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はじめに

英語で満足なコミュニケーションを行なうには、最低どの程

度の語学力が必要だろうか？　一般的には、およそ 2000

語以上の語彙を習得したうえで、それらを使って文を作る基本的能

力が必要であるといわれている。

　もちろん、これだけであらゆる場面や状況で英語によるコミュニ

ケーションがうまくはかれるわけではない。日常生活もすべて計

画どおりというわけにはいかず、あらゆる不測の事態が常時発生す

る。

　しかし、今日、あるいはこの先にどんなことが起こるか、ある程

度の予測は可能だ。そしてわれわれは実際にそれを予測したうえで

生活している。ということは、自分が英語を用いる場面を予測し、

それぞれの状況で何を話せばよいのか、あらかじめ準備しておけば

いい。

　したがって、ごく普通の生活を送っている者であれば、アメリカ

の大統領と英語で何を話せばよいかといった準備をしておく必要

はまずないだろう。そんなことは普通であれば起こらないからだ。

また、逮捕されて法廷に立たされた時に英語で何をどう陳述すべき

か準備しておく必要もないだろう。そんなことも起こらないだろう

…たぶん、願わくは。さらに言えば、誰かに結婚を申し込む時に英

語でどう言えばよいかということも前もって考えておかなくても
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いいだろう。それは普通は何度もないことだし、そういう場面では

言葉よりももっと大切なものが必要な気がする。

　しかし、そうしたこと以外に、英語でどう言えばいいか、あらか

じめ準備しておいたほうがよい場面、つまり出会う可能性の高い状

況というのは確かにある…というか、たくさん考えられる。たとえ

ば、自己紹介する、家族や仕事について話す、道を尋ねる、食事や

買い物に出かけて店の人と話す、就職の面接を受けるなど、英語を

話す必要に迫られる場面はいくつも思い浮かぶ。

　もちろん、そういった時に完璧な英語を流暢に話す必要はない。

とにかくコミュニケーションがはかれれば十分だし、英語でアウト

プットできたという充実感も得られるだろう。

　日本であれ、外国であれ、さまざまな場面や状況で、どのように

英語をアウトプットすればよいだろうか？　そしてそのためにど

んな言い方をインプットしておけばよいだろうか？　読者のみな

さんには、そうしたことを考え、準備をするうえで、本書を有効に

活用していただきたいと思う。

　各セクションでは、まず、それぞれの状況で用いられる英語表現

を解説し、いくつか例文を挙げた。そのあとに場面に応じた実際の

会話例を示した。これを丸暗記する必要はないが、使われている表

現や語彙を参考にして、「自分にあてはめれば、こんなふうに言え

る」と、「自分バージョンの表現」を考える参考にしてほしい。そ

して最後に、ぜひ覚えてほしい役立つ表現を「アウトプットしてみ

よう！」にまとめた。

　本書がみなさんの「想像力」をかき立てることを強く願ってい
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る。初対面の人には英語でどう話せばいいのか？　海外旅行に出か

けて、地元の人とどんなおしゃべりをするだろうか？　外国でどん

なふうに道を尋ねるのか？　また日本でどんなふうに道を教えるの

か？　答えたくない質問にはどのように応じたらいいか？

　自分がそういった場面にいることを想像して読んでいただきた

い。そうすれば、本書から数多くヒントが得られるだろうし、さら

には、こんな場面でこんなふうに話してみたい、という気持ちも湧

いてくるだろう。

　本書はいわば短い台本を集めたようなものだが、読者のみなさん

には、それらの台本を参考にして、ぜひ自分なりのアドリブを生み

出し、楽しんでいただけることを願っている。さらに言えば、みな

さんの英語が上達し、その英語を使って活躍した結果、著者の失礼

な予想を裏切って、アメリカ大統領と話す準備が必要となるまでに

なっていただくことを願っている。

　2015年 6月　東京　銀座にて

ジェームス・バーダマン（James M. Vardaman）
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1

