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電話電話電話電話でででで英語英語英語英語 Part 1Part 1Part 1Part 1    

英語英語英語英語のできるのできるのできるのできる人人人人にににに代代代代わるためのわるためのわるためのわるための英語英語英語英語！！！！    

どうしてもどうしてもどうしてもどうしても、、、、英語英語英語英語にににに自信自信自信自信がないがないがないがない場合場合場合場合はははは、「、「、「、「英語英語英語英語がががが話話話話せるものにせるものにせるものにせるものに、、、、変変変変わりますわりますわりますわります。」。」。」。」というというというという表現表現表現表現。。。。    

    

"I'll get someone who speaks English.""I'll get someone who speaks English.""I'll get someone who speaks English.""I'll get someone who speaks English."    

（（（（英語英語英語英語がががが話話話話せるものにせるものにせるものにせるものに変変変変わりますわりますわりますわります。）。）。）。）    

    

とっさにどういったらよいかとっさにどういったらよいかとっさにどういったらよいかとっさにどういったらよいか分分分分からないからないからないからない場合場合場合場合にはにはにはには、「、「、「、「おおおお待待待待ちくださいちくださいちくださいちください。」。」。」。」というというというという表現表現表現表現だけでもだけでもだけでもだけでも。。。。    

    

"Hold on, please.""Hold on, please.""Hold on, please.""Hold on, please."    

（（（（そのままおそのままおそのままおそのままお待待待待ちくださいちくださいちくださいちください。）。）。）。）    

    

あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、    

    

"One moment, please.""One moment, please.""One moment, please.""One moment, please."    

（（（（しばらくおしばらくおしばらくおしばらくお待待待待ちくださいちくださいちくださいちください。）。）。）。）    

 

電話電話電話電話をををを受受受受けるけるけるける場合場合場合場合    

 

もしもしもしもしもしもしもしもし、、、、ABCABCABCABC 会社会社会社会社ですですですです。。。。    

"Hello. This is ABC company.""Hello. This is ABC company.""Hello. This is ABC company.""Hello. This is ABC company."    

    

「「「「HelloHelloHelloHello」」」」をををを「「「「Good morningGood morningGood morningGood morning」「」「」「」「Good afternoonGood afternoonGood afternoonGood afternoon」」」」とととと言言言言いいいい換換換換えてもよいえてもよいえてもよいえてもよい。。。。    

        

どちらどちらどちらどちら様様様様ですかですかですかですか？？？？    

Who's calling, please?Who's calling, please?Who's calling, please?Who's calling, please?    

May I have your name, please? May I have your name, please? May I have your name, please? May I have your name, please?     

        

御社名御社名御社名御社名もいただけますかもいただけますかもいただけますかもいただけますか？？？？    

Can I have your company name, please?Can I have your company name, please?Can I have your company name, please?Can I have your company name, please?    

        

聞聞聞聞きききき取取取取りにくいりにくいりにくいりにくい場合場合場合場合ははははスペルスペルスペルスペルをををを聞聞聞聞くのがくのがくのがくのが確実確実確実確実だだだだ。。。。    

    

スペルスペルスペルスペルをををを教教教教えてえてえてえていただけますかいただけますかいただけますかいただけますか？？？？    

How do you spell the name?How do you spell the name?How do you spell the name?How do you spell the name?    

May I have the spelling, please?May I have the spelling, please?May I have the spelling, please?May I have the spelling, please?    

Could you spell the name for me? Could you spell the name for me? Could you spell the name for me? Could you spell the name for me?     
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誰誰誰誰におかけですかにおかけですかにおかけですかにおかけですか？？？？    

Who(m) would you like to speak to?Who(m) would you like to speak to?Who(m) would you like to speak to?Who(m) would you like to speak to?    

Who(m) are you calling, please?Who(m) are you calling, please?Who(m) are you calling, please?Who(m) are you calling, please?    

        

おおおお待待待待ちくださいちくださいちくださいちください。。。。    

Hold on, please.Hold on, please.Hold on, please.Hold on, please.    

Hold the line, please.Hold the line, please.Hold the line, please.Hold the line, please.    

Just a moment, please.Just a moment, please.Just a moment, please.Just a moment, please.    

One moment, please. One moment, please. One moment, please. One moment, please.     

        

おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。。。。    

Thank you for waiting.Thank you for waiting.Thank you for waiting.Thank you for waiting.    

Sorry for keep you waiting.Sorry for keep you waiting.Sorry for keep you waiting.Sorry for keep you waiting.    

        

上司上司上司上司によってはによってはによってはによっては聞聞聞聞いたことのないいたことのないいたことのないいたことのない名前名前名前名前のののの場合場合場合場合、、、、用件用件用件用件をををを聞聞聞聞くようにくようにくようにくように言言言言われることもあるわれることもあるわれることもあるわれることもある。。。。    

    

ごごごご用件用件用件用件をおうかがいできますかをおうかがいできますかをおうかがいできますかをおうかがいできますか？？？？    

    (May I ask) What is it concerning?(May I ask) What is it concerning?(May I ask) What is it concerning?(May I ask) What is it concerning?    

    (May I ask) What is it about?(May I ask) What is it about?(May I ask) What is it about?(May I ask) What is it about?    

        

（（（（申申申申しししし訳訳訳訳ありませんがありませんがありませんがありませんが））））只今只今只今只今、、、、席席席席をはずしておりますをはずしておりますをはずしておりますをはずしております。。。。    

（（（（I'm afraid /I'I'm afraid /I'I'm afraid /I'I'm afraid /I'm sorry,m sorry,m sorry,m sorry,））））She/He is not available at the moment.She/He is not available at the moment.She/He is not available at the moment.She/He is not available at the moment.    

        

（（（（申申申申しししし訳訳訳訳ありませんがありませんがありませんがありませんが））））只今只今只今只今、、、、他他他他のののの電話電話電話電話にににに出出出出ておりますておりますておりますております。。。。    

（（（（I'm afraid /I'm sorry,I'm afraid /I'm sorry,I'm afraid /I'm sorry,I'm afraid /I'm sorry,））））She/He is on another line right now.She/He is on another line right now.She/He is on another line right now.She/He is on another line right now.    

        

（（（（申申申申しししし訳訳訳訳ありませんがありませんがありませんがありませんが））））只今只今只今只今、、、、会議中会議中会議中会議中ですですですです。。。。    

（（（（I'm afraid /I'm sorry,I'm afraid /I'm sorry,I'm afraid /I'm sorry,I'm afraid /I'm sorry,））））She/He is at a meeting right now.She/He is at a meeting right now.She/He is at a meeting right now.She/He is at a meeting right now.    

        

（（（（申申申申しししし訳訳訳訳ありませんがありませんがありませんがありませんが））））只今只今只今只今、、、、出出出出かけておりますかけておりますかけておりますかけております。。。。    

（（（（I'm afraidI'm afraidI'm afraidI'm afraid /I'm sorry, /I'm sorry, /I'm sorry, /I'm sorry,））））She/He is not in the office now.She/He is not in the office now.She/He is not in the office now.She/He is not in the office now.    

        

（（（（申申申申しししし訳訳訳訳ありませんがありませんがありませんがありませんが））））出張出張出張出張にににに行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

（（（（I'm afraid /I'm sorry,I'm afraid /I'm sorry,I'm afraid /I'm sorry,I'm afraid /I'm sorry,））））She/He is on the business trip.She/He is on the business trip.She/He is on the business trip.She/He is on the business trip.    

        

（（（（申申申申しししし訳訳訳訳ありませんがありませんがありませんがありませんが））））そのそのそのその件件件件についてのについてのについてのについての担当者担当者担当者担当者はははは今今今今おりませんおりませんおりませんおりません。。。。    

（（（（I'm afraid /I'm sorry,I'm afraid /I'm sorry,I'm afraid /I'm sorry,I'm afraid /I'm sorry,））））The person in charge of the matter is not in the office at the The person in charge of the matter is not in the office at the The person in charge of the matter is not in the office at the The person in charge of the matter is not in the office at the 

moment.moment.moment.moment.    

※※※※the person in charge of the person in charge of the person in charge of the person in charge of ～（～～（～～（～～（～のののの担当者担当者担当者担当者／／／／責任者責任者責任者責任者というというというという意味意味意味意味））））    
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何時何時何時何時にににに戻戻戻戻るかわからないのですがるかわからないのですがるかわからないのですがるかわからないのですが。。。。    

I'm not sure when he/she will be back.I'm not sure when he/she will be back.I'm not sure when he/she will be back.I'm not sure when he/she will be back.    

    

    本日本日本日本日はははは戻戻戻戻らないらないらないらない予定予定予定予定になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。    

He/She won't be back today.He/She won't be back today.He/She won't be back today.He/She won't be back today.    

        

ごごごご伝言伝言伝言伝言はありますかはありますかはありますかはありますか？？？？    

Would you like to leave a message?Would you like to leave a message?Would you like to leave a message?Would you like to leave a message?    

Can I take your message?Can I take your message?Can I take your message?Can I take your message?    

        

○○○○○○○○さんにさんにさんにさんに、、、、転送転送転送転送いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

I'll put you throI'll put you throI'll put you throI'll put you through to Ms/Mr. ugh to Ms/Mr. ugh to Ms/Mr. ugh to Ms/Mr. ○○○○○○○○....    

