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は じ め に

英会話書は本来英語をどうやって話せばいいかを教えるものだ
が、実際に仕事などで英語を使う場面では、とくに得意ではない
者にとっては、「いかに話さないか」が重要になることがある。ま
た、ビジネス英語では小さなミスが致命傷になることがあるが、
かといってミスを恐れてニコニコしているだけでは、「何もできな
い人」というレッテルを貼られて、かえってマイナスの印象を与
えかねない。コミュニケーションに支障が出ない程度で、なんと
か乗り切ることも、時には必要だ。
本書は、現在、英語を使っている（あるいは、使わざるをえな
い）読者を対象に、自分の力では十分に対応ができない場合の英
会話における「危機」に際して、その場を乗り切るために役立つ
フレーズを提示する。そのために、以下の方針に基づいて編集し
ている。

① 汎用性の高いフレーズに特化する。
② なるべく簡潔で覚えやすいフレーズを集める。
③ 短くて発音しやすいフレーズを優先する。
④ 現代語法に基づく口語を中心にする。
⑤ 流暢でない者が使うと不自然なフレーズは載せない。

⑤ の一例として、Give me a break. は除外した。それは、英語
が得意ではない者が言うと、たとえば日本語がつたないアメリカ
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人が、唐突に「マジ勘弁してよ」と言うのに似た感じで、かえっ
て不自然になってしまう。それに対して、「ビールでも飲もう」は
Let’s have a beer. ではなく、学習者にはなじみが薄い Let’s grab 
a beer. をあえて採用している。それはこのフレーズがいかにも仕
事帰りのサラリーマンが言うのにふさわしいからである。なお、
最後の第 7章で、文法的な観点から生産性の高いフレーズを扱っ
ているので、120 の中には「フレーズパターン」と呼ぶべきもの
が混じっていることを、あらかじめお断りしておく。
本書が英会話に苦労している方の一助になれば、著者にとって
これ以上うれしいことはない。

2015 年 10 月吉日　佐久間　治
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本書の使い方

本書を有効に活用するためのヒントを、以下に提示する。

1.　常に携行する。
とくに入門・初級レベルの方におすすめ。英語を使う現場で、
スキを見て本書の該当箇所を調べること。各章で扱うフレーズの
特徴を目次で確認したら、巻末の索引を活用して、使えそうなフ
レーズを見つけて、声に出して丸暗記しよう。

2.　事前に調べる。
ミーティングや顧客との商談の前に頭の中でシミュレーション
して、役に立ちそうなフレーズに絞ってあらかじめ覚えよ う。

3.　すべて暗記する。
上級者なら、集中して熟読するだけで本書の内容ならかなり短
時間で頭に入れられるはずだ。ただし、いつどこでも応用できる
よう、さまざまなシチュエーションを想定することは必要である。

4.　好みのフレーズを覚える。
本書には「おしゃれな嘘」や「粋な言い訳」など、とくに上級
者ならついつい覚えたくなるフレーズがいくつも見つかるだろう。
気に入ったフレーズを決めゼリフとして覚えておこう。
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第1章
相手にしゃべらせる

「聞き上手な人は話し上手な人より稀だ」と言われることが
あるが、英会話では聞き上手のほうが楽だ。なるべく相手に
しゃべらせて、話す量を減らせれば、ミスもしなくてすむ。本
章では、相手にしゃべるきっかけを与えるフレーズや、相手に
想像させるための表現を見ていく。世の中、しゃべりたい人の
ほうが多いから、ちょっとしたフレーズでも、時間稼ぎをした
り、相手との関係を深めるには十分なことも。
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1 How much money do I need to go to Japan?

と聞かれたが、質問内容が漠然として答えにく
いので、なんとかごまかそうと…

It depends.
「状況によります」

 和訳 　「日本に行くにはいくらかかりますか？」

depend on ～で「～しだいである、～に依存している」の意味
だが、口語ではonを使わず It depends. あるいは、単にDepends.

で「時と場合による」「人それぞれだ」などの意味になる。答えに
くい漠然とした質問をされたときに便利だ。本来なら次のように
言うべきだろう。

Tickets vary, depending on when and how you travel.

「切符もいろいろあり、いつ頃どんな方法で行くかによります」

ここまでさらっと言えなくても心配ない。黙りこむよりは、It 

depends.と言ったほうが心証が良い。相手に発言させるには、言
葉を小出しにしていくと効果がある。

A: It depends … on …「それは、何によるかで…」

B: On … how I look at it?「ああ、私の見方にもよると」
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2 What percentage of gross revenue is used for 

ads?と同僚に聞かれたが、要点がつかめないの
で…

What’s your point?
「要するに何が言いたいの？」

 和訳 　「我が社は総財源の何パーセントを広告に使っているのか？」

pointは「要点、重点、核心」のことで、What’s your point?で
「あなたの言いたいことは何か」の意味になる。相手の話が漠然と
して分かりにくいときに便利だ。このように聞かれたら、相手は
Can we increase the advertisement budget?（広告予算を増やす
ことは可能か）などと、具体的に言い直すしかない。

A: Sales were slow and although there was no signifi cant 

recovery, indicators were favorable.

 「販売実績は伸び悩んでおり、顕著な回復というものはあり

ませんでしたが、指標は望ましい推移でした」

B: So, what’s your point?