自分について話す（自己紹介）

おそらくどの言語においても、誰もが行なういちばん大切な「プレ

ゼン」は、「自己紹介」（self-introduction）だ。

自己紹介は、Please let me introduce myself.（では自己紹介を

させてください）のようなていねいな「前置き」を最初にして、それ

から自分の名前を告げる。名前ははっきりとわかりやすく発音しよう。

日本人の名前は英語のネイティブスピーカーには聞き取りにくいこと

もあるからだ。

また、名前だけを言って、それで終わりにならないように。少なく

とも何かもうひと言言い添えて、自分は相手と会話をしたいと願って

いることを伝えよう。もっとも一般的なのは、「どこから来たのか？」

「どこの出身か？」を言うことだろう。ただ「日本から来ました」と

１
　日本人の英語学習者が
英語でアウトプットする
（話す）可能性が高いと思
われる状況を 32 厳選しま
した。

言えばいい。

DOWNLOAD ▶ 01  02

I’m very happy to meet you all. My name is Nagamasa 
Kuroda. I work for Hashiba Industries as an engineer. 
Originally I am from Osaka, but now I live in western 
Japan in Fukuoka.
（みなさんにお会いできてうれしく思います。黒田長政と申します。羽柴産

業で技術者として働いています。大阪出身ですが、今は日本の西部にある福

岡に住んでいます）

ほかの出席者にもう少し自分を印象づけたいと思ったら、何か興味

を引くようなことを付け加えるとよい。

DOWNLOAD ▶ 01  03

I’m Nagamasa Kuroda, from Fukuoka in Japan. My 
name is the same as a famous feudal lord so if you

１　自分について話す（自己紹介）

２
　それぞれの状況におい
て英語でアウトプットする
際の注意点を解説しまし
た。ぜひご参考ください。

３
　音声は、研究社のホーム
ページ（www.kenkyusha.
co.jp）から、以下の手順
でダウンロードできます
（MP3 データ）。ダウンロー
ド方法は xページをご覧く
ださい。
　音声ファイルは 3 つの
フォルダーに分けて収録し
ました。詳しくは次ページ
下をご覧ください。

本書の使い方
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DOWNLOAD ▶ 01  04

Let me introduce...　（…を紹介させてください）
▶  Let me introduce myself. 
　（自己紹介をさせてください）

▶  If you don’t mind, please let me introduce myself.　
　（よろしければ自己紹介をさせてください）

Hello, my name is...　（こんにちは。…［名前］と申します）
▶  Hello, my name is Elizabeth Walker, but please call 
　 me Liz.
　（こんにちは。エリザベス・ウォーカーといいます。リズと呼んでください）

I come from...　（出身は…です／…から来ました）
▶  I come from Shikoku in southwest Japan.　
　（日本の南西部にある四国の出身です）

▶  I come from Omiya, just north of Tokyo. 

アウトプットしてみよう！アウトプットしてみよう！アウトプットしてみよう！アウトプットしてみよう！

１　自分について話す（自己紹介）

４

　例文は、それぞれの状況で用いると効果的な英語表現を、スペースが許
す限り収録しました。各セクションの最後の「アウトプットしてみよう！」
には、その中でも特に覚えていただきたい表現をまとめました。しっかり
読んで、サンプル音声を何度も確認しましょう（イントネーションや発音
にもご注意ください）。
　そのあとはサンプル音声につづけて、自分で読み上げてみましょう。こ
こにある例文が自動的に口から出てくるようになるまで、何度も何度も繰
り返しましょう。
　英語が読めても、声に出してトレーニングしなければ、その表現を使え
るようにはなりません。自動的にアウトプットできるようになるまで、ひ
たすらトレーニングを繰り返しましょう！