I'll transfer your call to Ms/Mr. I'll transfer your call to Ms/Mr. I'll transfer your call to Ms/Mr. I'll transfer your call to Ms/Mr. ○○○○○○○○....    

    

電話電話電話電話をかけるをかけるをかけるをかける場合場合場合場合    

    

もしもしもしもしもしもしもしもし。。。。ABC ABC ABC ABC カンパニーカンパニーカンパニーカンパニーのののの久保田有美久保田有美久保田有美久保田有美とととと申申申申しますがしますがしますがしますが、、、、ウィリスウィリスウィリスウィリスさんはいらっしゃいますさんはいらっしゃいますさんはいらっしゃいますさんはいらっしゃいます

かかかか？？？？    

Hello. This is Yumi Kubota at ABC Company. May I speak to Mr. Willis, please?Hello. This is Yumi Kubota at ABC Company. May I speak to Mr. Willis, please?Hello. This is Yumi Kubota at ABC Company. May I speak to Mr. Willis, please?Hello. This is Yumi Kubota at ABC Company. May I speak to Mr. Willis, please?    

        

内線番号内線番号内線番号内線番号 123123123123（（（（ルームナンバールームナンバールームナンバールームナンバー123123123123））））のののの久保田久保田久保田久保田さんをおさんをおさんをおさんをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

May I speak to Ms. Kubota at eMay I speak to Ms. Kubota at eMay I speak to Ms. Kubota at eMay I speak to Ms. Kubota at extension 123 (in room 123)?xtension 123 (in room 123)?xtension 123 (in room 123)?xtension 123 (in room 123)?    

        

内線内線内線内線のののの 123123123123 をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

Extension 123, please.Extension 123, please.Extension 123, please.Extension 123, please.    

May I have extension 123, please?May I have extension 123, please?May I have extension 123, please?May I have extension 123, please?    

        

PRPRPRPR ごごごご担当担当担当担当のののの方方方方をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

I'd like to speak to someone in charge of PR.I'd like to speak to someone in charge of PR.I'd like to speak to someone in charge of PR.I'd like to speak to someone in charge of PR.    

        

いつおいつおいつおいつお戻戻戻戻りになられますかりになられますかりになられますかりになられますか？？？？    

（（（（Do you knowDo you knowDo you knowDo you know）））） when she/he will be back? when she/he will be back? when she/he will be back? when she/he will be back?    

        

電話番号電話番号電話番号電話番号をををを間違間違間違間違えましたえましたえましたえました。。。。すみませんすみませんすみませんすみません。。。。    

I must have tI must have tI must have tI must have the wrong number. I'm sorry.he wrong number. I'm sorry.he wrong number. I'm sorry.he wrong number. I'm sorry.    

    

※※※※注注注注    

英語英語英語英語のののの電話電話電話電話はははは、、、、慣慣慣慣れないうちはれないうちはれないうちはれないうちは、、、、ドキドキドキドキドキドキドキドキするものするものするものするものですですですです。。。。焦焦焦焦ってってってって頭頭頭頭がががが真真真真っっっっ白白白白になったときのになったときのになったときのになったときの

ためにためにためにために、、、、よくよくよくよく使使使使うううう例文例文例文例文ををををプリントアウトプリントアウトプリントアウトプリントアウトしてしてしてしてデスクデスクデスクデスクにににに貼貼貼貼ってってってっておきましょうおきましょうおきましょうおきましょうおこうおこうおこうおこう。。。。    
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電話電話電話電話でででで英語英語英語英語 Part Part Part Part 2222    

 

英語英語英語英語でででで電話電話電話電話をををを受受受受けるけるけるける    

もしもしもしもしもしもしもしもし、、、、ABCABCABCABC 会社会社会社会社ですですですです。。。。    

"Hello. This is ABC company.""Hello. This is ABC company.""Hello. This is ABC company.""Hello. This is ABC company."    

    

ごごごご用件用件用件用件をををを承承承承りますりますりますります。。。。    

"How can I help you ?""How can I help you ?""How can I help you ?""How can I help you ?"／／／／"Can I help you ?""Can I help you ?""Can I help you ?""Can I help you ?"    

    

どなたにおどなたにおどなたにおどなたにお掛掛掛掛けでしょうかけでしょうかけでしょうかけでしょうか？？？？    

"Whom wo"Whom wo"Whom wo"Whom would you like to speak to ?"uld you like to speak to ?"uld you like to speak to ?"uld you like to speak to ?"    

    

～～～～におつなぎしますにおつなぎしますにおつなぎしますにおつなぎします。。。。    

"I'll connect you with Mr./Ms.***.""I'll connect you with Mr./Ms.***.""I'll connect you with Mr./Ms.***.""I'll connect you with Mr./Ms.***."    

    

相手相手相手相手のののの名前名前名前名前やややや会社名会社名会社名会社名のののの確認確認確認確認    

どちらどちらどちらどちら様様様様でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？）？）？）？）    

"May I ask who is calling ?"May I ask who is calling ?"May I ask who is calling ?"May I ask who is calling ?／／／／Whom may I say is calling ?"Whom may I say is calling ?"Whom may I say is calling ?"Whom may I say is calling ?"    

    

もうもうもうもう一度一度一度一度おおおお名前名前名前名前をををを伺伺伺伺ってもってもってもっても宜宜宜宜しいですかしいですかしいですかしいですか？？？？    

"May I have your name again, please ?""May I have your name again, please ?""May I have your name again, please ?""May I have your name again, please ?"    

    

もうもうもうもう一度会社名一度会社名一度会社名一度会社名をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

"May I have your n"May I have your n"May I have your n"May I have your name of your company, again, please ?"ame of your company, again, please ?"ame of your company, again, please ?"ame of your company, again, please ?"    

    

名前名前名前名前ののののスペルスペルスペルスペルをををを確認確認確認確認させてくださいさせてくださいさせてくださいさせてください。。。。    

"Could you please spell your name ?""Could you please spell your name ?""Could you please spell your name ?""Could you please spell your name ?"    

    

自分自分自分自分ではではではでは対応不能対応不能対応不能対応不能とととと判断判断判断判断したしたしたした場合場合場合場合    

    

・・・・電話電話電話電話をををを保留保留保留保留にするにするにするにする    

Hold on, please.Hold on, please.Hold on, please.Hold on, please.／／／／One moment, please.One moment, please.One moment, please.One moment, please.／／／／Would care to hold ?Would care to hold ?Would care to hold ?Would care to hold ?／／／／Would you hold a second, Would you hold a second, Would you hold a second, Would you hold a second, 

please?please?please?please?    

    

・・・・英語英語英語英語    のののの出来出来出来出来るるるる人人人人ににににバトンタッチバトンタッチバトンタッチバトンタッチするするするする        

"I'll get someone who "I'll get someone who "I'll get someone who "I'll get someone who speaks English."speaks English."speaks English."speaks English."    

    

担当者担当者担当者担当者がががが不在不在不在不在のののの理由理由理由理由    
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担当者担当者担当者担当者のののの名前名前名前名前をををを言言言言うときうときうときうとき、、、、日本語日本語日本語日本語ではではではでは「「「「佐藤佐藤佐藤佐藤はははは」「」「」「」「田中田中田中田中はははは」」」」とととと呼呼呼呼びびびび捨捨捨捨てにしますがてにしますがてにしますがてにしますが、、、、英語英語英語英語    でででで

はははは Mr Mr Mr Mr．．．．やややや MsMsMsMs．．．．のののの敬称敬称敬称敬称をををを付付付付けてけてけてけて呼呼呼呼びますびますびますびます。。。。そのそのそのその後後後後はははは、、、、HeHeHeHe、、、、SheSheSheShe のののの代名詞代名詞代名詞代名詞でででで受受受受けてけてけてけて会話会話会話会話しましましましま

すすすす。。。。        

    

彼彼彼彼／／／／彼女彼女彼女彼女はただはただはただはただ今席今席今席今席をはずしておりますをはずしておりますをはずしておりますをはずしております。。。。        

    

"He/She is not at his/her desk at the moment.""He/She is not at his/her desk at the moment.""He/She is not at his/her desk at the moment.""He/She is not at his/her desk at the moment."    

    

彼彼彼彼////彼女彼女彼女彼女はただはただはただはただ今外出中今外出中今外出中今外出中ですですですです。。。。        

"He/She is out now.""He/She is out now.""He/She is out now.""He/She is out now."    

    

彼女彼女彼女彼女////彼彼彼彼はははは、、、、会社会社会社会社におりませんにおりませんにおりませんにおりません。。。。        

"She/He i"She/He i"She/He i"She/He is not in the office now."s not in the office now."s not in the office now."s not in the office now."    

    

本日本日本日本日、、、、既既既既にににに退社退社退社退社いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。        

"She/He has already left for home today.""She/He has already left for home today.""She/He has already left for home today.""She/He has already left for home today."    

    

彼彼彼彼////彼女彼女彼女彼女はははは本日本日本日本日おおおお休休休休みですみですみですみです。。。。        

"He/She is off today.""He/She is off today.""He/She is off today.""He/She is off today."    

