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1. How to Learn English 
-英語の勉強法- 

 

※以下の勉強法の中には、高度な要求や偏った考えも含まれています。あくまで一つの方法論として受け

止めてください。 

 

 

1.1.動機を作ろう！ 

英語に限らず、何かを学ぶ時に最も大切なのは動機と意欲です。意欲さえあればどんな方

法で勉強しても速く成長するでしょう。ESS という組織は英語学習の方法論を教える場所で

はありません。英語を聞き、喋る場を提供することで勉強の動機を作り出す場です。 

 

しかし、ディスカッションでは「英語を勉強しよう」という動機・意欲を引き出すシステ

ムが極めて弱いと思われます。一つの理由は、ディスカッションでは誰でもわかる英語を

使う必要があるという性質によります。もちろんこの思いやりの精神そのものは非常に尊

ぶべきものです。理解していない人がいるまま一部の人だけで進むディスカッションを好

む人は少ないでしょう。議論をより生産的にするためにも、テーブルのメンバー全員にわ

かる言葉を使う必要があります。ただ、この思いやりの心が英語力向上への Motivation

を著しく殺いでいることも否めません。なぜなら 

 

・ネイティヴ並の速度で喋ると理解してくれない（ことがある） 

・英語らしい表現や単語を使っても理解してくれない（ことがある） 

よって、 

・誰でも理解できるスピードでしか喋らず 

・誰もが知っている表現や単語しか喋らず 

・正しい発音を学ぶ必要もなく 

・頻出フレーズを言い換える必要も感じない 

からです。 

 

しかし、我々は「現在の自分の英語力」に疑問を持ったから ESS に入ったのではありませ

んでしたか？それなのに、「現在の自分（≒相手）の英語力」の範囲内で理解可能な英語だ

けを使っていたら英語力を上げる必要性は感じなくて当然だと思いませんか？「相手がわ

からないからその言葉を使わない」というのは一見合理的に見えますが、教育的視点から

は疑問を感じます。「この赤ん坊はまだ言葉がわからないから話しかけちゃダメ」と言う親

はいませんよね。相手が言葉を知らないからこそ、その言葉を実際に使ってみせることで

その言葉を覚えるきっかけを作れるのです。 
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 確かに、自分自身が言いたいことを言えないという状況も英語力を上げる動機になりま

す。しかし日本人同士でディスカッションをする以上、あまり英語力がなくても自分の言

いたいことは通じてしまいます。 

 ここはやはり、新入生に「先輩の言っていることがわからない」という経験をさせてあ

げましょう。日本語並みのスピードで、日本語並みの語彙を駆使して、日本語で考えつく

議論を示してあげれば、「理解する価値があるのにわからない」という強い動機付けができ

ると思います。もちろん我々の年齢では既にネイティヴ並に喋れるようになることは不可

能ですが、近づくことは可能です。現状では、現在の英語力（自分も相手も）で済ませて

しまおうというディスカッション界の風潮がネイティヴに近づく必要性さえも抑止してい

ると考えます。 

 

具体的な提案に移ります。以下に、積極的に英語を学ぶ動機を作る一例を考えてみました。 

 

 1)外国人とディスカッションする 

ESSは English Speaking SocietyなのにもかかわらずNative English Speakerに対して排他的な

風潮があります。実際、ディスカッションおよびアカデミックディベートではネイティヴ

の数はほぼ皆無です（スピーチ界ではそもそもネイティヴだと出場権がない場合が多いの

で論外）。その理由の一つは、「普通の英語ではコミュニケートできないから」という本末

転倒な抵抗感にあります。ネイティヴスピーカーを交えてディスカッションをする自信が

ないので、来てもらうと逆に困るという状況が起こっています。逆に、「普通の英語を喋る

こと」が求められているパーラメンタリーディベートではネイティヴの参加者が多く存在

します。 

ネイティヴと喋っていると、上記の「相手の言っていることが（わかりたいのに）

わからない」という状況が簡単に実現します。たまには、外国人も交えてディスカッショ

ンしてみましょう。実際の英語の会議では半端ではない英語力が求められます。 

 

