
英語で伝わる自己紹介をしよう！ 
英語の自己紹介に役立つ例文をまとめさせていただきました。ぜひご利用ください。 

 

私の名前は A です。 

My name is A. 

 

お会いできてうれしいです。 

Nice to meet you! 

 

あなたはどこ出身ですか。 

Where are you from? 

  

私は仙台出身です。 

I am from Sendai. 

   

私は生まれも育ちも仙台です。 

I was born and raised in Sendai. 

 

私は大阪出身です。 

I am from Osaka. 

   

私は生まれも育ちも大阪です。 

I was born and raised in Osaka. 

  

私は東京出身です。 

I am from Tokyo. 

   

私は生まれも育ちも東京です。 

I was born and raised in Tokyo. 

   

私は名古屋出身です。 

I am from Nagoya. 

  

 私は生まれも育ちも名古屋です。 

I was born and raised in Nagoya. 

  

 私は埼玉で生まれて、東京で育ちました。 

I was born in Saitama, and I grew up in Tokyo. 

 

 



私は福岡で生まれましたが、３歳の時に両親が上京しました。 

I was born in Fukuoka, but my parents moved to Tokyo when I was 3 years old. 

 

お幾つですか。 

a. May I know your age? 

b. Would you mind telling me your age? 

c. How old are you? 

   

私は X歳です。 

I am X years old. 

 

私は２５歳です。 

I am 25 years old. 

 

私は４５歳です。 

I am 45 years old. 

 

お誕生日はいつですか。 

What’s your birthday? 

 

私の誕生日は１月１日です。 

My birthday is January 1st. 

  

私の誕生日は２月２日です。 

My birthday is February 2nd. 

   

私の誕生日は３月３日です。 

My birthday is March 3rd. 

  

私の誕生日は５月５日です。 

My birthday is May 5th. 

  

私の誕生日は６月１０日です。 

My birthday is June 10th. 

 

 

 

配偶者の有無について 

私は独身です。 

I am single. 

  



私は婚約をしています。 

I am engaged. 

 

私は結婚しています。 

I am married. 

  

私は結婚してから１０年間になります。 

I have been married for 10 years. 

 

私は離婚をしました。 

I am divorced. 

   

私は娘が一人います。 

I have one daughter. 

 

私は娘が二人います。 

I have two daughters. 

 

私は息子が一人います。 

I have one son. 

  

私は息子が二人います。 

I have two sons. 

   

私は息子が一人いて、娘が二人います。 

I have one son and two daughters. 

  

私は弟が一人います。 

I have a younger brother. 

   

私は兄が一人います。 

I have an older brother. 

  

私は妹が一人います。 

I have a younger sister. 

  

私は姉が一人います。 

I have an older sister. 

 

 

 

 



職業について 

お仕事は何ですか。 

a. What do you do for a living? 

b. What is your profession? 

c. What is your occupation? 

 

私は小学生です。 

I am an elementary school student. 

 

私は中学生です。 

I am a junior high school student. 

 

私は高校生です。 

I am a senior high school student. 

 

私は大学生です。 

I am a university student. 

 

私の専攻は XXXです。 

a) My major is XXX 

b) I am majoring in XXX 

 

私は教師です。 

I am a teacher. 

 

私は大学教授です。 

I am a university professor. 

 

私は助教授です。 

a) I am an assistant professor. 

b) I am an associate professor. 

 

私は看護師です。 

I am a nurse. 

 

私は助産婦です。 

I am a midwife. 

 

私は薬剤師です。 

I am a pharmacist. 

 



私は医師です。 

I am a doctor. 

 

私は歯科医師です。 

I am a dentist. 

 

私は秘書です。 

I am a secretary. 

 

私は店員です。 

I am a store clerk. 

 

私は料理人です。 

I am a cook. 

  

私は公務員です。 

I am a government worker. 

  

私はホテルのフロントで働いています。 

I am a hotel receptionist. 

  

私はレストランで接客をやっています。 

a. I am a restaurant waiter. (男性) 

b. I am a restaurant waitress. (女性) 

 

私は銀行で働いています。 

I work in a bank. 

 

私は会計士です。 

I am an accountant. 

 

私は保険会社で働いています。 

I work in an insurance company. 

  

私は旅行会社で働いています。 

I work in a travel agency. 

 

私はフライトアテンダントです。 

I am a flight attendant. 

 

私は不動産屋で働いています。 

I work in a real estate company. 



私はヨガを教えています。 

I am a yoga instructor. 

 

私は写真家です。 

I am a photographer. 

 

私は自営業者です。 

I am self-employed. 

   

私は営業マンです。 

I am a salesman. 

   

私は営業ウーマンです。 

I am a saleswoman. 

 

私は今仕事を探しています。 

I am currently looking for a job. 