 

不在時不在時不在時不在時のののの対応対応対応対応    

明日明日明日明日またおまたおまたおまたお電話電話電話電話いただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうか？？？？        

"Would you mind calling again tomorrow ?""Would you mind calling again tomorrow ?""Would you mind calling again tomorrow ?""Would you mind calling again tomorrow ?"    

    

後後後後ほどおほどおほどおほどお掛掛掛掛けけけけ直直直直しいただけますかしいただけますかしいただけますかしいただけますか？？？？        

"Could you call again later?""Could you call again later?""Could you call again later?""Could you call again later?"    

    

いつごろいつごろいつごろいつごろ折折折折りりりり返返返返しししし電電電電話話話話させましょうかさせましょうかさせましょうかさせましょうか？？？？        

"When shall I have her/him return your call?""When shall I have her/him return your call?""When shall I have her/him return your call?""When shall I have her/him return your call?"    

    

伝言伝言伝言伝言はははは必必必必ずおずおずおずお伝伝伝伝えいたしますえいたしますえいたしますえいたします。。。。        

"I'll make sure she/he gets your message.""I'll make sure she/he gets your message.""I'll make sure she/he gets your message.""I'll make sure she/he gets your message."    

 

電話電話電話電話をををを切切切切るるるる    

Thank you for calling.Thank you for calling.Thank you for calling.Thank you for calling.／／／／Thank you for your call.Thank you for your call.Thank you for your call.Thank you for your call.／／／／Thank you. GoodThank you. GoodThank you. GoodThank you. Good----bye.bye.bye.bye.    
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電話電話電話電話でででで英語英語英語英語 Part Part Part Part 3333    

電話電話電話電話をををを受受受受けるけるけるける・・・・取取取取りりりり次次次次ぐぐぐぐ        

  

はいはいはいはい、、、、エービーシーエービーシーエービーシーエービーシー株式会社株式会社株式会社株式会社ですですですです。。。。    ごごごご用件用件用件用件をどうぞをどうぞをどうぞをどうぞ。。。。    

Hello,THello,THello,THello,This is ABC corporation. his is ABC corporation. his is ABC corporation. his is ABC corporation.     May I help you?May I help you?May I help you?May I help you?    

        

（（（（David David David David とととと申申申申しますがしますがしますがしますが、、、、佐藤佐藤佐藤佐藤さんはいらっしゃいますかさんはいらっしゃいますかさんはいらっしゃいますかさんはいらっしゃいますか？）？）？）？）    

（（（（This is David calling.May I speak to Mr. Sato, please.)This is David calling.May I speak to Mr. Sato, please.)This is David calling.May I speak to Mr. Sato, please.)This is David calling.May I speak to Mr. Sato, please.)    

        

かしこまりましたかしこまりましたかしこまりましたかしこまりました。。。。    少少少少々々々々おおおお待待待待ちちちち下下下下さいさいさいさい。。。。    

Certainly.Certainly.Certainly.Certainly.    Hold on, Please.Hold on, Please.Hold on, Please.Hold on, Please.    

        

おおおお待待待待たせしましたたせしましたたせしましたたせしました。。。。    

Thank you for waiting.Thank you for waiting.Thank you for waiting.Thank you for waiting.    

        

彼彼彼彼（（（（彼女彼女彼女彼女））））はははは今今今今、、、、席席席席をををを外外外外しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

HeHeHeHe（（（（SheSheSheShe））））is not in atis not in atis not in atis not in at the moment. the moment. the moment. the moment.    

        

彼彼彼彼はははは今今今今、、、、電話中電話中電話中電話中ですですですです。。。。    

He is on another line right now.He is on another line right now.He is on another line right now.He is on another line right now.    

        

彼彼彼彼はははは今今今今、、、、外出中外出中外出中外出中ですですですです。。。。    

He is out right now.He is out right now.He is out right now.He is out right now.    

        

彼彼彼彼はははは今日今日今日今日はもうはもうはもうはもう帰社帰社帰社帰社しましたしましたしましたしました。。。。    

He has already left the office.He has already left the office.He has already left the office.He has already left the office.    

        

彼彼彼彼（（（（彼女彼女彼女彼女））））はちょっとはちょっとはちょっとはちょっと席席席席をはずしておりますがをはずしておりますがをはずしておりますがをはずしておりますが、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに戻戻戻戻るとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。    

HeHeHeHe（（（（SheSheSheShe））））is away from her desk right now, is away from her desk right now, is away from her desk right now, is away from her desk right now,     

but I'm sure he'llbut I'm sure he'llbut I'm sure he'llbut I'm sure he'll（（（（She'll) be back inShe'll) be back inShe'll) be back inShe'll) be back in a moment. a moment. a moment. a moment.    

        

彼彼彼彼はははは休暇中休暇中休暇中休暇中でででで、、、、水曜日水曜日水曜日水曜日にににに戻戻戻戻るるるる予定予定予定予定ですですですです。。。。    

He is off today,and will be back on Wednesday.He is off today,and will be back on Wednesday.He is off today,and will be back on Wednesday.He is off today,and will be back on Wednesday.    

        

彼彼彼彼はははは現在出張中現在出張中現在出張中現在出張中でででで、、、、今週一杯今週一杯今週一杯今週一杯はははは戻戻戻戻らないのですがらないのですがらないのですがらないのですが。。。。    

He is on an assignment right now, He is on an assignment right now, He is on an assignment right now, He is on an assignment right now,     

and isn't expected back until next week.and isn't expected back until next week.and isn't expected back until next week.and isn't expected back until next week.    

  



 - 7 - 

英語英語英語英語のわかるのわかるのわかるのわかる人人人人にににに電話電話電話電話をかわるをかわるをかわるをかわる    

  

少少少少々々々々おおおお待待待待ちくださいちくださいちくださいちください。。。。英語英語英語英語がががが話話話話せるせるせるせるスタッフスタッフスタッフスタッフにににに代代代代わりますわりますわりますわります。。。。    

Please wait a moment.Please wait a moment.Please wait a moment.Please wait a moment.    

An EngAn EngAn EngAn English speaker will talk to you.lish speaker will talk to you.lish speaker will talk to you.lish speaker will talk to you.    

        

ただいまただいまただいまただいま、、、、英語英語英語英語をををを話話話話せるせるせるせるスタッフスタッフスタッフスタッフがががが近近近近くにおりませんくにおりませんくにおりませんくにおりません。。。。    

There are'nt any English Speaking staff around at the moment.There are'nt any English Speaking staff around at the moment.There are'nt any English Speaking staff around at the moment.There are'nt any English Speaking staff around at the moment.    

  

折折折折りりりり返返返返しのしのしのしの連絡連絡連絡連絡をををを約束約束約束約束するするするする    

  

折折折折りりりり返返返返しししし電話電話電話電話させましょうかさせましょうかさせましょうかさせましょうか？？？？    

Would you like himWould you like himWould you like himWould you like him（（（（herherherher））））to call you back?to call you back?to call you back?to call you back?    

        

（（（（それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）    

（（（（OK.Please have himOK.Please have himOK.Please have himOK.Please have him（（（（herherherher））））call me back.call me back.call me back.call me back.））））    

        

おおおお名前名前名前名前をををを（（（（もうもうもうもう一度一度一度一度））））おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

May I have your nameMay I have your nameMay I have your nameMay I have your name（（（（againagainagainagain））））, Please., Please., Please., Please.    

        

電話番号電話番号電話番号電話番号をををを教教教教えてえてえてえて下下下下さいさいさいさい。。。。    

Your number, please?Your number, please?Your number, please?Your number, please?    

        

おおおお電話電話電話電話ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。失礼致失礼致失礼致失礼致しますしますしますします。。。。    

Thank you for calling, goodThank you for calling, goodThank you for calling, goodThank you for calling, good----bye.bye.bye.bye.    

  

そのそのそのその他他他他    

  

もうもうもうもう少少少少しししし大大大大きなきなきなきな声声声声でおでおでおでお話話話話いただけますかいただけますかいただけますかいただけますか？？？？    

Could you speak a little louder, please?Could you speak a little louder, please?Could you speak a little louder, please?Could you speak a little louder, please?    

        

もっとゆっくりおもっとゆっくりおもっとゆっくりおもっとゆっくりお話話話話いただけますかいただけますかいただけますかいただけますか？？？？    

Could you speak more sCould you speak more sCould you speak more sCould you speak more slowly, please?lowly, please?lowly, please?lowly, please?    

        

先先先先ほどはほどはほどはほどは、、、、電話電話電話電話がががが切切切切れてしまいましてれてしまいましてれてしまいましてれてしまいまして、、、、すみませんでしたすみませんでしたすみませんでしたすみませんでした。。。。    

I'm sorry you were cut off earlier.I'm sorry you were cut off earlier.I'm sorry you were cut off earlier.I'm sorry you were cut off earlier.    
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しばらくたってからしばらくたってからしばらくたってからしばらくたってから再度再度再度再度おおおお掛掛掛掛けけけけ直直直直しししし頂頂頂頂けますかけますかけますかけますか？？？？    

Could you call back a little later?Could you call back a little later?Could you call back a little later?Could you call back a little later?    