　フォルダー１　１  ～ 10  ⇨ DOWNLOAD ▶ 01  01  ～ DOWNLOAD ▶ 01  43

　フォルダー２　11  ～ 20  ⇨ DOWNLOAD ▶ 02  01  ～ DOWNLOAD ▶ 02  69

　フォルダー３　21  ～ 32  ⇨ DOWNLOAD ▶ 03  01  ～ DOWNLOAD ▶ 03  79

　フォルダー４　タイトル、ナレーター情報

   ⇨（ DOWNLOAD ▶ 04  01  DOWNLOAD  ▶ 04  02  ）



〈中 略〉
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1

自分について話す（自己紹介）

おそらくどの言語においても、誰もが行なういちばん大切な「プレ

ゼン」は、「自己紹介」（self-introduction）だ。

自己紹介は、Please let me introduce myself.（では自己紹介を

させてください）のようなていねいな「前置き」を最初にして、それ

から自分の名前を告げる。名前ははっきりとわかりやすく発音しよう。

日本人の名前は英語のネイティブスピーカーには聞き取りにくいこと

もあるからだ。

また、名前だけを言って、それで終わりにならないように。少なく

とも何かもうひと言言い添えて、自分は相手と会話をしたいと願って

いることを伝えよう。もっとも一般的なのは、「どこから来たのか？」

「どこの出身か？」を言うことだろう。ただ「日本から来ました」と

言うだけでなく、「日本のどこか」という具体的な地名も加えるとよい。

東京や京都は世界中に知られているが、それほど知られていない地名

であれば、日本のどのあたりか言い添えるとよい。

DOWNLOAD ▶ 01  01

Please let me introduce myself. I’m Nagamasa Kuroda, 
and I’m from the city of Fukuoka, in western Japan.
（自己紹介をさせてください。黒田長政と申します。福岡という日本の西部

にある都市から来ました）

顔合わせの会議や会合のように全員が自己紹介をする場合には、

Please let me introduce myself.で始める必要はない。次のように
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言えばいい。

DOWNLOAD ▶ 01  02

I’m very happy to meet you all. My name is Nagamasa 
Kuroda. I work for Hashiba Industries as an engineer. 
Originally I am from Osaka, but now I live in western 
Japan in Fukuoka.
（みなさんにお会いできてうれしく思います。黒田長政と申します。羽柴産

業で技術者として働いています。大阪出身ですが、今は日本の西部にある福

岡に住んでいます）

ほかの出席者にもう少し自分を印象づけたいと思ったら、何か興味

を引くようなことを付け加えるとよい。

DOWNLOAD ▶ 01  03

I’m Nagamasa Kuroda, from Fukuoka in Japan. My 
name is the same as a famous feudal lord, so if you 
can’t remember my name, just call me ‘Samurai’.
（日本の福岡から来ました、黒田長政と申します。私の名前は有名な武将と

同じですので、名前を忘れても、「サムライ」と呼んでくだされば結構です）

ところで、本書の著者の１人は、日本語で自己紹介する場合、「『バッ

ドマン』でも『バードマン』でもありません。『バーダマン』です」（I 

am not “Bad Man” or “Bird Man” but “Vardaman”.）と言っている。

これはウケる。もう１人の著者は「And Oです。And Pでも And Q

でもありません」と言ったりするが、これはたいていウケない…

では、自己紹介の表現をまとめる。自分にあてはめてアウトプット

してみよう。

１　自分について話す（自己紹介）
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DOWNLOAD ▶ 01  04

Let me introduce...　（…を紹介させてください）
▶  Let me introduce myself. 
　（自己紹介をさせてください）

▶  If you don’t mind, please let me introduce myself.　
　（よろしければ自己紹介をさせてください）

Hello, my name is...　（こんにちは。…［名前］と申します）
▶  Hello, my name is Elizabeth Walker, but please call 
　 me Liz.
　（こんにちは。エリザベス・ウォーカーといいます。リズと呼んでください）

I come from...　（出身は…です／…から来ました）
▶  I come from Shikoku in southwest Japan.　
　（日本の南西部にある四国の出身です）

▶  I come from Omiya, just north of Tokyo. 
　（東京のすぐ北にある大宮から来ました）

I work for...　（…［会社名など］で働いています）
▶  I work for Akron Engineering. We make lights for 
　stadiums and airports. 
　（アクロン工業に勤めています。スタジアムや空港の照明を作っている会社