  

私はフールタイムで働いています。 

I work full-time. 

 

私はパートタイムで働いています。 

I work part-time. 

   

私は午前中しか働きません。 

I only work in the mornings. 

  

私は午後しか働いていません。 

I only work in the evenings. 

 

私の昼休憩は一時間です。 

My lunch break is one hour long. 

   

私は今アルバイトを二つやっています。 

I currently have 2 part-time jobs. 

   

私は午前９時から午後６時まで仕事をします。 

I usually work from 9:00 am to 6:00 pm. 

 

私の休日は不規則的です。 

My holidays are not fixed. 

 



この仕事を始めてどれくらい経っていますか。 

How long have you been doing this job? 

 

3年間になります。 

3 years.  

 

5年間になります。 

5 years. 

 

１０年間になります。 

10 years. 

 

１５年間以上になります。 

For more than 15 years. 

 

ただ一か月間になります。始めたばかりです。 

Just one month, I have just started it. 

 

ただ３か月間です。仕事に慣れるよう頑張っているところです。 

Just three months, I am still trying to get used to it. 

 

 

あなたの仕事で一番楽しいことは何ですか。 

What’s the most interesting part of your work? 

  

例文１： 私は仕事を通じていろいろな人と出会えることが一番楽しいことです。 

I like my work very much because I can interact with many people. 

 

例文 2： この仕事のおかげで色々な場所を訪れたり、いろいろな人に出会ったりしています。

とても楽しいです。 

This work allows me to travel to many different places and meet various people. That’s 

why I like it so much. 

  

  

例文 3： いろいろな商品を作ることが出来て、とても楽しいです。 

What I like the most about this work is the opportunity to create different products. 

 

例文 4： 正直言うと今の仕事はあまり好きではありません。好きな仕事が見つかるまで、生活

の為にやっているだけです。 

To be honest, I really don’t like my current job. I am just doing it to be able to pay 

the bills until I find a job that I really like.  



例文 5： 私は自営業者ですのでとても自由です。自由に決断ができます。休みを取るにも人の

許可は不要です。 

As a self-employed person, I enjoy a lot of freedom. I make my decisions freely. I do 

not need anybody’s permission to take some days off. 

 

 

あなたの仕事で一番嫌なところは何ですか。 

What’s the most annoying part of your job? 

  

例文 1： 私は職場まで満員電車で一時間以上かかります。つまらないです。 

Every day I have to spend more than one hour on a crowded train to go to work. It’s 

not enjoyable at all. 

  

 

例文 2： 弊社では会議が毎日のようにあります。面倒くさいです。 

We have meetings almost every day. It is pretty annoying to me. 

  

例文 3： 私の仕事内容がずっと変わっていません。本当は色々な新しいことに挑戦をしたいで

すが、なかなかこういう機会がありません。 

I have been doing the same things for many years. I would really like to try some new 

things but my current company does not give me such an opportunity. 

  

例文 4： 私はほぼ毎日残業があります。仕事自体は大好きですが、家族と友達との時間も大事

にしたいです。 

I have to work overtime almost every day. I do like my work, but I would like to have 

enough time to spend with my family and friends too. 

 

 

あなたの趣味は何ですか。 

a. What are your hobbies? 

b. How do you like to spend your free time? 

c. What do you like to do in your free time? 

 

趣味の例文 1：  

私は音楽を聞くのが好きです。 

私が好きな音楽のジャンルは。。。。。。。。。。。。 

私の好きな歌手は。。。。。。。。。。。。。。。。。 

私はほとんど毎日に音楽を聴きます。音楽なしでは私は生きていけません。 

I like to listen to music.  

My favorite music genre is ………………………………. 



My favorite singers are …………………………… 

I listen to music almost every day. I cannot imagine my life without music. 

 

趣味の例文 2： 

私は歌うのが好きです。時々友達とカラオケに行きます。一人で行くこともあります。私は歌っ

ている時、とても幸せです。 

I like to sing songs. I go to karaoke with my friends from time to time. Sometimes, I 

even go to karaoke alone. I feel so happy when I am singing. 

  

趣味の例文 3： 

私は写真を撮るのが好きです。毎週末、写真を撮りに出かけます。人の写真、動物の写真、自然

の写真などいろいろ撮ります。 

I like to take pictures. Every weekend, I go out to take pictures. I take people’s 

pictures, animals’ pictures, pictures of the nature, and so on … 

 

趣味の例文 4： 

私はテレビを観るのが好きです。私が好きなテレビ番組はお笑い、ドキュメンタリー、スポーツ

や音楽の生放送などです。 

I like to watch TV. My favorite TV shows are: comedy shows, documentaries, live sports 

events, live music events, and so on … 

 

趣味の例文 5： 

休みの日は買い物をするのが好きです。東京で私が良く買い物をする場所は新宿と渋谷です。私

が一番好きな店は A, Bと Cです。これらの店では綺麗なものがいっぱいあって、値段もお手頃で

す。 

I like to go shopping in my free time. My favorite shopping locations in Tokyo are 

Shinjuku and Shibuya. My favorite stores are A, B, and C. I like these stores very much 

because they have a large variety of beautiful items at affordable prices. 