        

失礼失礼失礼失礼ですがですがですがですが、、、、電話番号電話番号電話番号電話番号をおをおをおをお間違間違間違間違いじゃないでしょうかいじゃないでしょうかいじゃないでしょうかいじゃないでしょうか。。。。    

Sorry. I think you've got the wrong number.Sorry. I think you've got the wrong number.Sorry. I think you've got the wrong number.Sorry. I think you've got the wrong number.    

    

なんとかなんとかなんとかなんとか彼女彼女彼女彼女にににに連絡連絡連絡連絡をとるをとるをとるをとる方法方法方法方法はありませんかはありませんかはありませんかはありませんか？？？？    

Is there any way Is there any way Is there any way Is there any way to catch her?to catch her?to catch her?to catch her?    

    

結構急結構急結構急結構急ぎなんですぎなんですぎなんですぎなんです    

It's quite urgent.It's quite urgent.It's quite urgent.It's quite urgent.    

    

今朝今朝今朝今朝はははは、、、、実家実家実家実家からのからのからのからの電話電話電話電話でででで起起起起こされたこされたこされたこされた    

My parents woke me up today with a morning phone call.My parents woke me up today with a morning phone call.My parents woke me up today with a morning phone call.My parents woke me up today with a morning phone call.    

    

さっきさっきさっきさっき、、、、電話電話電話電話にににに出出出出たたたた人人人人、、、、あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお兄兄兄兄さんさんさんさん？？？？    

Was that man on the phone just now your brother?Was that man on the phone just now your brother?Was that man on the phone just now your brother?Was that man on the phone just now your brother?    

    

一件一件一件一件、、、、電話電話電話電話をををを待待待待ってなければならないってなければならないってなければならないってなければならない    

I have to stay here and wait for a phone call.I have to stay here and wait for a phone call.I have to stay here and wait for a phone call.I have to stay here and wait for a phone call.    

    

先先先先にににに行行行行ってくださいってくださいってくださいってください    

You can go ahead of me. You can go ahead of me. You can go ahead of me. You can go ahead of me.     

    

このこのこのこの電話電話電話電話をををを営業部営業部営業部営業部にににに回回回回していただけますかしていただけますかしていただけますかしていただけますか？？？？    

Could you put me through to the sales department?Could you put me through to the sales department?Could you put me through to the sales department?Could you put me through to the sales department?    

    

電話番号電話番号電話番号電話番号がががが変更変更変更変更になったのでになったのでになったのでになったので、、、、ごごごご連絡連絡連絡連絡しておきますしておきますしておきますしておきます    

I'd like to let you know that my phone number has changed.I'd like to let you know that my phone number has changed.I'd like to let you know that my phone number has changed.I'd like to let you know that my phone number has changed.    

    

通話通話通話通話がががが切切切切れてしまいましたれてしまいましたれてしまいましたれてしまいました    

I was cut off. I was cut off. I was cut off. I was cut off.     

    

もうもうもうもう一度一度一度一度０６０６０６０６－－－－１２３４１２３４１２３４１２３４－－－－１２３４５１２３４５１２３４５１２３４５につないでもらえますかにつないでもらえますかにつないでもらえますかにつないでもらえますか？？？？    

Can yCan yCan yCan you connect me to 06ou connect me to 06ou connect me to 06ou connect me to 06----1234123412341234----12345 again?12345 again?12345 again?12345 again?    

    

電話電話電話電話がががが切切切切れたれたれたれた    

We got cut off. We got cut off. We got cut off. We got cut off.     

    

受話器受話器受話器受話器がはずれていましたがはずれていましたがはずれていましたがはずれていました    

The receiver of the phone was off the hook.The receiver of the phone was off the hook.The receiver of the phone was off the hook.The receiver of the phone was off the hook.    
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部屋番号部屋番号部屋番号部屋番号 123123123123 のののの山田氏山田氏山田氏山田氏につないでいただけますかにつないでいただけますかにつないでいただけますかにつないでいただけますか？？？？    

Will you put me through to Mr.Yamada in room number 123?Will you put me through to Mr.Yamada in room number 123?Will you put me through to Mr.Yamada in room number 123?Will you put me through to Mr.Yamada in room number 123?    

    

繰繰繰繰りりりり返返返返えしますえしますえしますえします    

Let me repeat that.Let me repeat that.Let me repeat that.Let me repeat that.    

    

すいませんがすいませんがすいませんがすいませんが、、、、話話話話がわからなくなってきましたがわからなくなってきましたがわからなくなってきましたがわからなくなってきました    

Sorry,I'm not following you.Sorry,I'm not following you.Sorry,I'm not following you.Sorry,I'm not following you.    

    

もうもうもうもう一度説明一度説明一度説明一度説明していただけませんかしていただけませんかしていただけませんかしていただけませんか？？？？    

Could you explain that again?Could you explain that again?Could you explain that again?Could you explain that again?    

    

いつごろいつごろいつごろいつごろ戻戻戻戻られますでしょうかられますでしょうかられますでしょうかられますでしょうか？？？？    

When will he be back?When will he be back?When will he be back?When will he be back?    

    

７７７７時頃戻時頃戻時頃戻時頃戻りますりますりますります    

He is expected back by seven. He is expected back by seven. He is expected back by seven. He is expected back by seven.     

    

[PR][PR][PR][PR]勉強時間勉強時間勉強時間勉強時間はははは必要必要必要必要ナシナシナシナシ！「！「！「！「英語英語英語英語ができるができるができるができる人人人人」」」」になるとっておきのになるとっておきのになるとっておきのになるとっておきの方法方法方法方法            

    

彼彼彼彼はははは本日本日本日本日はもうはもうはもうはもう帰宅帰宅帰宅帰宅しましたしましたしましたしました    

He's already left for home todayHe's already left for home todayHe's already left for home todayHe's already left for home today    

    

彼彼彼彼はははは、、、、今日今日今日今日はははは休休休休みですみですみですみです    

HHHHe's off todaye's off todaye's off todaye's off today    

    

電話電話電話電話でででで彼彼彼彼とととと連絡連絡連絡連絡をとりますをとりますをとりますをとります    

I contact him by telephone I contact him by telephone I contact him by telephone I contact him by telephone     

    

電話電話電話電話をおをおをおをお借借借借りしてもいいですかりしてもいいですかりしてもいいですかりしてもいいですか？？？？    

May I use the phone?May I use the phone?May I use the phone?May I use the phone?    

    

１１１１時間時間時間時間ほどでほどでほどでほどで戻戻戻戻りますりますりますります        

He will be back in an hour.He will be back in an hour.He will be back in an hour.He will be back in an hour.    

    

仕事場仕事場仕事場仕事場にいますにいますにいますにいます    電話番号電話番号電話番号電話番号はははは・・・・・・・・・・・・    

He's at work. The number is ....He's at work. The number is ....He's at work. The number is ....He's at work. The number is ....    

    

山田山田山田山田がかわりにがかわりにがかわりにがかわりに電話電話電話電話にでますにでますにでますにでます    

Mr Yamada will take the call insteadMr Yamada will take the call insteadMr Yamada will take the call insteadMr Yamada will take the call instead    
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すぐにすぐにすぐにすぐに参参参参りますりますりますります    

He'll be He'll be He'll be He'll be with you in a moment.with you in a moment.with you in a moment.with you in a moment.    

    

山田山田山田山田はははは今席今席今席今席をををを外外外外していますしていますしていますしています    

Ms.Yamada is not here right now.Ms.Yamada is not here right now.Ms.Yamada is not here right now.Ms.Yamada is not here right now.    

    

山田山田山田山田はははは、、、、昼食昼食昼食昼食ですですですです    １１１１時時時時にはにはにはには戻戻戻戻りますりますりますります    

Yamada went out for lunch. He will be back by 13:00.Yamada went out for lunch. He will be back by 13:00.Yamada went out for lunch. He will be back by 13:00.Yamada went out for lunch. He will be back by 13:00.    

    

おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中電話中電話中電話中電話でおでおでおでお時間時間時間時間をををを割割割割いておいておいておいてお会会会会いいただきありがとうございましたいいただきありがとうございましたいいただきありがとうございましたいいただきありがとうございました    

Thank you for taking the time to call me, I realize you have a busy schedule.Thank you for taking the time to call me, I realize you have a busy schedule.Thank you for taking the time to call me, I realize you have a busy schedule.Thank you for taking the time to call me, I realize you have a busy schedule.    

    

おおおお話話話話していただきありがとうございましたしていただきありがとうございましたしていただきありがとうございましたしていただきありがとうございました        

I appreciate your callI appreciate your callI appreciate your callI appreciate your call    

    

何時何時何時何時にににに戻戻戻戻るかるかるかるか分分分分かりますかかりますかかりますかかりますか？？？？    

Do you know what time he'll be back?Do you know what time he'll be back?Do you know what time he'll be back?Do you know what time he'll be back?    

    

メッセージメッセージメッセージメッセージ伝伝伝伝えましょうかえましょうかえましょうかえましょうか？？？？    

May I take a message for him? May I take a message for him? May I take a message for him? May I take a message for him?     

    

おおおお待待待待ちしますちしますちしますちします    

I'll hold.I'll hold.I'll hold.I'll hold.    