　です）

I am in...　（部署は…です）
▶  I am in sales.　
　（営業を担当しています）

▶  I’m in the technology division.　
　（技術部に所属しています）

１　自分について話す（自己紹介）
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2

あいさつする／あいさつに答える

英語では「相手の言った言葉をそのままおうむ返し
4 4 4 4 4

に繰り返さない」

ことが重要である（たとえば How do you do?と言われて、How 

do you do?と返さない）。日本語では同じ言葉でやり取りしてもそ

んなに問題ないが、英語ではなんだかぞんざいな印象を与えてしまう

ので避けたほうがいい。

まず相手が言ったことをしっかり聞いて、それとは異なる言い方を

するように心がけよう。

DOWNLOAD ▶ 01  05

A: How are you?
B: I’m fine and you?
A: Doing all right. 
A: 元気？　

B: ええ。そちらは？

A: 大丈夫です。

日本人の多くは、How are you?と聞かれると、反射的に Fine, 

thank you, and you?と、中学生の時に習った言い方で答えてしまう

ようだ。

これはある人に聞いた話だ。海外旅行をしていた日本人がけがをし

てしまい、救急車で運ばれることになった。病院へ搬送中、その人は

救急隊員に How are you?と尋ねられ、Fine, thank you, and you?

と答えたという。
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２　あいさつする／あいさつに答える

また、How are you?と聞かれて、つねに I’m fine.と答える必要

はない。体調がすぐれなければ、I’m not too well.（あんまり調子が

よくない）とか、あるいは次のように答えてもまったく問題はない。

DOWNLOAD ▶ 01  06

A: How are you doing?
B: Not good. I’m suffering from hay fever. My nose is 

running all day long and my eyes are teary from 
morning to night.

A: お元気ですか？

B: いやあ、あまり元気でもないんですよ。ひどい花粉症になっちゃって。

一日中鼻水はでるし、朝から晩まで涙は止まらないし。

また、How are you?や How have things been?（お変わりあり

ませんか？）を言葉どおりに受け取って、最近自分が直面した問題の

数々をすべて語る必要もない。これは日本語でも同じだろう。２つ会

話例を挙げる。

DOWNLOAD ▶ 01  07

A: Hey, Pete! How’s it going?
B: Great, Fumi. How about you? 
A: So so.
A: やあ、ピート！ 調子はどう？

B: 調子はいいよ、フミ。そっちはどう？

A: まあまあだね。
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DOWNLOAD ▶ 01  08

A: Mr. Anderson, it’s good to see you again. How have 
things been?

B: I can’t complain. I’ve been a little busier than usual, 
but nothing too bad.

A: That’s good.
A: アンダーソンさん、またお会いできてうれしいです。お変わりありませ

んか？

B: まあまあですよ。ちょっとここのところ忙しいけれど、大したことはあ

りません。

A: それはよかった。 

さらに、会話例をもう２つ紹介する。

DOWNLOAD ▶ 01  09

A: What’s up, Robert?
B: Not much. My schedule is overloaded, but that’s 

nothing new.
A: Mine is too. I’m looking forward to the end of this 

week.
B: You can say that again.
A: あら、ロバート、お元気？

B: でもないんだよ、これが。忙しいばっかりで目新しいこともないし。

A: それはこちらも同じよ。週末が待ち遠しいわ。

B: まったくだ。

DOWNLOAD ▶ 01  10

A: Hey, Tracy! How have you been?
B: Great, thanks. My new job is a lot better than the 

２　あいさつする／あいさつに答える
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one I used to have.
A: Good for you!
B: Any news on your side?
A: Not much, except that I’m moving to a new 

apartment.
A: やあ、トレーシーじゃないか！　元気にしてた？

B: おかげさまで元気にしてるわ。今度の仕事、前のよりずっといいのよ。

A: よかったねぇ。

B: そっちはどうなの？

A: 代わり映えしないね。新しいマンションに引っ越ししたくらいかな。

以下、あいさつする際に効果的なアウトプット表現をまとめた。一

部会話形式で示す。

　■ あいさつに答えて、相手のことも尋ねる

DOWNLOAD ▶ 01  11

A: How have things been?
B: All right, I guess. How about you?
A: 最近はどう？

B: まあ、こんなものかな。君は？

A: How’s it going?
B: Busy as always, and you?
A: 調子はどう？

B: 相変わらず忙しくしているよ。君は？

A: What’s up?
B: Not much. How about you?
A: お元気？

２　あいさつする／あいさつに答える



9

B: そうでもないんだ。君は？

　■ 自分の状況に加えて、もう一言伝える［何か尋ねる］

DOWNLOAD ▶ 01  12

It’s good to see you. Anything happening at work?
（会えてうれしいよ。仕事はどう？）

Not good.　I’m working a lot of overtime these days.
（よくない。最近はいっぱい残業している）

Great.　My new job is working out and I’ve got a new 
apartment.
（［調子は］いいよ。新しい仕事が順調で、新しいマンションも買ったよ）