  

趣味の例文 6： 

私は料理をするのが大好きです。休みの日、時間をかけて新しいレシピーを勉強し、新しい料理

に挑戦します。 

I like cooking very much. I spend much of my free time learning new recipes and trying 

new dishes. 

  

私は今イタリア料理に挑戦しています。 

I am currently learning how to cook some Italian dishes. 

  

私は今フランス料理に挑戦しています。 

I am currently learning how to cook some French dishes. 

  

 



私は今韓国料理に挑戦しています。 

I am currently learning how to cook some Korean dishes. 

  

私は週末料理教室を通っています。 

I take some cooking classes during the weekends. 

  

趣味の例文 7： 

私は休みの日、家でのんびりします。テレビを観たり、雑誌や小説を読んだりします。休みの日

は、いっぱい寝るのも好きです。 

In my free time, I like to relax at home. 

I watch TV, I read some magazines or a novel. 

I also like to sleep a lot on my days off. 

 

趣味の例文 8： 

私は休みの日、友達と昼ご飯か晩ご飯を食べに行きます。私たちは恋人の話、仕事の話、目標と

夢の話をします。 

In my free time, I usually go out with my friends for lunch or dinner. We talk about 

life in general: our love life, our jobs, our goals and dreams, and so on … 

 

趣味の例文 9： 

私は休みの日、ジムに行きます。それから友達とサッカーをやりに行きます。サッカーが終わっ

たら、みんなで晩ご飯を食べに行きます。 

In my free time, I like to go to the gym. I also go to play soccer with my friends. 

After playing soccer we meet at night for dinner. 

 

 

得意なことを教える 

Aが得意です。 

I am good at A 

 

私はサッカーが得意です。 

I am good at soccer. 

  

私は野球が得意です。 

I am good at baseball. 

 

私はバスケットボールが得意です。 

I am good at basketball. 

  

私はテニスが得意です。 

I am good at tennis. 



私はゴルフが得意です。 

I am good at golf. 

  

私はダンスが得意です。 

I am good at dancing. 

  

私は歌うのが得意です。 

I am good at singing. 

  

私は料理が得意です。 

I am good at cooking. 

  

私は絵を描くのが得意です。 

I am good at drawing. 

  

私はピアノを弾くのが得意です。 

I am good at playing the piano. 

  

私は泳ぐのが得意です。 

I am good at swimming. 

 

 

下手なことを教える 

B が下手です。 

I am bad at B 

  

私は泳ぐのが下手です。 

I am bad at swimming. 

 

私は歌うのが下手です。 

I am bad at singing. 

 

私は踊るのが下手です。 

I am bad at dancing. 

 

 

Xは得意ですか。 

Are you good at X? 

  

はい、得意だと思います。 

Yes, I think so. 



はい、上手な方だと思います。 

Yes, I am pretty good at it. 

  

いいえ、まあまあです。 

No, I am just so-so. 

  

いいえ、実は下手です。ただ大好きだけです。 

No, I am actually bad at it. I just like it very much. 

 

 

Zはどれくらい上手ですか。 

How good are you at Z? 

 

自分ではとても上手だと思っています。 

I would say that I am very good at it. 

  

自分では上手だと思います。 

I would say that I am good at it. 

  

自分ではまあまあだと思います。 

I would say that I am so-so. 

  

正直に言うと、下手です。ただ大好きです。 

To be honest, I would say that I am bad at it. I just like it very much. 

  

  

 Xを始めてからどれくらい経っていますか。 

a. How long have you been practicing X? 

b. How long have you been playing X? 

  

例文 1： 私はヨガを始めて５年間たっています。 

I have been practicing yoga for 5 years now. 

  

例文 2：私は空手を始めて３年間になります。 

I have been practicing karate for 3 years now. 

  

例文 3： 私は柔道を始めて４年間になります。 

I have been practicing judo for 4 years now. 

   

例文 4： 私はテニスを始めて７年間になります。 

I have been practicing tennis for 7 years now. 

 



例文 5： 私はゴルフを始めて９年間になります。 

I have been practicing golf for 9 years now. 

 

例文 6： 私はサッカーを始めて３年間になります。 

I have been playing soccer for 3 years. 

 

例文 7： 私はバスケットボールを始めて５年間になります。 

I have been playing basketball for 5 years. 

 

例文 8： 私は野球を始めて７年間になります。 

I have been playing baseball for 7 years. 