    

山田山田山田山田につながりましたのでにつながりましたのでにつながりましたのでにつながりましたので、、、、どうぞおどうぞおどうぞおどうぞお話話話話くださいくださいくださいください    

Mr. Yamada is on the line. Go ahead, please.Mr. Yamada is on the line. Go ahead, please.Mr. Yamada is on the line. Go ahead, please.Mr. Yamada is on the line. Go ahead, please.    

    

山田山田山田山田はははは外出中外出中外出中外出中ですですですです    

Mr Yamada is out Mr Yamada is out Mr Yamada is out Mr Yamada is out of the office.of the office.of the office.of the office.    

    

山田山田山田山田はははは出張中出張中出張中出張中ですですですです    

Mr Yamada is on a business trip.Mr Yamada is on a business trip.Mr Yamada is on a business trip.Mr Yamada is on a business trip.    

    

今今今今はおはおはおはお話話話話できますかできますかできますかできますか？？？？    

Can I talk to you for a minute?Can I talk to you for a minute?Can I talk to you for a minute?Can I talk to you for a minute?    

    

おおおお邪魔邪魔邪魔邪魔をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、申申申申しししし訳訳訳訳ございませんございませんございませんございません        

I hope I'm not disturbing you.I hope I'm not disturbing you.I hope I'm not disturbing you.I hope I'm not disturbing you.    
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内線内線内線内線 123123123123 番番番番をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします    

Please connect me to extension 123.Please connect me to extension 123.Please connect me to extension 123.Please connect me to extension 123.    

    

できればできればできればできれば日本語日本語日本語日本語のわかるのわかるのわかるのわかる方方方方をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします        

If possible,I'd like to speaIf possible,I'd like to speaIf possible,I'd like to speaIf possible,I'd like to speak with someone who speaks Japanese.k with someone who speaks Japanese.k with someone who speaks Japanese.k with someone who speaks Japanese.    

    

何番何番何番何番にかけられましたかにかけられましたかにかけられましたかにかけられましたか？？？？    

What number did you dial?What number did you dial?What number did you dial?What number did you dial?    

    

ここにはそういうここにはそういうここにはそういうここにはそういう名前名前名前名前のののの人人人人はいませんはいませんはいませんはいません    

There's no such person at this number.There's no such person at this number.There's no such person at this number.There's no such person at this number.    

    

このこのこのこの辺辺辺辺にににに公衆電話公衆電話公衆電話公衆電話ありますかありますかありますかありますか？？？？    

Is there a pay phone here?Is there a pay phone here?Is there a pay phone here?Is there a pay phone here?    

    

テレフォンカードテレフォンカードテレフォンカードテレフォンカードはははは使使使使えますかえますかえますかえますか？？？？    

Can I use a telephone card?Can I use a telephone card?Can I use a telephone card?Can I use a telephone card?    

    

遅遅遅遅れていることをれていることをれていることをれていることを電話電話電話電話でおわびでおわびでおわびでおわび申申申申しししし上上上上げますげますげますげます        

I'm callingI'm callingI'm callingI'm calling to apologize for an unfortunate delay to apologize for an unfortunate delay to apologize for an unfortunate delay to apologize for an unfortunate delay    

    

今週今週今週今週ならいつがよろしいでしょうかならいつがよろしいでしょうかならいつがよろしいでしょうかならいつがよろしいでしょうか？？？？    

What day are you available this week?What day are you available this week?What day are you available this week?What day are you available this week?    

/ What day is good for you this week?/ What day is good for you this week?/ What day is good for you this week?/ What day is good for you this week?    

    

電話電話電話電話のののの声声声声がががが聞聞聞聞こえないこえないこえないこえない    

I can't hear a voice over the telephoneI can't hear a voice over the telephoneI can't hear a voice over the telephoneI can't hear a voice over the telephone    

    

電話電話電話電話をををを切切切切るるるる    

I ring off the phone / I hang up the receiverI ring off the phone / I hang up the receiverI ring off the phone / I hang up the receiverI ring off the phone / I hang up the receiver    

    

[PR][PR][PR][PR]マジックマジックマジックマジック・・・・トーカーズトーカーズトーカーズトーカーズ [ [ [ [EPEPEPEP----8000J] 8000J] 8000J] 8000J]     

    

間違間違間違間違いのようですいのようですいのようですいのようです    

You must have the wrong numberYou must have the wrong numberYou must have the wrong numberYou must have the wrong number    

    

ごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑おかけしてすみませんおかけしてすみませんおかけしてすみませんおかけしてすみません    

I'm sorry to trouble you. I'm sorry to trouble you. I'm sorry to trouble you. I'm sorry to trouble you.     

    

電話電話電話電話をををを引引引引いたいたいたいた（（（（つけたつけたつけたつけた））））    

I had a telephone installedI had a telephone installedI had a telephone installedI had a telephone installed    



 - 12 - 

    

電話電話電話電話でででで話話話話すすすす    

We talk by telephone / We talk over the telephoneWe talk by telephone / We talk over the telephoneWe talk by telephone / We talk over the telephoneWe talk by telephone / We talk over the telephone    

    

何番何番何番何番におかけですかにおかけですかにおかけですかにおかけですか？？？？    

What number are you calling? What number are you calling? What number are you calling? What number are you calling?     

    

間違間違間違間違ええええ（（（（電話電話電話電話））））ですですですです        

You have tYou have tYou have tYou have the wrong number. he wrong number. he wrong number. he wrong number.     

    

電話電話電話電話でででで彼彼彼彼とととと話話話話すすすす    

I speak to him over the telephoneI speak to him over the telephoneI speak to him over the telephoneI speak to him over the telephone    

    

彼彼彼彼はははは電話魔電話魔電話魔電話魔ですですですです    

He is a habitual dialerHe is a habitual dialerHe is a habitual dialerHe is a habitual dialer    

    

手手手手がががが空空空空きききき次第次第次第次第おおおお電話電話電話電話をさせますをさせますをさせますをさせます        

I'll have him call you back as soon as he can.I'll have him call you back as soon as he can.I'll have him call you back as soon as he can.I'll have him call you back as soon as he can.    

    

先先先先ほどほどほどほど退社退社退社退社いたしましたいたしましたいたしましたいたしました    

He has just left the office.He has just left the office.He has just left the office.He has just left the office.    

    

急急急急にににに変更変更変更変更がががが生生生生じましたことをじましたことをじましたことをじましたことを電話電話電話電話でおわびでおわびでおわびでおわび申申申申しししし上上上上げますげますげますげます    

I'm calling to apologize for I'm calling to apologize for I'm calling to apologize for I'm calling to apologize for a sudden change of plans. a sudden change of plans. a sudden change of plans. a sudden change of plans.     

    

いついついついつ（（（（何時何時何時何時））））がごがごがごがご都合都合都合都合よろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうか？？？？    

When would you like to meet? /When is a good time for you?When would you like to meet? /When is a good time for you?When would you like to meet? /When is a good time for you?When would you like to meet? /When is a good time for you?    

    

どなたかおどなたかおどなたかおどなたかお話話話話できるできるできるできる方方方方はいらっしゃいますかはいらっしゃいますかはいらっしゃいますかはいらっしゃいますか? ? ? ?     

Is there anyone I can speak with?Is there anyone I can speak with?Is there anyone I can speak with?Is there anyone I can speak with?    

    

電話電話電話電話でのおでのおでのおでのお問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは受受受受けけけけ付付付付けておりませんけておりませんけておりませんけておりません    

We don't accept telephone inquiries.We don't accept telephone inquiries.We don't accept telephone inquiries.We don't accept telephone inquiries.    

    

日本語日本語日本語日本語のできるのできるのできるのできる方方方方はいますかはいますかはいますかはいますか？？？？    

Is there anyonIs there anyonIs there anyonIs there anyone there who speaks Japanese?e there who speaks Japanese?e there who speaks Japanese?e there who speaks Japanese?    

    

英語英語英語英語のののの話話話話せるせるせるせる者者者者にににに代代代代わりますのでわりますのでわりますのでわりますので、、、、おおおお待待待待ちくださいちくださいちくださいちください    

Please hold on while I get someone who speaks Japanese. Please hold on while I get someone who speaks Japanese. Please hold on while I get someone who speaks Japanese. Please hold on while I get someone who speaks Japanese.     
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彼彼彼彼はははは会議中会議中会議中会議中ですですですです    

He is in a meeting nowHe is in a meeting nowHe is in a meeting nowHe is in a meeting now    

    

彼彼彼彼はははは外出中外出中外出中外出中ですですですです    

He is not in the office nowHe is not in the office nowHe is not in the office nowHe is not in the office now    

    

彼彼彼彼はははは本日本日本日本日はおはおはおはお休休休休みをいただいておりますみをいただいておりますみをいただいておりますみをいただいております    

He is absent from work today./He's off today.He is absent from work today./He's off today.He is absent from work today./He's off today.He is absent from work today./He's off today.    

    

どちらにおどちらにおどちらにおどちらにお電話電話電話電話ささささせればよろしいですかせればよろしいですかせればよろしいですかせればよろしいですか？？？？    

Where can I have him call you?Where can I have him call you?Where can I have him call you?Where can I have him call you?    