私もディベートの国際大会中に、大会の運営などについての会議に参加しました

が、周りの人の言っていることが把握できないせいで、私を含めて日本人は沈黙を保って

いました。自分の意見を言うこともままなりません。英語力不足そのものの他に、英語力

不足から来る自信のなさも沈黙を助長していました。我々が普段、声高に｢トリート｣｢ハン

ドリング｣などと言っているようなことは、現在の我々の英語力では、実際の｢普通の英語｣

の会議で全く役に立ちません。ネイティヴと対等に渡り合える英語力と自信が必要です。

その国際大会の会議でも、ネイティヴの意見が合理的か、理性的か、論理的か、プロシー

ジャーに則っているかといわれれば全てに疑問符がつきました。しかし、英語力がないと

まともに反論もできないのです。こういった状況は、英語力の必要性を感じる良い機会で

す。ネイティヴスピーカーを排除しようとせず、積極的に議論をしてみましょう。 
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 2)資格試験を受ける 

TOEIC を初めとする資格試験を受けるのも一つの動機付けになります。文法・語法・語彙

など、「正しい英語」を学ぶ良い機会です。ESS ではどうしても英語そのものよりディスカ

ッションなどのスキルのほうに重点が置かれがちです。よって｢正しい英語｣に触れる機会

も、「英語を正す」機会も少ないのが現状です。資格試験などは、正しい英語の習得のみに

重点を置いているので、英語の矯正には有効だと思います。高得点であれば、たまには就

職に役立ちますし。 

 

 3)海外に短期留学する 

生の英語に漬かるにはやはり現地でコミュニケートしてみるのが確実です。ただし、英語

力の向上という目的の下では観光旅行はあまり適切ではありません。観光に要求される英

語レベルは非常に低いからです。前述のディベート国際大会においても、社会問題を論ず

る際の英語力不足は痛感しましたが、生活・観光における不自由は全く感じませんでした。

やはり、相手の意見を聞き、自分の意見を発表する機会の設けられた場に行くことをお勧

めします。長期の留学は何かと負担が大きいので、数週間の短期留学（サマースクール等）

を経験するのもお勧めです。特に一回生・二回生の人には、ぜひ学生のうちに海外に出て

おくことを勧めます。 

 

1.2.多様なトピックでディスカッションしてみよう 

正直なところ、毎回同じようなトピックでディスカッションするのは飽きてきませんか？

トピックが固定されているのはプレパの負担を軽減するためが主だと思われますが、語彙

を増やす・視野を広げるという意味ではあまり好ましくありません。半年の間に使われる

語彙は限られていますし、社会問題の知識という面でも、半期に 5～6 トピックでは少なす

ぎます。しかもタイトルは常に What policy should the Japanese government adopt になって

います。国際言語である英語を学んでいるのに、日本語でしか資料がないような日本の問

題ばかり扱っています。もちろんこれもプレパの労力やディスカッションの暗黙のルール

等を考慮に入れれば仕方がないことは確かです。なので、せめてインナーで、バリューデ

ィスカッションという名目の下、｢英語での資料が豊富にある｣最新の国際時事問題をテー

マにしてディスカッションしてみるのもたまには良いと思います。 

たとえば What policy should the French government adopt concerning the EU constitution? とか、

What policy should the United Nations adopt concerning the oil-for-food scandal? 等。たとえ主語

が日本でも、What policy should the Japanese government adopt concerning nuclear proliferation? 

のような国際問題を扱うことは可能です。これもまた、日本にいながら生の英語に触れる

機会にもなります。語彙も広がりますし、外国が日本をどう見ているのかもわかります。

外国の人と社会問題を論じる時、我々と全く違う情報を持っていることもよくあるので、

そのあたりの摩擦を避けるのにも役立ちます。 
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1.3.インターネットを活用しよう 

インターネットは、英語を学ぶ上で極めて有効な武器です。あまりにも役立ち過ぎてここ

にはその全てを書ききれませんが、以下にそのほんの一例を紹介します。（※インターネット

につないでいない人は即刻つなぐべきです。英語がどうこうの問題以前に社会活動ができません） 

 

1)英語表現の正誤判定 

ウェブサイトのおよそ 8 割は英語で書かれています。そのページ数は 50 億を超え、単語数

は 1 兆を超えます。つまりインターネットは世界最大のコーパス（実際の言葉の使用法を

集めたデータベース）なのです。これを使えば、ある表現が実際に使われているか使われ

ていないかが一目瞭然です。 

 