 

例文 9： 私は５歳の時にサッカーを始めました。 

I started playing soccer when I was 5 years old. 

 

例文 10： 私は８歳の時にバスケットボールを始めました。 

I started playing basketball when I was 8 years old. 

 

例文 11： 私は 4 歳の時に野球を始めました。 

I started playing baseball when I was 4 years old. 

 

例文 12： 私は３歳の時にピアノを始めました。 

I started playing the piano when I was 3 years old. 

 

 

 

性格についての例文 

例文 1: 私は内気な性格です。初めて人に会うときはいつも緊張し、とても恥ずかしいです。 

I am a pretty introverted person. I am always shy and nervous when I meet a person for 

the first time. 

 

例文 2: 私は社交的な人です。友達と多くの時間を過ごすのが好きで、新しい出会いにも積極的

です。 

I am an extroverted person. I like to spend a lot of time with my friends, and I am 

always interested in meeting some new people. 

  

例文 3: 私は自分の時間をいつも上手に使うよう心掛けています。働くときは、全力を尽くしま

す。遊ぶときは、楽しめるだけ楽しむようにします。 

I like to always make the best of my time. 



When I am working, I work super hard. 

When I am playing, I am fully into it. 

  

例文 4: 

私は最後までやりきるタイプです。決めた目標を達成するまで、必ず努力を続けます。中途半端

は大嫌いです。 

I am a very determined person. Whenever I decide to achieve something, I never stop 

until it is done. I hate to leave things uncompleted. 

 

例文 4: 私は自分をとても陽気な人だと思います。悪いことがあっても、落ち込まずに、そこか

ら学べる良いことを見つけ、前向きに頑張るようにしています。それから、私の友達たちの目標

と夢も積極的に応援するようにしています。 

I consider myself a very positive person. I always try to see the good in everything 

that happens to me in life. I also like to encourage my friends very much so that they 

can keep going for their goals and dreams. 

 

 

 

英会話学習の目標 

例文１： 

私は外国人の友達を作りたいので英会話を勉強することにしました。 

I would like to make some foreign friends. That’s why I want to study English. 

 

例文 2: 

私は近い未来に海外旅行をしたいです。もし私が英会話をある程度できれば、外国で出会った人

ともっと上手くコミュニケーションが取れます。結果的にはもっと楽しい海外旅行になると思い

ます。 

I would like to visit a foreign country in the near future. If I can speak English well 

enough, it will help me communicate better with the local people when I go abroad. And 

this will make my trip more enjoyable. 

 

例文 3： 

私は。。。。。。。。。。になりたいです。 

この仕事には英語が必要です。 

その為、今のうちに出来るだけ英語を勉強しておきたいです。 

I would like to become …………………………………. I will need English for my job. 

That’s why I want to study English as hard as possible now. 

 

 

 

 



例文 4： 

私の彼氏は全然日本語ができません。彼ともっとコミュニケーションが取れるように英会話を勉

強したいです。 

My boyfriend cannot speak Japanese at all. I want to study English so that I can 

communicate better with him in English. 

 

例文 5： 

私の彼女は日本語が全然できません。彼女ともっとコミュニケーションが取れるように英会話を

勉強したいです。 

My girlfriend cannot speak Japanese at all. I want to study English so that I can 

communicate better with her in English. 

 

例文 6： 

外国人のお客様が増えてきたので、英語で上手くコミュニケーションが取れるように英会話を勉

強したいです。 

We are having more and more foreign customers. I need to study English so that I can 

communicate with them in English properly. 

 

例文 7： 

私はアメリカのドラマとテレビ番組を見るのが好きです。字幕なしで見て楽しめるようになりた

いです。 

I like to watch American dramas and TV shows. I would like to be able to watch and 

enjoy them in English without subtitles. 

 

例文８： 

英語で行われる会議の時、他のメンバーの話がなかなか聞き取れなくて、言いたいことを英語で

なかなか表現できなくて困っています。その為リスニングとスピーキングの練習をたくさんした

いです。 

When I attend a meeting in English, I find it very hard to understand what others are 

saying because my listening skill is weak. And it is also hard for me to quickly find 

the proper words to express my opinion in English. So I would like to improve my 

listening and speaking skills. 

 

例文 9: 

私は、英語でお客様の電話対応をしなければなりません。効果的に対応ができるよう、英語を上

達したいです。 

I need to answer customers’ inquiries on the phone in English. So, I would like to 

improve my English in order to be more effective. 

 

 

例文 10: 

私は、海外留学をしたいので、行く前にできるだけ英語を勉強しておきたいです。 



I am planning to go and study abroad. Before going, I would like to study English as 

hard as possible. 

 

例文 11: 海外赴任が決まったので、行く前に英語能力を強化したいです。 

I have been transferred overseas by my company. Before going, I would like to 

consolidate my English skill. 
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