    

彼彼彼彼はははは休暇中休暇中休暇中休暇中ですですですです    

He's away on holidays.He's away on holidays.He's away on holidays.He's away on holidays.    

    

只今留守只今留守只今留守只今留守にしていますにしていますにしていますにしています。。。。ピーピーピーピーというというというという発信音発信音発信音発信音のののの後後後後にににに、、、、    

おおおお名前名前名前名前ののののメッセージメッセージメッセージメッセージをおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

Hello. This is Taro Yamada.I'm not here right now, Hello. This is Taro Yamada.I'm not here right now, Hello. This is Taro Yamada.I'm not here right now, Hello. This is Taro Yamada.I'm not here right now,     

so please leave a message after the beep.so please leave a message after the beep.so please leave a message after the beep.so please leave a message after the beep.    

    

2,3 2,3 2,3 2,3 かかかか所電話所電話所電話所電話をかけるをかけるをかけるをかける所所所所があるがあるがあるがある    

I have a few phone calls tI have a few phone calls tI have a few phone calls tI have a few phone calls to make.o make.o make.o make.    

    

外線外線外線外線ははははゼロゼロゼロゼロ発信発信発信発信ですかですかですかですか？？？？    

Do I have to dial zero to get out? Do I have to dial zero to get out? Do I have to dial zero to get out? Do I have to dial zero to get out?     

    

彼彼彼彼にかけにかけにかけにかけ直直直直させましょうかさせましょうかさせましょうかさせましょうか？？？？        

Shall I have him call you back? Shall I have him call you back? Shall I have him call you back? Shall I have him call you back?     

    

何時何時何時何時にににに電話電話電話電話させればいいですかさせればいいですかさせればいいですかさせればいいですか？？？？    

What time should he call? What time should he call? What time should he call? What time should he call?     

    

山田山田山田山田はははは今今今今、、、、会議中会議中会議中会議中ですですですです。。。。        

そちらへそちらへそちらへそちらへ電話電話電話電話をおをおをおをお回回回回しいたしましょうかしいたしましょうかしいたしましょうかしいたしましょうか？？？？    

Yamada is in the conference room now. Yamada is in the conference room now. Yamada is in the conference room now. Yamada is in the conference room now.     

May I transfer you?May I transfer you?May I transfer you?May I transfer you?    

    

しばらくおしばらくおしばらくおしばらくお待待待待ちちちち下下下下さいさいさいさい    

HHHHold on the line, please.old on the line, please.old on the line, please.old on the line, please.    
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少少少少々々々々おおおお待待待待ちちちち下下下下さいませさいませさいませさいませ。。。。おつなぎしますのでおつなぎしますのでおつなぎしますのでおつなぎしますので。。。。    

Hold on, please. I'll put you through.Hold on, please. I'll put you through.Hold on, please. I'll put you through.Hold on, please. I'll put you through.    

    

只今只今只今只今ちょっとちょっとちょっとちょっと電話電話電話電話にににに出出出出られないのですがられないのですがられないのですがられないのですが。。。。    

何何何何かおかおかおかお伝伝伝伝えいたしましょうかえいたしましょうかえいたしましょうかえいたしましょうか？？？？    

I'm afraid he is not available right now. I'm afraid he is not available right now. I'm afraid he is not available right now. I'm afraid he is not available right now.     

Would you like to leave a message?Would you like to leave a message?Would you like to leave a message?Would you like to leave a message?    

    

すみませんすみませんすみませんすみません, , , , 間違間違間違間違えましたえましたえましたえました    

I'm sorry. I must have the wrong numberI'm sorry. I must have the wrong numberI'm sorry. I must have the wrong numberI'm sorry. I must have the wrong number....    

    

内線内線内線内線１２１２１２１２番番番番をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします    

Give me extension 12, Please.Give me extension 12, Please.Give me extension 12, Please.Give me extension 12, Please.    

////    Could I have extension 12, Please.Could I have extension 12, Please.Could I have extension 12, Please.Could I have extension 12, Please.    

    

クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカードがががが使使使使えるえるえるえる電話電話電話電話はありますかはありますかはありますかはありますか????    

Is there any phone that I can use my credit card ?Is there any phone that I can use my credit card ?Is there any phone that I can use my credit card ?Is there any phone that I can use my credit card ?    

    

彼彼彼彼のののの電話番号電話番号電話番号電話番号はははは電話帳電話帳電話帳電話帳にににに載載載載っていないっていないっていないっていない    

He has an unlisted phone number.He has an unlisted phone number.He has an unlisted phone number.He has an unlisted phone number.    

    

あなたにおあなたにおあなたにおあなたにお電話電話電話電話ですですですです    

Telephone for you.Telephone for you.Telephone for you.Telephone for you.    

    

時間時間時間時間があったらがあったらがあったらがあったら、、、、もうもうもうもう１１１１回回回回ここにここにここにここに電電電電話話話話してもらえませんかしてもらえませんかしてもらえませんかしてもらえませんか？？？？    

If you have time, could you try this number again?If you have time, could you try this number again?If you have time, could you try this number again?If you have time, could you try this number again?    

    

彼彼彼彼はははは、、、、まだまだまだまだ仕事場仕事場仕事場仕事場ですですですです        

He is still at work. He is still at work. He is still at work. He is still at work.     

    

何時頃戻何時頃戻何時頃戻何時頃戻るでしょうかるでしょうかるでしょうかるでしょうか？？？？    

When is he expected back? When is he expected back? When is he expected back? When is he expected back?     

    

山田山田山田山田さんさんさんさん, , , , 電話電話電話電話ですよですよですよですよ    

Mr. Yamada, you are wanted on the phone.Mr. Yamada, you are wanted on the phone.Mr. Yamada, you are wanted on the phone.Mr. Yamada, you are wanted on the phone.    

    

おおおお話話話話しできてしできてしできてしできて楽楽楽楽しかったですしかったですしかったですしかったです    

It's nice to talk to youIt's nice to talk to youIt's nice to talk to youIt's nice to talk to you    

    

山田山田山田山田はははは二人二人二人二人いますいますいますいます        

We have two YWe have two YWe have two YWe have two Yamada.amada.amada.amada.    
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どちらにおどちらにおどちらにおどちらにお繋繋繋繋ぎしましょうかぎしましょうかぎしましょうかぎしましょうか？？？？    

Who would you like to talk to?Who would you like to talk to?Who would you like to talk to?Who would you like to talk to?    

    

伝言伝言伝言伝言をおをおをおをお願願願願いできますかいできますかいできますかいできますか？？？？    

Could I leave a message?Could I leave a message?Could I leave a message?Could I leave a message?    

    

もうもうもうもう少少少少しししし大大大大きなきなきなきな声声声声ではなしてくださいではなしてくださいではなしてくださいではなしてください    

Can you speak a little louder please?Can you speak a little louder please?Can you speak a little louder please?Can you speak a little louder please?    

    

突然電話突然電話突然電話突然電話がががが切切切切れたれたれたれた....    

The telephone suddenly went dead.The telephone suddenly went dead.The telephone suddenly went dead.The telephone suddenly went dead.    

    

彼彼彼彼はははは他他他他のののの電話電話電話電話にでておりますにでておりますにでておりますにでております    

He is on another line.He is on another line.He is on another line.He is on another line.    

    

相手相手相手相手がおがおがおがお出出出出になりましたになりましたになりましたになりました。。。。どうぞおどうぞおどうぞおどうぞお話話話話くださいくださいくださいください    

YYYYour partner's on the line. Go ahead, please.our partner's on the line. Go ahead, please.our partner's on the line. Go ahead, please.our partner's on the line. Go ahead, please.    

    

ふつうはふつうはふつうはふつうは６６６６時時時時までにはまでにはまでにはまでには帰帰帰帰ってきますってきますってきますってきます    

He's usually back by 6 p.m.He's usually back by 6 p.m.He's usually back by 6 p.m.He's usually back by 6 p.m.    

    

そのころにかけなおしていただけますかそのころにかけなおしていただけますかそのころにかけなおしていただけますかそのころにかけなおしていただけますか？？？？    

Can you call back around then?Can you call back around then?Can you call back around then?Can you call back around then?    

    

山田山田山田山田さんさんさんさん？？？？思思思思いいいい出出出出せないなせないなせないなせないな    

Mr Yamada? I can't remember.Mr Yamada? I can't remember.Mr Yamada? I can't remember.Mr Yamada? I can't remember.    

    

そのそのそのその人人人人はははは電話番号電話番号電話番号電話番号をををを言言言言ってたってたってたってた？？？？    

Did he leave a phone number?Did he leave a phone number?Did he leave a phone number?Did he leave a phone number?    

    

私私私私のののの外出中外出中外出中外出中にににに電話電話電話電話はあったはあったはあったはあった？？？？    

Any phone Any phone Any phone Any phone calls for me while I was out?calls for me while I was out?calls for me while I was out?calls for me while I was out?    

    

山田山田山田山田さんからおさんからおさんからおさんからお電話電話電話電話がありましたがありましたがありましたがありました    

Mr.Yamada called for you.Mr.Yamada called for you.Mr.Yamada called for you.Mr.Yamada called for you.    