たとえば、「試験を受ける」という英語を使おうと思ったとき、「試験」と「受ける」を直

訳して”receive an exam”という表現を思いついたとします。しかし、この表現が実際に使わ

れているのかどうか不明です。そんなとき、検索エンジンで（Google など）”receive an exam”

を検索してみます。そうすると、ヒット件数が約 600 件と出てきます。「試験を受ける」と

いう表現を使う機会はたくさんありそうなのに、50 億もあるページの中の 600 ページしか

ないということは、この表現は使わないほうが良いことを示しています。なぜならこの 600

ページの中にはノンネイティヴが書いた間違いの英語や、そもそも receive an exam copy of a 

book のように、receive が examと呼応していない表現もあるからです。一つの目安として、

使用件数が 3 桁以下ならその表現を使うのは控えたほうが無難です。実際、上記の例では、

正しい表現である take an examは 8 万件を超えます。また、日本語を例にしても、「見れれ

ない」という間違った表現で検索しても、500 件ほどのヒットが出てくることから、3 桁以

下のヒットは信頼しないほうがよいことがわかります(この「見れれない」は単なる誤植ではなく、一

部の人が実際に間違って使用している表現です。)。 

 

以下、検索エンジンの便利な使い方を簡潔に説明します（Google を基にしています。Yahoo

はディレクトリ検索型といって人間が人工的にサイトを登録していく形式なのでヒット件

数があまり当てになりません。） 

 

・連語検索：検索ウィンドウに take an exam とだけ打つと、take と an と exam が離

れて書かれているページまで全てヒットしてしまい、役に立ちません。Take an examという

連語として検索したい場合には、ダブルクォーテーションマークを使って “take an exam” 

と入力すれば連語のままヒットします。 

 

・OR 検索：たとえば take an exam と打っても、took an examという過去形は除かれてしま

います。でも検索者は took an exam も含めてほしい場合もあります。こういった場合に

は、”(take OR took) an exam” というふうに、どちらでもよい単語の間に大文字の OR をは
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さんで括弧でくくれば OK です。an exam だけでなく the exam も含めたければ、”(take OR 

took OR takes OR taken) (an OR the) exam”とできます。 

 

・類語を区別した検索：検索エンジンは、英語の冠詞を除いて検索したり、日本語の「コ

ンピューター」と「コンピュータ」を区別せずに検索する性質があります。これらを区別

したい場合は、区別する言葉の前に+（プラス記号）を入れる必要があります。たとえば “+an 

exam” “+コンピューター”のように。+がないと、それぞれ”exam”や”コンピュータ”と検索

したときとほぼ同じヒット件数が出ます。 

 

・除外検索：「この言葉が載っているページは除いて検索」することができます。除きたい

言葉の前にマイナス記号をつけます。たとえば「安楽死」で検索すると「動物の安楽死」

のページが大量にヒットします。動物ではなくて人間のみの安楽死を調べたいのであれば、 

 安楽死 –動物 –愛護 

などと入力すれば、動物の安楽死ページは相当省かれます。もっと省きたければ具体的な

動物名を除いていけばよいでしょう。 

 

・ワイルドカード検索：なんでもよい言葉はアステリスクで代用できます。たとえば「電

機で動く」という表現を使いたいとき、”run on electricity” なのか “run by electricity”なのか、

前置詞に悩むことがあります。そんなとき、”run * electricity” と、アステリスク(*)を入れ

ると、その部分にはどんな言葉が来てもヒットします。実際の使用例を見ながら、多く使

われていると思った表現を*部分に代入して、多く使われている表現を選びます。 

 

・指定サイト内検索：ネット上には、間違った英語も氾濫しています。間違った英語を極

力排除するため、信頼できるサイトでのみの検索をかけることも可能です。たとえば BBC

で使われている英語の中でのみ調べたいのであれば、”take an exam” site:bbc.co.uk と打てば

BBC のサイト内のみで検索可能です。この場合、極めてヒット件数が少なくなりますが、

著者が信頼できるので、ヒットがあること自体がその表現の信頼性を示唆しています。BBC

だけでは足りないと思えば、 ”take an exam” site:.bbc.co.uk OR site:.britannica.com OR 

site:cnn.com OR site:.news.com.com OR site:.time.com OR site:.usnews.com 

というふうにいくらでも指定対象を増やせます。 

一つ一つの指定が面倒であれば、「政府のサイト」「大学のサイト」というふうに

一括して検索することも可能です。前者は site:.gov 後者は site:.edu で検索可能です。 

それでも面倒であれば http://www.lifestudies.org/jp/englishsearch.htm というサイ

トで、好みに応じた検索が可能です。 

 

