecture.  

A: I see. *Specifically what city in Chiba are you from? 

Y: I’m from Funabashi. 

A: Do you still live in Funabashi? 

Y: No, not any more. After I got married, I moved to Oyama city in Tochigi 

prefecture. How about you, Adam? Where do you live? 

A: I live in Yokohama. 

Y: Really? *Yokohama is a bit far from here, isn’t it? 

A: Yes, it sure is. By the way, what do you like to do in your free time? 

Y: I like to play with my children in my free time.  

   *Actually I have two children. 

A: Oh, you do! That’s good. 

Y: What’s your favorite pastime? 

A: My favorite pastime is to play soccer. 

Y: *I know playing soccer is in now.  

A: You’re right! 

   

*specifically: 具体的に 

  a bit far from ～：～から少し遠い 

  actually: 実は 

  be in: 流行だ。人気がある。 
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