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話の頭出しテクニック 

 

慣用的な独立 to不定詞 

本当のことを言えば～／To tell you the truth, ～    

不思議な話だが～／Strange to say, ～   

正直なところ～／To be honest, ～   

言わば～／So to speak, ～  

言うままでもないことだが～／Needless to say, ～   

率直に言うと～／To be frank, ～    

確かに～／To be sure, ～    

手短に言えば～／To be brief, ～      

第一に～／To begin with, ～     

なお悪いことには～／To make matters worse, ～     

～は言うまでもなく…／To say nothing of～, …    

～とは言えないまでも…／Not to say～, …    

 

 

前置詞 to+所有格+感情名詞 

驚いた事には､～／to my surprise,～  

ほっとしたことには､～／to my relief,～   

満足した事には､～／to my satisfaction,～   

がっかりした事には､～／to my disappointment,～    

残念な事には､～／to my regret,～   

うれしいことには、～／to our joy,～    
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独立分詞構文の慣用表現 

一般的に言って、～／Generally speaking, ～   

率直に言って、～／Frankly speaking, ～    

おおざっぱにいうと、～／Roughly speaking,～    

厳密にいうと、～／Strictly speaking, ～   

現実的に言って、～／Practically speaking,～   

…と言えば、～／Speaking of …,～    

…から判断すると、～／Judging from …,～    

…を考えてみると、～／Considering …,～ 

 

 

主観的な印象を述べる 

ひょっとしたら・・・じゃないか／I guess that… 

 具体的なデータがないのに推定・推測する表現 

・・・だと思う／I think that… 

 具体的な判断材料に基づく結論を表現 

 

私の意見では／In my opinion, … 

 ある問題についての具体的でまとまった信念・所信を表す 

 

私の見るところでは・・・／From my point of view, … 

 あくまでも見方だからしっかりしている 

 

私の受けた印象ではですね・・・／The impression I’ve got is that… 

 少し改まった切り出し方になる 
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相手の注意を促す 

ところで、ついでに言うと／By the way, … 

 提示された話のわき筋へ入ったり、関連次項に話題を拡大したりする 

 

赤ちゃんて言えば・・・／Speaking of babies, … 

 関連した話題の新しい視点を提示したり、追加見解を述べたりするとき

のきっかけ 

 

だって、・・・／You see, … 

 相手に何かを説明するときに使えるきっかけのフレーズ 

 

つまり要は・・・／The point is… 

 意見が乱立したときの整理のきっかけ 

 

実はですね・あのですね／Do you know what?  

 相手の注意をひきつけておいて、新しい情報・意見を切り出すときのフレ

ーズ 

 

私の考えは・・・こうです／This is what I think, … 

  thisはこれから言うことをさし、すでに発言されたことは thatで受ける 

 

この際、だいじなことは・・・／What is important at this stage is… 

 やや改まった感じのきっかけ 

 

一つはっきりさせておきたいことがある／There’s something I’d like to 

make clear. 

 自体が複雑化したときなどに、ズバリと立場を印象付ける 
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極端な引き付け 

ねえ、聞いて／Listen! 

 大声で言えば「だまって聞け」となる 

ねえ、聞いて／Please listen! 

 哀願調も言える 

 

一つ言っておく／I’ll tell you something. 

いいかい／I’ll tell you. 

 アドバイスや苦言・忠告などを先制する 

 

・・・と信じます／I believe that…  

私の信じるところでは・・・／What I believe is that… 

この状況で私に言えることは・・・／What I can say in this situation is… 

 

 

追加・駄目押しの切り出し 

それからもうひとつ・・・／Just one more thing, … 

 一度発言した後、もう一度補足的に追加したいときに使われる 

 

ご参考までに・・・／For your information, … 

 informationは、情報であり知識である 

 

これで終わりじゃない／That’s not the end of the story. 

 話はまだ先があり、意外な内容が含まれているということを表す 
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同意をするために 

私はいいのですが／Sounds good to me. 

 to meを加えることで、「私は・・・」のニュアンスになる 

 

けっこうですよ／No problem. 

 相手の申し出に対してオーケーのとき使用 

 

ええ、同感です／Yes, I agree. 

まったく、そのとおりだよ／I quite agree with you. 

 

そいつはいいや／That’s great. 

 

すてき、すばらしい／It’s wonderful. 

 

いいね／Why not? 
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反対・拒否をするために 

そりゃありえないね／No way!  

no と wayをゆっくりと発音するのがコツ 

 

そんなことないよ／That’s not true. 

 That’sの発音は、舌を上下の歯で挟み、ぱっと息を出しながら音を出す 

 

何が言いたいのですか／What do you mean? 

 相手の意思を問いただす表現だが、状況に応じて反対の気持ちを表す 

 

あなたは何を言っているのですか／What are you talking about? 

 

あなたのおっしゃることを受け入れることは出来ませんね／ 

I can’t accept that. 

 

それは間違っています／(I think) that’s wrong.  

 

私はそうは思いません／I don’t think so. 

 

そんなのおかしいですよ／That’s silly. 

 

絶対にないです／Absolutely not! 

 

うそでしょ／Are you kidding? 

 

まさか／You must be kidding! 

 