・キャッシュ：各検索結果の右下に「キャッシュ」という文字があれば、そこをクリック

すると検索した文字のところに色がついて表示されるので便利です。 
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 2)英語の勉強法の探索 

英語の勉強をする気が出てきたら、英語の勉強法を解説したサイトに行ってみると良いで

しょう。英語の勉強”法”だけでも極めて多くのサイトが存在します。検索エンジンで「英語」

「学習法」で検索すれば 100 万を超えるヒットが出ます。相互に優秀なサイトをリンクし

ていたりするので、サーフしてみるのも良いと思います。これらのサイトを見ることでや

る気も出てくるでしょう。 

 ただ、気をつけないと英語の勉強”法”に詳しくなってしまって肝心の勉強がおろそ

かになってしまいます。私も高校時代、英語の勉強”法”の本だけで 100 冊以上買い込み、同

様のサイトも何百とサーフしていた結果、勉強”法”をいろいろ知れただけで肝心の勉強時間

が大幅に削られたという哀しい経験があります（自嘲気味）。しかも各勉強法を併用したた

め、結局どれが一番良かったのかも不明。成功談を読んでいると意欲が沸くのでその点で

のみ役に立ちましたが。 

 

3)ニュースサイトを見る  

海外のニュースサイトにアクセスすると、国際情勢がわかるだけでなく、ニュースを無料

で流していたりするので（例：Online News Hour：http://www.pbs.org/newshour/）リスニング

の勉強にもなります。ネイティヴのディスカッションも聞けます。Public Broadcasting Service 

(http://www.pbs.org/) ではニュースだけでなく一般の番組まで放映しています。  

 

4)海外のメル友をつくる 

海外に行くのはちょっと難しいという場合でも、メールを使えばネイティヴと英語でコミ

ュニケートすることは容易にできます。ネイティヴの友人ができることは英語を勉強する

強い動機になります。スピーキングと違って瞬時の応答が求められないぶん、正しい英語

を使う練習にもなりますし、わからなければ相手に尋ねることもできます。しかもメール

の文調は会話とほぼ同じなので、口語表現も学べます。できれば共通の趣味を持っている

人にアクセスしたほうが会話も弾むでしょう。 

次のページは、海外とのメル友(ペンパル)サイトのリンク集です。 

http://yokohama.cool.ne.jp/amifriend/jlinks1.htm 

他にも多くのサイトがあるので、検索してみてください。 

 

1.4.映画を観よう 

ストイックな勉強では飽きてくるので、楽しむ勉強も当然必要です。楽しみながらできる

英語の勉強として、私は映画を観ることをお勧めします。リスニング能力も上がり、口語

表現や語彙力も増えます。DVD では日本語/英語の字幕の切替が容易なので映画による英語

の勉強がさらに容易になりました。 

 勉強法としては、(1)まず日本語字幕で観て (2)字幕なしで観て (3)聞き取れなかった場



9 

所をスクリプトで確認したり (4)気に入った場面の台詞を暗記したり すると良いです。 

 

映画を選ぶ際には、英語の質には注意しましょう。英語が下品だと覚える価値がありま

せん。ジャンルとしては、ラブストーリー（例：『カサブランカ』）、サスペンス（例：『24』）、

ノンフィクション(例：『JFK』)等が良いでしょう。下品な言葉ばかりでは作品の質が落ち

てしまうからです。この世には質の高い映画が数多くあります。映画のレベルはテレビ番

組の比ではないので、暇つぶしにテレビを見るなら映画を観ることを強くお勧めします。 
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2. Useful Expressions 

-表現にバラエティをつけよう！- 

※（）内が訳、[]内が解説です。 

 

～2.1：相手に尋ねたり求めたりする表現～ 

 

一般的な質問 

 

May I ask you a question?  

I have a question concerning A.  

I'd like to know about A. 

What do you mean by A? 

How do you mean? 

I have a basic question: what is ～ 

 

相手に理由を尋ねる 

 

How come do you think～?  

Why do you think～?  

Could you give me the reason for your 

idea?  

Could you tell me why? 

On what ground do you believe～ ? 

What is it that leads you to think～? 

