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会話の切り出し方１－褒める 

 

 

 

 

 

 

 A  EXPRESSIONS [今日の表現]                                      ♪1-day1-a.mp3  

 

褒め方  

褒め言葉は色々ありますが、次の二つのパターンが代表的な褒め方です。 

 

1. Nice +（衣類）→「その〇〇いいね」 

「Nice _____.」は 「That is a nice _____.」の略で、相手の服装やアクセサリーを褒める時に使われる最も定番な

言い方です。Niceの後には shirt（シャツ）や tie（ネクタイ）など良いと思う対象を入れるだけです。Niceの

代わりに Cool（格好いい）や Beautiful（素敵）のような形容詞を使うこともできます。 

 

・Nice shirt. （そのシャツいいですね。） 

・Cool tie. （そのネクタイ格好いいですね。） 

・That's a beautiful dress. （そのドレス素敵ですね。） 

 

2. I + (really) + like/love + your + (衣類) → 「素敵な〇〇ですね」 

直訳すると「あなたの〜が好きです」になりますが、相手の洋服やアクセサリーを褒める時に「あなたの～が

素敵ですね」の意味としてアメリカ人はこの表現をよく使います。相手の格好が本当に素敵だと強調したい

時は、likeの代わりに really likeや loveを使いましょう。 

 

・I like your watch. （素敵な腕時計ですね。） 

・I really like your shoes. （とても素敵な靴ですね。） 

・I love your dress. （とても素敵なドレスですね。） 

 

 

褒めた後にさらにもう一言 

上記で紹介した表現に次の一言を加えるとより強調した褒め言葉になります。 

 

1. It looks good/great on you! 

「それ似合っていますよ」を意味するフレーズです。具体的に何が似合っているかを伝えたい時は「That 

_____ looks good/great on you.」の形式が使われ、空欄には似合っていると思う対象が入ります。強調したい

時は greatを使いましょう。 

Weekly Objective: 会話の切り出し方について学ぶ。 

Daily Objective: このレッスンでは、相手を褒める時に使うフレーズと、褒められた時の返答方法について

学びます。「褒め言葉」は会話の切り出しに使えるとても便利な役割を果たします。 



   

  

BEGINNER -1 | Week1-Day1 P2 

 

・Nice shirt. It looks good on you. （素敵なシャツですね。似合っていますよ。） 

・I like your watch. It looks great on you. （素敵な腕時計ですね。似合っていますよ。） 

・That dress looks great on you. （そのドレス似合っていますよ。） 

 

2. It's (so) cute! 

「それとても可愛いですね」を意味する表現で、基本的に女性同士で使う言い方です。具体的に何が可愛

いのかを伝えたい場合は、「That _____ is (so) cute.」と言い、空欄には可愛いと思う対象が入ります。強調し

たい時は soを入れましょう。 

 

・That's a beautiful necklace. It's cute. （そのネックレス素敵ですね。可愛いです。）  

・I love your purse. It's so cute! （素敵なハンドバッグですね。とても可愛いです。） 

 

 

褒められた時の返答の仕方 

褒められたら謙遜はせず、シンプルに笑顔で「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えましょう。 

 

・Thanks! （ありがとう。）     

・Thank you! （ありがとうございます。）    

・I appreciate that. （感謝しています。） 

 

 

 B  VOCABULARY [今日の単語]                                      ♪1-day1-b.mp3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nice 以外の表現 

格好良い 可愛い 素敵 

Cool Cute Beautiful 

Awesome Pretty Lovely 

 

カタカナ英語に注意！ 

・ワンピース (Dress) ・ワイシャツ (Dress shirt) ・ニット帽 (Beanie) 

・マフラー (Scarf) ・トレーナー (Sweatshirt) ・ズボン (Pants) 

・パーカー (Hoodies)   
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 C  DIALOG [ダイアログ]                                             ♪1-day1-c.mp3   

 

#1 

A: Nice tie.  

B: Thanks. I like your tie, too. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#2 

A: I love your scarf. It's so cute! 

B: Thank you. I bought it last week. 

A: It looks great on you. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#3 

A: That's a cool watch. Where did you get it? 

B: Thanks. Actually, my wife bought it for me for my birthday. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 D  EXERCISES [練習問題]                                                                     

 

PRACTICE 1:  

正しい答えを選びましょう。 

 

1. Nice coat. It (look / looks) good on you. 

2. I love your earrings.  (It's / They're) so cute. 

3. I really like your glasses. They (looks / look) great on you. 

4. Cool beanie. Where did you get (it / them)? 

5. (That is / Those are) awesome jeans. 

6. (That / Those) shoes look great on you. 