So so. Nothing to complain about, but no real 
improvement.
（まあまあだね。そんなに悪くないけど、よくなっているというわけではない）

I can’t complain. It’s just one of those busy times at 
work.
（まあまあです。この時期は毎年忙しいです）

Not much. Pretty much the same old routine.
（どうってことないよ。まったく変わりばえのしない生活だよ）

２　あいさつする／あいさつに答える



10

3

一緒にいる人を紹介する

自分（A）が Bさんと一緒にいるところに知り合いの Cさんが来た

場合、Bさんと Cさんのどちらがより「目上」の人かを年齢とか地位

などによって判断して、まず目下の人を目上の人に、つづいて目上の

人を目下の人に紹介する。

Bさんが目上の人である場合は、以下のようになる。

DOWNLOAD ▶ 01  13

A: Let me introduce my friend Nobuyuki Tanaka. He 
and I work at the same company. Nobuyuki, this is 
Professor Brian Harris, who was my professor in 
university.

B: Nobuyuki, it’s a pleasure to meet you.
C: I’m very happy to meet you, Professor Harris.
A: 私の友人の田中信行さんを紹介いたします。同じ会社で働いています。

信行さん、こちらがブライアン・ハリス教授です。僕の大学時代の恩師

です。

B: 信行さん、はじめまして。

C: はじめまして、ハリス教授。

このように面識のない人同士を「引き合わせる」場合、どちらを先

に紹介するか注意しなければならない。そして、２人が会話を始める

糸口となるようなこと（たとえば、「出身地が同じである」「同じ趣味

がある」「共通の知り合いがいる」）を言い添えるとよい。

上の例で言えば、A は Cさんが自分の友人で、Bさんは大学時代
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の恩師（教授）だとすでに自分との関係を知らせているので、特に話

のきっかけを与えなくとも、２人はおたがいに話しかけることができ

るだろう。たとえば B さんは C さんにWhat kind of work do you 

do?（どんな仕事をされているのですか？）と、また C さんは B さ

んにWhat subject do you teach?（何を教えていらっしゃるんです

か？）とか、Was A a good student in university?（A はよい学生

でしたか？）などと聞くこともできる。その場にいる全員が会話に参

加できて、話がうまく進むように心掛けよう。

もう少しくだけた場面では、より簡単な紹介のしかたになるが、そ

れでも目上の人を優先したほうがいいだろう。２人の年齢やキャリア

などにあまり差がなければ、どちらを先に紹介してもかまわない。

DOWNLOAD ▶ 01  14

A: Mari, this is my university classmate Kazuo. Kazuo, 
this is my childhood friend Mari.

B: Hi, Kazuo. Nice to meet you.
C: Same here, Mari.
A: マリ、僕の大学のクラスメイトの和夫。和夫、僕の幼なじみのマリ。
B: こんにちは、和夫。はじめまして。

C: こちらこそ、マリ。

では、一緒にいる人を紹介する［紹介される］際に使える表現をま

とめる。

DOWNLOAD ▶ 01  15

Let me introduce my...　（こちらが私の…です）

３　一緒にいる人を紹介する



12

▶  Let me introduce my coworker Noriko.  We joined 
　the firm in the same year.　
　（こちらが私の同僚の紀子です。同期に入社したんですよ）

I’d like for you to meet...　（…をご紹介いたします）
▶  I’d like for you to meet my supervisor, Mr. Baker.　
　（私の上司のベイカーさんを紹介します）

This is...　（こちらが…です）
▶  Noriko, this is Paul Winwood, who I’ve known since 
　we were in elementary school.　
　（紀子、こちらがポール・ウィンウッド。ぼくらは小学校以来の友だちなんだ）

It’s a pleasure to meet... / I'm [very] happy to meet... /
Nice to meet...　（…にお会いできて、うれしいです）
▶  It’s a pleasure to meet you.　
　（お会いできてうれしいです）

▶  I’m very happy to meet you, too.　
　（こちらこそ）

▶  Nice to meet you.
　（はじめまして）

３　一緒にいる人を紹介する