    

彼彼彼彼はははは 3333 時時時時くらいならくらいならくらいならくらいなら大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます（（（（いるといるといるといると思思思思いますいますいますいます））））    

He should be available around 3:00He should be available around 3:00He should be available around 3:00He should be available around 3:00    

    

そのそのそのその時間時間時間時間におにおにおにお電話電話電話電話しますしますしますします    

OK. I'll call him at that time.OK. I'll call him at that time.OK. I'll call him at that time.OK. I'll call him at that time.    



 - 16 - 

申申申申しわけございませんがしわけございませんがしわけございませんがしわけございませんが今日今日今日今日、、、、山田山田山田山田はははは、、、、帰帰帰帰らせていただきましたらせていただきましたらせていただきましたらせていただきました    

I'm sorry, Yamada has left for the day.I'm sorry, Yamada has left for the day.I'm sorry, Yamada has left for the day.I'm sorry, Yamada has left for the day.    

    

伝言伝言伝言伝言ををををおおおお願願願願いできますかいできますかいできますかいできますか？？？？    

May I leave a message?May I leave a message?May I leave a message?May I leave a message?    

    

彼彼彼彼はまだはまだはまだはまだ出社出社出社出社してませんしてませんしてませんしてません    

He hasn't come to the office yet.He hasn't come to the office yet.He hasn't come to the office yet.He hasn't come to the office yet.    

    

彼彼彼彼はははは昼食昼食昼食昼食にににに行行行行ってますってますってますってます    

He's out to lunch nowHe's out to lunch nowHe's out to lunch nowHe's out to lunch now    

    

昨日送昨日送昨日送昨日送ったったったったファックスファックスファックスファックスはははは届届届届いてますかいてますかいてますかいてますか？？？？    

Have you received the fax I sent yesterday?Have you received the fax I sent yesterday?Have you received the fax I sent yesterday?Have you received the fax I sent yesterday?    

    

送送送送っていただいたっていただいたっていただいたっていただいたファックスファックスファックスファックスのののの２２２２ページページページページ目目目目がががが届届届届いてませんいてませんいてませんいてません    

The second page is missing from the fax you sent mThe second page is missing from the fax you sent mThe second page is missing from the fax you sent mThe second page is missing from the fax you sent me.e.e.e.    

    

彼彼彼彼はははは話話話話しししし中中中中ですですですです    

His line is busy at the momentHis line is busy at the momentHis line is busy at the momentHis line is busy at the moment    

    

彼彼彼彼はははは来客中来客中来客中来客中ですですですです    

He has a visitor at the momentHe has a visitor at the momentHe has a visitor at the momentHe has a visitor at the moment    

    

サービスサービスサービスサービス部門部門部門部門におにおにおにお電話電話電話電話をおをおをおをお回回回回ししますししますししますしします    

I am transferring you to the Service DepartmentI am transferring you to the Service DepartmentI am transferring you to the Service DepartmentI am transferring you to the Service Department    

    

（（（（おつなぎしますおつなぎしますおつなぎしますおつなぎします））））少少少少々々々々おおおお待待待待ちくださいちくださいちくださいちください    

Hold the line please.Hold the line please.Hold the line please.Hold the line please.    

    

私私私私にににに電話電話電話電話をするようにをするようにをするようにをするように彼彼彼彼にににに言言言言ってくれますかってくれますかってくれますかってくれますか？？？？    

Could you ask him to call me?Could you ask him to call me?Could you ask him to call me?Could you ask him to call me?    

    

どちらどちらどちらどちら様様様様でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？    

Who's calling, please?Who's calling, please?Who's calling, please?Who's calling, please?    

    

おかけになったおかけになったおかけになったおかけになった番号番号番号番号はははは現在使現在使現在使現在使われておりませんわれておりませんわれておりませんわれておりません    

The number you are trying to reach is not in service.The number you are trying to reach is not in service.The number you are trying to reach is not in service.The number you are trying to reach is not in service.    
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おかけになったおかけになったおかけになったおかけになった番号番号番号番号 123123123123----4567456745674567 はははは変変変変わりましたわりましたわりましたわりました。。。。    

新新新新しいしいしいしい番号番号番号番号はははは 123123123123----8910891089108910 ですですですです    

The number you have dialed, 123The number you have dialed, 123The number you have dialed, 123The number you have dialed, 123----4567 has been changed. 4567 has been changed. 4567 has been changed. 4567 has been changed.     

The new number is 123The new number is 123The new number is 123The new number is 123----8910891089108910    

    

すみませんすみませんすみませんすみません、、、、別別別別のののの電話電話電話電話がかかってきたようなのでがかかってきたようなのでがかかってきたようなのでがかかってきたようなので    

I'I'I'I'm sorry, but I have a call on another line.m sorry, but I have a call on another line.m sorry, but I have a call on another line.m sorry, but I have a call on another line.    

    

すみませんすみませんすみませんすみません、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと上司上司上司上司からのからのからのからの内線内線内線内線でしてでしてでしてでして    

Excuse me, but my boss has just buzzed for me.Excuse me, but my boss has just buzzed for me.Excuse me, but my boss has just buzzed for me.Excuse me, but my boss has just buzzed for me.    

    

彼彼彼彼はははは席席席席をはずしておりますをはずしておりますをはずしておりますをはずしております    

He is away from his desk.He is away from his desk.He is away from his desk.He is away from his desk.    

    

時間時間時間時間はどれくらいかかりますかはどれくらいかかりますかはどれくらいかかりますかはどれくらいかかりますか    

How long will it take?How long will it take?How long will it take?How long will it take?    

    

彼彼彼彼はははは外出中外出中外出中外出中ですですですです    

He is out right now. He is out right now. He is out right now. He is out right now.     

    

何時何時何時何時におにおにおにお帰帰帰帰りでしょうかりでしょうかりでしょうかりでしょうか？？？？    

What time do you exWhat time do you exWhat time do you exWhat time do you expect him?pect him?pect him?pect him?    

    

一度伺一度伺一度伺一度伺ってよろしいでしょうかってよろしいでしょうかってよろしいでしょうかってよろしいでしょうか？？？？    

Would you mind if I visited you to discuss it ?Would you mind if I visited you to discuss it ?Would you mind if I visited you to discuss it ?Would you mind if I visited you to discuss it ?    

    

綴綴綴綴りをりをりをりを言言言言ってってってって下下下下さいさいさいさい    

How do you spell your name?How do you spell your name?How do you spell your name?How do you spell your name?    

    

もしもしもしもしもしもしもしもし、、、、まだまだまだまだ聞聞聞聞こえてますかこえてますかこえてますかこえてますか？？？？    

Are you still there? / Can you still hear me?Are you still there? / Can you still hear me?Are you still there? / Can you still hear me?Are you still there? / Can you still hear me?    

    

間違間違間違間違いいいい電話電話電話電話ですですですです    

You got a wrong number. You got a wrong number. You got a wrong number. You got a wrong number.     

    

伝言伝言伝言伝言をしましょうかをしましょうかをしましょうかをしましょうか????    

Can(May) I take your message?Can(May) I take your message?Can(May) I take your message?Can(May) I take your message?    

    

彼彼彼彼がががが帰帰帰帰ったらったらったらったら折折折折りりりり返返返返してくれるようにしてくれるようにしてくれるようにしてくれるように言言言言っといてっといてっといてっといて下下下下さいさいさいさい    

Tell him to call me back when he gets back, please.Tell him to call me back when he gets back, please.Tell him to call me back when he gets back, please.Tell him to call me back when he gets back, please.    
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どちらどちらどちらどちら様様様様ですかですかですかですか????    

Who am I talking to?Who am I talking to?Who am I talking to?Who am I talking to?／／／／Who are you?Who are you?Who are you?Who are you?    

    

何番何番何番何番におにおにおにお掛掛掛掛けですかけですかけですかけですか????    

What number are you calling? What number are you calling? What number are you calling? What number are you calling?     

    

公衆電話公衆電話公衆電話公衆電話はどこですかはどこですかはどこですかはどこですか????    

Where is a payWhere is a payWhere is a payWhere is a pay----phone?phone?phone?phone?    

    

山田山田山田山田さんのさんのさんのさんの番号番号番号番号をををを知知知知りたいんですがりたいんですがりたいんですがりたいんですが・・・・・・・・    

Can I have a number for Mr YamadaCan I have a number for Mr YamadaCan I have a number for Mr YamadaCan I have a number for Mr Yamada    ？？？？    

    

日本日本日本日本にはどうやってにはどうやってにはどうやってにはどうやって電話電話電話電話すればすればすればすれば良良良良いですかいですかいですかいですか????    

How can I call Japan ?How can I call Japan ?How can I call Japan ?How can I call Japan ?    

    

国際電話国際電話国際電話国際電話をかけたいのをかけたいのをかけたいのをかけたいの ? ? ? ?    

Do you want to make an international phoneDo you want to make an international phoneDo you want to make an international phoneDo you want to make an international phone----call ?call ?call ?call ?    

    

伝伝伝伝えておきますねえておきますねえておきますねえておきますね    

I'll tell him your message.I'll tell him your message.I'll tell him your message.I'll tell him your message.    