 

 

繰り返してください。 

 

Could you go over that again?(もう一度

ご説明願えますか？)[丁寧な表現] 

Again, please? 

Would[Could, Will] you repeat your 

explanation? 

Do you mind repeating your question?  

Pardon me? 

Sorry? 

Say it again, please? 

Run that by me again, please. 

Sorry, once more please. 

 

分かっているか確認するとき 

※文頭の Do you/ Did you は口語では省略可能 

 

Understood? 

Did you grasp my idea? 

Did you get my explanation? 

Do you catch my point? 

Do you get the picture? 

Are you with me? 

Do you follow me?[me は省略可] 

Got it? 

Is everything clear? 

Will this do? （これでいいですか？） 

 

人に意見を求めるとき 

 

Would you like to explain ～？[敬語] 

Mr.○○, do you have any idea about it? 

Would you give your idea on it? 
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What is your opinion on my point? Could you give me your idea? 

 

 

～2. 2：自分の意見や提案を述べる表現～ 

 

 

一般的な表現方法 

 

May I show my idea? I think～. 

I’m of the view that～.[formal] 

I hold the opinion that～[formal]  

It seems to me that～.  

It strikes me that ～ 

May I add something to that? （補足させ

ていただいてよろしいですか？）[敬語] 

Tell you what. ～ 

(思いついたんだけど。～)[口語] 

You know what? （ねぇねぇ/聞いてよ）

[口語] 

I’d play the devil’s advocate.  

(devil’s advocate とは、本当は異存がな

くてもあえてする反論のこと。反論も DA

もなければ議論の意味がなくなるから。) 

 

I’d like to propose ～ [suggest の代わ

りに propose も使えます] 

 

理由を示すとき 

Since ～ (～なので)[because と違い、

相手が既に知っている事実が続く] 

Due to ～(～なので) [直接の原因を強

調。To の後は名詞か動名詞] 

Accordingly （したがって） 

Consequently, (その結果) 

in the interest of saving time,  

（時間の節約のために、） 

not to waste our time,  

It is partly (mainly) because～ 

 

相手に賛成するとき 

 

I agree with you.  

I agree to your idea. 

I have no objection to ～ (～に依存あり

ません)[to の後は動名詞か名詞]  

I follow you.  

No doubt about that. 

That's exactly how I see it. 

I share your point of view. 

It makes sense. 

I'd support you. 

I’m like you. 

I can’t argue with that. 

You said it.[口語] 

 

We are in business. （じゃぁそうしよう）

[議論ではなくて提案に賛成するとき] 

 

 

(以下、強い賛成) 

You can say that again.[イントネーション

は、you と that にアクセント]  

I can’t agree more. 

I’ll say. 

True enough. 
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I’ll drink to that! [口語] 

Don’t you know it! [口語] 

You’re telling me![口語] 

Tell me about it![口語] 

 

相手にある程度賛成するとき 

 

I give you that, but～ 

That may be true, but ～.  

You may have a point there. 

You could be right.  

I see you are trying to say.  

I respect your opinion. 

I take your opinion as far as ～. 

It is acceptable if～. 

Your opinion is understandable. 

I have to admit is, but～. 

 

  

相手の意見に反対するとき 

（以下、相手を刺激しないように、反対する文の最初

には I’m afraid などの緩衝言葉を入れることを勧めま

す。詳しくは後述の“「言いにくいけど・・・」ってときの

表現”を参照） 

 

I’m not sure if that’s quite right.[敬語] 

I see things differently.  

That's not my idea.  

I'm afraid I cannot agree with you.  

I'm not convinced by your argument. 

That's not true. 

That's not the case. 

Say what you like, I think～. 

That's a matter of opinion. 

That is what you said.  

 

控えめに反対するとき 

 

Not exactly.  

Not really.  

I can't say ～.  

I wouldn't say～. 

 

譲歩しつつ反対するとき 

 

While I agree with you on the whole, ～ 

I agree with you, but your idea doesn’t 

deny the solution. 

It may be true, but～ 

Even so,～.  

Even then,～.  

In spite of～, still I think～. 

All the same, ～. 

But I cannot help feeling that～. 

 

途中で割り込まれたけど最後まで話した

いとき 

Sorry, I'm speaking. 

I'm just finishing. 

Let me finish my explanation. 