「何をごちゃごちゃ言っているんだ」といった含みがあり上司や
顧客には使えないので、その場合は、次に見る You’re saying 

（that） …（つまりおっしゃりたいのは…）やWhat you’re saying 

is that …（つまりおしゃっていることは…）などを使う。
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3 Concerning the damaged product, we will send 

an alternative product by air …. と電話口でま
くし立てられ、ついていけないので…

You’re saying …
「つまり、あなたのおっしゃりたいのは…」

 和訳 　「破損した製品については、…、代替品を航空便にてお送り
します」

You’re saying （that） …のあとには、本来は聞き取った内容
が続く。ここでは、間を空けることで、相手は要約して分かりや
すく内容を提示してくれるはずだ。

Yes, I’m saying we’ll surely airmail a replacement immedi-

ately.「はい、代わりの品を航空便ですぐお届けいたします」

誘いに乗ってこなければ、You’re saying … that …（uh …）な
どと言葉を追加して、あらためて発言を促そう。

A: You deserve better than me.

 「私なんかよりあなたにふさわしい人がいるはずよ」

B: You’re saying … that …

A: Yeah, I’m saying … “Get out of my life!”

 「ええ、とっとと失せろってこと！」
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4 同僚が書き物をしていたので何を書いているの
かと聞くと、I’m writing my resume.と言った。
驚いて真意を確かめようと…

You mean …
「つまり、あなたがいま言ったのは…」

 和訳 　「履歴書を書いているのさ」

話の流れはおおむね以下のようなもの。

A: What are you writing?「何を書いているの？」

B: I’m writing my resume.「履歴書を書いているんだ」

A: You mean …

B: Yeah, I’m looking for a new job.

 「ああ、新しい仕事を探している」

meanは「意味する、意図する」なので、You mean …は「あ
なたが意図しているのは…」 → 「それってどういう意味なの？」と
いった感じになる。Do you mean you’ll change your job?（転職
するつもりってこと？）とは言えないので、You meanで留めて、
肝心なところは相手に言わせる。Do you mean …?より婉曲的で
楽だ。
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5 This product is two million four hundred thou-

sand dollars ex-factory.と言われたが、数字が
聞き取れなかったので…

Come again ?
「えっ、いま何と？」

 和訳 　「この製品は工場渡しで 240万ドルです」

「えっ？」「はぁ？」に近い。日時や場所や数値など、具体的な情
報を聞き返すときに有効だ。同じような意味になる Say （that） 
again?（もう一度言ってみて）は使い方に注意が必要だ。

Say that again and I’ll hit you!

「もう一度言ったらぶん殴るぞ！」

文尾を上げないと「もう一度言ってみろ！」とけんか腰に響く。
また、You can say that again.（まったくそのとおり）とも混同し
やすいので、本書では Come again?をすすめたい。

A: He is an ophthalmologist.「彼は眼科医だよ」

B: Come again?「もう一度言って」

A: An ophthalmologist̶an eye doctor.

 「眼科医…目医者だね」
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I want you to talk about your new life.と言われ
たが、説明が面倒だったので…

About what?
「何についてですか？」

 和訳 　「あなたの新生活について話してほしい」

どの部分を聞きたいかで表現が変わる。

I want you to talk about your new life

 new以下を聞きたい → New what?

 your以下を聞きたい → My what?

 about以下を聞きたい → About what?

 talk以下を聞きたい → Talk what?

whatを何度も使うのは失礼だが、タイミングよく使えば相手は
丁寧に応じてくれるはずだ。なお、yourがmyになる点に注意。

A: Do you think you can change your destiny?

 「自分の運命を変えられると思いますか？」

B: My what?「私の何を？」

6
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7 We’ve got to do something. と言われたが、英
語で説明するのが面倒だったので…

Like what?
「たとえばどんな？」

 和訳 　「私たちが何かしないといけない」

会話のキャッチボールでは、受けたボールはすぐに返す。Like 

what?と返されたら、相手は「何」を説明しなければならない。
相手にしゃべらせるためにも、疑問詞を含めて返すのが理想だ。

A: We’ve got to do something.

 「俺たちが何かしないといけない」

B: Like what?

A: Uh … make a drastic change to our campaign strategy.

 「そうだな、売りこみ戦略を根本的に変えるとか」

such asや for exampleで返すこともできる。

A: Children should avoid eating junk food.

 「子供はジャンクフードを食べるべきじゃない」

B: Such as?

A: Such as burgers and chips.

 「たとえば、バーガーとかフライドポテトとか」
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8 Where did you guys go after the drinking ses-

sion?と聞かれたが、答えたくなかったので、ご
まかすために…

I leave to your imagination.
「ご想像におまかせします」

 和訳 　「飲み会のあと、2人でどこへ行ったの？」

leave X to Yは「XをYにまかせる」という意味。「ご想像にお
まかせします」は日本語でもよく使われるので、覚えやすいし直
接回答せずに済むので便利だ。次の例では leaveのあとの itは省
略可。

A: I am wondering how old your husband is. He should be 

younger than you …

 「ご主人、おいくつなの？ あなたより若いのかしら…」

B: I leave it to your imagination.

No comment.だと人間関係を損ないかねないので、避けよう。
上の表現に willを加えた I’ll leave it to you.（あなたにおまか
せする）は 2章で見る。なお Let it remain a mystery.（それを謎
のままにしておく）がこの場合はよく使われると言うアメリカ人
がいた。