    

あなたのあなたのあなたのあなたの電話番号電話番号電話番号電話番号はははは何番何番何番何番ですかですかですかですか？？？？    

What's your number?What's your number?What's your number?What's your number?    

    

おおおお電話電話電話電話してしてしてして下下下下さいとさいとさいとさいと、、、、おおおお伝伝伝伝えいただけますかえいただけますかえいただけますかえいただけますか？？？？    

Please tell him to call me back.Please tell him to call me back.Please tell him to call me back.Please tell him to call me back.    

    

おおおお電話番号電話番号電話番号電話番号はははは？？？？    

Can I haveCan I haveCan I haveCan I have his phone number? his phone number? his phone number? his phone number?    

    

すみませんがすみませんがすみませんがすみませんが、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度おっしゃっていただけませんかおっしゃっていただけませんかおっしゃっていただけませんかおっしゃっていただけませんか？？？？    

I'm sorry. Could you say that again?I'm sorry. Could you say that again?I'm sorry. Could you say that again?I'm sorry. Could you say that again?    

    

回線回線回線回線がががが悪悪悪悪いようですのでいようですのでいようですのでいようですので、、、、もうもうもうもう少少少少しししし大大大大きなきなきなきな声声声声でででで話話話話していただけませんかしていただけませんかしていただけませんかしていただけませんか？？？？    

Could you please speak up a little. The line is bad.Could you please speak up a little. The line is bad.Could you please speak up a little. The line is bad.Could you please speak up a little. The line is bad.    

    

ではではではでは、、、、後後後後でかけなおしますでかけなおしますでかけなおしますでかけなおします。。。。    

OK. I'll call her later.OK. I'll call her later.OK. I'll call her later.OK. I'll call her later.    
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電話電話電話電話してくれるかなしてくれるかなしてくれるかなしてくれるかな？？？？    

Will you dial it for me?Will you dial it for me?Will you dial it for me?Will you dial it for me?    

    

太郎君太郎君太郎君太郎君ののののおおおお宅宅宅宅ですかですかですかですか？？？？    

Is this Taro?Is this Taro?Is this Taro?Is this Taro?    

    

いいえいいえいいえいいえ、、、、違違違違いますよいますよいますよいますよ    

No, you have a wrong number.No, you have a wrong number.No, you have a wrong number.No, you have a wrong number.    

    

太郎君太郎君太郎君太郎君はいますかはいますかはいますかはいますか？？？？    

Is Taro there?Is Taro there?Is Taro there?Is Taro there?    

    

少少少少々々々々おおおお待待待待ちくださいちくださいちくださいちください    

Wait a minute, please./One (Just a) moment, please.Wait a minute, please./One (Just a) moment, please.Wait a minute, please./One (Just a) moment, please.Wait a minute, please./One (Just a) moment, please.    

（（（（特特特特にににに電話電話電話電話でででで））））Please hold on a minute.Hold on a second.Please hold on a minute.Hold on a second.Please hold on a minute.Hold on a second.Please hold on a minute.Hold on a second.    

    

山田山田山田山田はただいまはただいまはただいまはただいま席席席席をはずしておりますをはずしておりますをはずしておりますをはずしております    

Yamada isn't in the office at the momeYamada isn't in the office at the momeYamada isn't in the office at the momeYamada isn't in the office at the momentntntnt    

    

何何何何かかかか申申申申しししし伝伝伝伝えましょうかえましょうかえましょうかえましょうか？？？？    

それともそれともそれともそれとも本人本人本人本人からからからから電話電話電話電話をおをおをおをお返返返返しするようにいたしましょうかしするようにいたしましょうかしするようにいたしましょうかしするようにいたしましょうか？？？？    

Do you want to leave a message Do you want to leave a message Do you want to leave a message Do you want to leave a message     

or shall I get him to call you back? or shall I get him to call you back? or shall I get him to call you back? or shall I get him to call you back?     

    

おおおお手手手手すきになったらすきになったらすきになったらすきになったら電話電話電話電話をををを頂戴頂戴頂戴頂戴したいしたいしたいしたい旨伝旨伝旨伝旨伝えていただけますかえていただけますかえていただけますかえていただけますか？？？？    

Would you ask him to call me when he's free?Would you ask him to call me when he's free?Would you ask him to call me when he's free?Would you ask him to call me when he's free?    

    

失礼失礼失礼失礼ですがですがですがですが、、、、電話番号電話番号電話番号電話番号をおをおをおをお間違間違間違間違いじゃないでしょうかいじゃないでしょうかいじゃないでしょうかいじゃないでしょうか？？？？    

Sorry. I think you have got the wrongSorry. I think you have got the wrongSorry. I think you have got the wrongSorry. I think you have got the wrong number. number. number. number.    

    

山田山田山田山田さんさんさんさん、、、、すみませんすみませんすみませんすみません、、、、電話取電話取電話取電話取ってくれますかってくれますかってくれますかってくれますか？？？？    

Excuse me, Mr.Yamada, will you answer the phone?Excuse me, Mr.Yamada, will you answer the phone?Excuse me, Mr.Yamada, will you answer the phone?Excuse me, Mr.Yamada, will you answer the phone?    

    

私私私私がでますがでますがでますがでます    

I'll get it./ I'll answer it.I'll get it./ I'll answer it.I'll get it./ I'll answer it.I'll get it./ I'll answer it.    

    

彼彼彼彼はははは、、、、いついついついつ頃頃頃頃おおおお戻戻戻戻りですかりですかりですかりですか？？？？    

When do you expect him back?When do you expect him back?When do you expect him back?When do you expect him back?    
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折折折折りりりり返返返返しししし彼彼彼彼からおからおからおからお電話頂電話頂電話頂電話頂けますかけますかけますかけますか？？？？    

Would you tell him to call me bcak?Would you tell him to call me bcak?Would you tell him to call me bcak?Would you tell him to call me bcak?    

    

少少少少々々々々おおおお待待待待ちくださいちくださいちくださいちください    

Hold on a minute.Hold on a minute.Hold on a minute.Hold on a minute.    

    

内線内線内線内線のののの 123123123123 番番番番につなぎますにつなぎますにつなぎますにつなぎます    

I'll connect you to extension 123.(one, two, three)I'll connect you to extension 123.(one, two, three)I'll connect you to extension 123.(one, two, three)I'll connect you to extension 123.(one, two, three)    

    

つなぎつなぎつなぎつなぎ直直直直してしてしてして頂頂頂頂けますかけますかけますかけますか？？？？    

Could you connect me again?Could you connect me again?Could you connect me again?Could you connect me again?    

    

公衆電話公衆電話公衆電話公衆電話からかけてますからかけてますからかけてますからかけてます    

I'm calling from a payI'm calling from a payI'm calling from a payI'm calling from a pay----phonephonephonephone    

    

テレフォンカードテレフォンカードテレフォンカードテレフォンカードがなくなりそうだからすぐにがなくなりそうだからすぐにがなくなりそうだからすぐにがなくなりそうだからすぐに切切切切りますりますりますります    

My phone card is about to run out, so I'll hang up in a second.My phone card is about to run out, so I'll hang up in a second.My phone card is about to run out, so I'll hang up in a second.My phone card is about to run out, so I'll hang up in a second.    

    

私私私私にににに電話電話電話電話？？？？今手今手今手今手がががが離離離離せないせないせないせない    

Phone foPhone foPhone foPhone for me? I can't get it right nowr me? I can't get it right nowr me? I can't get it right nowr me? I can't get it right now    

    

すこしすこしすこしすこし保留保留保留保留にしておいてくれるにしておいてくれるにしておいてくれるにしておいてくれる？？？？    

Could you put them on hold for a second?Could you put them on hold for a second?Could you put them on hold for a second?Could you put them on hold for a second?    

    

夜分遅夜分遅夜分遅夜分遅くにすみませんくにすみませんくにすみませんくにすみません    

I'm sorry to be calling so lateI'm sorry to be calling so lateI'm sorry to be calling so lateI'm sorry to be calling so late    

    

ごごごご主人様主人様主人様主人様はおはおはおはお帰帰帰帰りでしょうかりでしょうかりでしょうかりでしょうか？？？？    

Is your husband home yet?Is your husband home yet?Is your husband home yet?Is your husband home yet?    

 

ENDENDENDEND    

    

※※※※    学習学習学習学習のののの仕方仕方仕方仕方    

    

１１１１、、、、何回何回何回何回もももも繰返繰返繰返繰返しししし読読読読むむむむ（（（（100100100100 回回回回）。）。）。）。    

２２２２、、、、ノートノートノートノートにににに写写写写すすすす（（（（10101010 回回回回）。）。）。）。    

３３３３、、、、冷冷冷冷やややや汗汗汗汗をかいてもをかいてもをかいてもをかいても少少少少しずつしずつしずつしずつ使使使使ってってってって見見見見るるるる。。。。    

４４４４、、、、毎日毎日毎日毎日、、、、ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫのののの““““毎日毎日毎日毎日ラジオラジオラジオラジオ英会話英会話英会話英会話””””をををを聞聞聞聞こうこうこうこう！！！！（（（（３３３３年年年年））））    

    

2012/09/01 2012/09/01 2012/09/01 2012/09/01 明壁明壁明壁明壁    