  

時間や休憩が欲しいとき 

Give me a sec. （ちょっと待ってね） 

Could I have a minute? [敬語] 

Why don’t you take a rest? 

Let’s have a break.  
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～2.3：Confirmation に関する表現～ 

 

 

一般的な confirmation 

 

Is it fair to say that ～（～とみてよろし

いですか？）[丁寧な表現] 

May I assume that～ （～と考えてよろし

いでしょうか？）[丁寧な表現] 

Let me check my understanding.  

May I confirm my apprehension? 

May I confirm your idea (answer)? 

Let me check if I understand you 

correctly. 

You said, ～, is it right?  

You mean, ～, is it correct? 

～. Am I right? 

To put it another way, （つまり～） 

 

Summary 

 

Let’s get it straight. 

Let me sum up.  

Can I sum up by saying～? 

Let me summarize our arguments. 

Let me conclude by saying that ～. 

 

Confirming what is at issue 

 

Let me make sure our points.  

One thing that I would like to make clear 

is that～. 

Let's make it clear what we are talking 

about, for it seems to be complicated. 

Why don't we clarify the disputed point? 

Some can't catch up on arguments. 

The question is ～. 

The problem is～. 

We are confronted with～. 

The question we have to answer is～. 

I think there are two issues here. One is 

～, the other is ～. 

There are a couple of important points 

to cover. 

Our great concern is ～, right? 

 

語句の confirmation、gap の指摘 

 

Let's decide that among us, A means A''. 

Can we say A stands for A'' today?    

It's too much to say～. 

That's a strong way to put it. 

I think ～  is not the right way to 

describe ～. 

You seem to confuse the word "～" and 

"～". 

 

質問に対する返答 

Yes, you are right. 

You got it right!(その通り！)[口語] 

Exactly. 

Precisely.
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～2.4：Argument に関する表現～ 

 

 

相手の弱い部分の指摘 

 

～doesn't make any sense.  

The argument that ～is false.  

The weakness (weak point) of your 

argument is ～.  

I don't see the relevance of your opinion. 

～ cannot be the reason for ～.  

 

論点とのずれを指摘する表現 

 

It's not the problem.  

That's not the point.  

It's not the point of～.  

～is irrelevant to～. 

That's another matter.  

You are straying from the point. 

You are wandering from the point. 

Will you come to the point? 

 

進めさせる表現 

 

Go on, please.  

Go ahead, please. 

Come on. 

I’m all ears. 

I’m listening. 

  

相手の不確かさ・不足を指摘する表現 

 

I wonder if that’s quite accurate.[敬語] 

But it's hard to see～.  

～is not enough. 

The assumption that ～ is wholly 

without foundation.  

Your opinion is based on the assumption 

that～. 

You can't assume that ～just because

～. 

You are stretching the point. 

It's not reasonable to say ～. 

Are you saying that～? 

If I understand you correctly, you are 

saying～. 

There is not hard evidence to prove～. 

But you haven't offered any figures to 

prove～. 

But you haven't looked into it in enough 

detail to say that～. 

I'm afraid the data is unsatisfactory. 

You can't conclude from ～ that ～. 

Just because ～, it doesn't follow that 

～. 

You can't say that ～ simply because～. 

How can you say that～? 

That's not necessary the case. 

I'm not with your explanation.  

That does not make sense to me. 

 

「言いにくいけど・・・」ってときの表現 

 

I hate to say this , but～.  

I hesitate to say this, but～.  

I find it hard to say what I feel, but～.  

It's very difficult to say but ～.  

I'm sorry to have tell you this, but ～. 
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I hate to tell you but ～. 

I hope you don't mind my mentioning this 

but～. 

I don't mean to hurt your feeling, but ～. 

I'm afraid I don't know the answer to 

your question. 

That's very difficult question to answer. 

That's not an easy question to answer. 

 

 

話題を変えるときの表現 

 

Not to change the subject, but～[not to 

change とは言っているが実際には話題

を変える場合に使う。たとえば、Not to 

brag, but～(自慢じゃないけど)のあとに

実際には自慢話が続くのと同様] 

Let's turn to ～. 

Next, we come to～. 

The next point is ～. 

This brings us on the question of～. 

Can I bring this discussion to the 

question of ～? 

Let's not talk about ～. 

We are not here to discuss～. 

This is not the time to bring up this 

subject. 

I think this is not the best moment to 

talk about ～. 