 

 

 

アメリカ人は褒めた後に、その商品をどこで買ったのかを尋ねることがよくありますが、特に

失礼な印象は与えません。逆にそこから新たな会話が始まることも多いので、ぜひ「Where 

did you get/buy it?」と褒めた後に聞いてみましょう。 
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PRACTICE 2:  

枠内より適切な単語を選び文章を完成させましょう。 

 

cool lovely dress dress shirt 

scarf hoodie pretty sweatshirt 

 

1. I really like your _______________（パーカー）. 

2. That _______________（トレーナー）looks good on you. 

3. I love your _______________（マフラー）.  It's really cute. 

4. That is a _______________（可愛い）necklace. 

5. _______________（格好いい） _______________（ワイシャツ）.  

6. That is a _______________（素敵な）_______________（ワンピース）. 

 

 

PRACTICE 3: ♪1-day1-d.mp3 

音声を聴いて空欄を埋めましょう。 

 

1. _______________ _______________. 

2. _______________ _______________ _______________ shoes. 

3. _______________ _______________ _______________ on you. 

4. _______________ _______________.  

5. Where did you _______________ _______________? 

6. That _______________ _______________ _______________ on you. 

7. I love your _______________. They are really _______________. 

8. That is an _______________ _______________.  
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PRACTICE 4:  ♪1-day1-e.mp3 

(  )の単語を使って文章を完成させましょう。完成後に音声を再生し Quick Response(即答)の

練習*を行いましょう。 

*日本語の音声が流れた後、しばらくしてから英語の音声(解答)が流れます。設けられた(無音)の時間内に英語が言えるようにな

るまで繰り返し練習しましょう。 

 

1. そのワイシャツ良いですね。（nice） 

_______________ _______________. 

2. 素敵なワンピースですね。（like） 

I _______________ _______________ _______________. 

3. どこで買ったんですか？（get） 

_______________ _______________ _______________ _______________ it? 

4. とても似合っていますよ。（great） 

It _______________ _______________ _______________ _______________. 

5. そのネックレス素敵ですね。（beautiful） 

That _______________ _______________ _______________ _______________. 

6. 素敵な靴ですね。とても可愛いです。（love, really cute） 

I _______________ _______________ _______________. They _______________ _______________ _______________.  
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 E  ANSWERS [解答]                                                                    

 

PRACTICE 1 

1. looks 

2. They're (They are) 

3. look 

4. it 

5. Those are 

6. Those 

 

PRACTICE 2 

1. hoodie 

2. sweatshirt 

3. scarf 

4. pretty 

5. Cool, dress shirt 

6. lovely, dress 

 

PRACTICE 3 

1. Nice watch 

2. I like your 

3. It looks good 

4. Cool beanie 

5. get it 

6. scarf looks great 

7. earrings, cute 

8. awesome shirt 

 

PRACTICE 4 

1. Nice shirt 

2. like your dress 

3. Where did you get 

4. looks great on you 

5. is a beautiful necklace 

6. love your shoes, are really cute 

 

 

 F  TRANSLATION [和訳]                                                                 

 

DIALOG 

#1 

A: Nice tie. （そのネクタイいいですね。） 

B: Thanks. I like your tie, too. （ありがとうございます。あなたのネクタイも良いですね。） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#2 

A: I love your scarf. It's so cute! （そのマフラーいいですね。とても可愛いです。） 

B: Thank you. I bought it last week. （ありがとうございます。先週買いました。） 

A: It looks great on you. （とても似合っていますよ。） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#3 

A: That's a cool watch. Where did you get it?  

（その腕時計格好良いですね。どこで買ったんですか？） 

B: Thanks. Actually, my wife bought it for me for my birthday.  

（ありがとうございます。実は妻が誕生日に買ってくれました。）  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRACTICE 1 

 

1. Nice coat. It looks good on you. （そのコートいいですね。似合っています。） 

2. I love your earrings.  They're (They are) so cute. （とても素敵なピアスですね。とても可愛いです。） 

3. I really like your glasses. They look great on you. （素敵なメガネですね。とても似合っています。） 

4. Cool beanie. Where did you get it? （格好良いニット帽ですね。どこで買ったんですか？） 

5. Those are awesome jeans. （そのジーンズ格好良いですね。） 

6. Those shoes look great on you. （その靴似合ってますよ。） 

 

 

PRACTICE 2  

 

1. I really like your hoodie. （素敵なパーカーですね。） 

2. That sweatshirt looks good on you. （そのトレーナー似合っていますよ。） 

3. I love your scarf.  It's really cute. （素敵なマフラーですね。とても可愛いです。） 

4. That is a pretty necklace. （可愛いネックレスですね。） 

5. Cool dress shirt. （格好良いワイシャツですね。） 

6. That is a lovely dress. （素敵なワンピースですね。） 

 

 

PRACTICE 3 

 

1. Nice watch. （その腕時計良いですね。） 

2. I like your shoes. （素敵な靴ですね。） 

3. It looks good on you. （似合ってますよ。） 

4. Cool beanie. （格好良いニット帽ですね。） 

5. Where did you get it? （どこで買ったんですか？） 

6. That scarf looks great on you. （そのマフラー似合っていますよ。） 

7. I love your earrings. They are really cute. （素敵なピアスですね。とても可愛いです。） 

8. That is an awesome shirt. （格好良いシャツですね。） 


