
Your voice 
is choppy.

声が途切れ途切れです。



Your voice is too 
low to hear.

先生の声が小さくて聞こえません。



This line is quite noisy.
I can hear some noise.

雑音がとてもひどいです。
何か雑音が聞えます。



Could you call 
me back?

再度かけ直してもらえますか？



Can you 
hear me?

私の声が聞こえますか？



I can‘t hear 
you clearly.

良く聞こえません。



Can you see me?　
I can’t see you clearly.

私の映像は見えますか？
映像が見えません。



Your video is blurry. 
Your screen is not clear.

動画がぼやけています。
先生の画像が鮮明ではありません。



Your screen 
is too small.

先生の画像画面が小さいです。



Your video 
is small.

先生の顔・姿が小さいです。



Your video 
is not moving.

動画が動いていません。



Your video is 
sometimes freezing.
ビデオがフリーズすることがあります。



Hello. 
My name is ___.

こんにちは。私は ___ です。



Please 
call me ____.

___ と呼んでください。



How are you?
How have you been?

What’s up?
How’s it going?

お元気ですか？



I’m good!
元気です！



I’m sorry 
to be late.

（時間に）遅れてすみません。



Thank you 
for your lesson.
レッスンありがとうございました。



I enjoyed our 
class today.

楽しいレッスンをありがとうございました。



Have a nice day.
Have a wonderful day.

よい一日を過ごしてくださいね。

お元気ですか？



Have a 
good night.

よい夜を過ごしてくださいね。



It was very nice 
talking with you.
お話しできてとても楽しかったです。



Could you 
speak more slowly?

もっとゆっくり話してもらえますか？



Could you 
speak faster?

もっとはやく話してもらえますか？



Could you speak 
louder, please?
大きな声で話してもらえますか？



I’m sorry, I couldn’t catch you.
Could you say it again?

すみません、聞き取れませんでした。
もう一度言ってもらえますか？



Could you 
explain it again?

もう一度説明していただけませんか？



Could you type 
it in the chat box?
チャットボックスに書いてもらえますか？



I don’t know the meaning. 
Could you use simple words?

この意味が分かりません。
簡単な単語を使ってもらえますか？



Please correct my mistakes.
If I make mistakes, please correct them.

間違いをなおしてください。
もし私が間違ってたら、訂正してください。



Well…
Let’s see…

Let me see…
えっと・・・



Hang on 
a moment.

少し待ってください。t



Let me think 
for a while.
少し考えさせてください。



It’s difficult for me 
to express that in English.

英語で表現するのが難しいです。



I’m not sure.
I’m not sure about it.

わかりません。
それについてはよくわかりません。



I’m not sure 
which is better.

どちらがいいか、よくわかりません。



I have 
no idea.

さっぱり見当もつきません。



I don’t understand 
what you mean.

言っている意味がわかりません。 



This is too 
difficult for me.

これは私には難しすぎます。



Is this correct?
これは正しいですか？



Is this wrong?
これは間違っていますか？



What’s the meaning of ___?
What does it mean?

(___はどういう意味ですか？)
それはどういう意味ですか？



How do 
you spell it?

それはどういうスペルですか？



How do you 
pronounce it?

それはどのように発音しますか？



Could you please 
give me an example?

何か例をもらえますか？



Could you give 
me a hint?

何かヒントをもらえますか？