This is not the appropriate occasion to 

talk about ～. 

That brings us back to ～. 

To return to～ 

 

コンパリの表現 

At the one end of the spectrum, ～. But 

at the other end of the spectrum～ 

In sharp contrast to A （A とは全く対照

的に） 

 

 

～2.5：その他の表現～ 

First of all, I would like you to give us a brief self-introduction, please. 

（簡単な自己紹介からはじめましょう） [start self-introduction とは言いません] 

Let’s introduce ourselves. 

Keep smiling! （笑顔でいこうよ☆） 

Just be yourself (緊張しなくていいからね) 

Take it nice and easy. （あせらなくていいから落ち着いて） 

Speak up, please? （もっと大きな声でお願いします） 

Nothing personal. / I mean no offence. （悪気はないんです） 

Leｔ’s call it a day. （このへんで終わろうか） 

You mean a lot to me. (本当にお世話になりました) 

Thanks. Good work. （お疲れさま）[「よくやった」という意味も込めたいなら Good job]
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3. Frequent Errors 

-その英語、実は間違ってますよ- 

 3.1 Vocabulary 編 

“May I confirm?” 

Dis では最頻出ともいっていいこの表現、これだけだと二重の意味で不適切です。 

1) 何を確認したいのかわからない 

2) Confirmは他動詞なのに目的語がない。 

 

つまり May I confirm your definition of this term? などと具体的にすることにより、上記二つ

の問題が一挙に解決されます。そんなわけで、confirm の後には目的語を入れてください。 

例：May I confirm what you’ve talked? 

 

“Let’s proceed discussion.” 

Proceed は自動詞なので to か with が必要です。  →Let’s proceed to/ with the Harm stage. 

意味の違いは、to は「次に進みましょう」、with は「今やっていることを続けましょう」と

いう意味。ただ、この言葉はかなり堅いので、go on to や move on to, pass on to といった表

現がより自然です。ちなみに「スムーズに進めるために」と言うときは in order for the 

discussion to proceed smoothly. / in order to assure the smooth running of discussion 等が使えます。 

 

“They get mental suffering.” 

頻出のフレーズですが、コロケーションとして極めて不自然です。その理由は； 

・Google で連語検索してみると（”(get OR gets OR got) mental suffering”と入力すればよい。

[1.3 インターネットを活用しよう] を参照のこと）、ヒットするのはなんと 8 件。しかもそ

のうち 5 件は ESS ディスカッサントのサイト。ここまで少ないと、全く使用されていない

と見てよいでしょう。 

 

そんなわけで、コーパス的に望ましい「精神的に苦しんでいる」熟語を探してみました。 

 

PHRASE HITS 

Suffer emotionally 2400 

Suffer emotional distress 963 

Suffer mentally 714 
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Experience emotional distress 600 

Suffer mental anguish 504 

Suffer mental distress  294 

Suffer from mental fatigue 76 

Experience mental suffering 56 

Have mental distress 50 

Have mental suffering 10 

Receive mental blow 0 

 

どれも驚異的に少ないことがわかります。前述のように、1000 件以下しかヒットしない場

合その表現を使うのは控えた方が無難なのですが、ほとんどが 1000 件を切っています。最

後の receive mental blow （研究社の和英辞書による）に至ってはゼロ。「精神的」「打撃を」

「受ける」を直訳したのか？ 

 

では mental suffering という言葉自体があまり使われないのかというとそうでもなく↓ 

 

WORDS HITS 

Agony 3,530,000 

Emotional distress 195,000 

Mental anguish 63,000 

Mental fatigue 26,000 

Mental suffering  23,000 

Psychological torment 5,000 

 

Mental Suffering も多く使用されていることがわかります。つまり、impact の QL として 

“mental suffering1”と書くのは全く間違っていません。 

なぜ熟語の「精神的に苦しむ」がこんなに少ないのか？ 

それは、熟語にしなくても動詞一語で表すことがほとんどだからです。 

たとえば「（精神的に）苦しめる」という単語は以下のように数多くあります。 

 worry, afflict, inflict, torment, torture, agonize（←これは自動詞もある）etc 

これらの単語について、主語を「死刑の存在」等にして能動的に使うか、人を主語にして

受動的に使えば OK。わざわざ二語以上の言葉で表すまでもないわけです。実際、たとえば

afflict の場合、”They are afflicted” だけでも 3000 件近くヒットします。 

私なりの結論として、ディス中では suffer mentally が無難なのではないかと思います。確か

にこのコロケーションもあまり使われてはいませんが、(1)ディスカッサントが容易に理解

できて (2)言葉の混乱も起こらず (3)語法的にも許容範囲 である妥協点だと考えます。 
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“AD outweigh DA” 

多くの場合、このフレーズは三重に間違って使われています。 

1) outweigh のアクセントは out でなく weigh です。 

2) outweighs と三単現の S をつけましょう 

3) コンパリの時点で AD と DAは明白なはずなので the AD, the DA とすべきです。 

なので The advantage outweighs the disadvantage です。舌を噛みそうですけどね。 

 

“discuss about A” “explain about A” “consider about A” etc 

全て他動詞なので about を削除する必要があります。Explain や consider は自動詞用法もあり

ますが、それだとたとえば「リンクについて説明」ことになってしまい（たとえば「リン

クとは何か」などの広い範囲の説明を含む）、「リンクを説明する」というのとニュアンス

が異なります。 

 

“If the government will adopt this policy, ～” 

仮定を表す if 節の中に will は入りません。文法規則のまま覚えると忘れやすいので、何回

も正しい文を音読するか、もしくは will を “未来文に使う単語”ではなくて「～と思う」と

解釈すればよいでしょう。たとえば “It will rain tomorrow”は「明日雨が降ると思う」です。

この訳を適用すれば、上記の文は「政府がこの政策を取ると(私が)思ったら～」という非常

に奇妙な仮定文になります。 

また、こう解釈すると Tell me when he comes.と Tell me when he will come.の違いも

容易にわかります。前者は will がないので「彼が来たら教えてね」という意味。後者は「彼

がいつ来る（とあなたが思う）か教えてください」という意味だとわかります。 

 

“Thank you, master of ceremony.” 

アドレスなどの冒頭に使う言葉です。この表現自体は間違っていないのですが、女性の司

会者に対してこう言うのは控えたほうが無難でしょう。Master of ceremony とは男性の司会

者のことです。女性の場合には Mistress of ceremony という言い方があります。ウェイター 

waiter とウェイトレス waitress みたいなものですね。 

 

また、これは間違いといえるかどうか怪しいのですが、アドレス冒頭でよく使う “It is my 

great pleasure and honor” というのは「意向の横柄な宣言(an imperious statement of intention)」

と解説している文法書もあり(H.W.Fowler, A Dictionary of Modern English Usage, Oxford, 

1972)海外で使うのは避けたほうが無難かもしれません。丁寧にするには It is a pleasure for 
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me to とか It is an honor for me to のように不定冠詞にすればよいらしいです。ただ、実際

に海外の人が my pleasure などと言っているのも良く聞くので（しかもこの文献は多少古

い）さほど問題はない可能性もあります。 

 

Singular or Plural? 

以下、単語の単複問題を扱います 

 

・a couple は複数か単数か？ 

代理母のトピックなどでよく couple という言葉が出てきますが、この単複の扱いに困りま

せんでしたか？答えは「どちらでもよい」です。１つのまとまりとして考えるなら The couple 

is ～になりますし（所有格は its です）、人間が２人いると考えるなら The couple are となり

ます（所有格は their です）。 

 ただし、a couple of ～といった形で、「カップル」としてではなく「２つの」とい

う用法の下では複数扱いです。 

 

・the government は単数か複数か？ 

次のように、アメリカ英語では単数が標準、イギリス英語では逆に複数扱いが標準です。 

 

アメリカ英語：The government, which is elected by a simple majority, has been… 

イギリス英語：The government, who are hoping to ease export restriction, will… 

 

それぞれ概念が違って、複数の時には「人」の集まりとみなされているのに対して、単数

の時には人が集まった「組織＝モノ」として扱われます。よって関係代名詞は複数扱い

government の後には who になるのに対し、単数扱い government のあとには which となりま

す。同じ例は team, family など。ただし、the Japanese government と言う場合は圧倒的に単

数が多いようです。 

 

・「datas は間違いで、datum もしくは data」・・・？ 

先生や先輩からこのように教えられた人もいるかもしれませんが、この訂正はあまり正し

くありません。data が datumの複数形なので、複数扱いと思ってしまうかもしれませんが、

現在ではすでに data は単数扱いも可能です。現在最も流通している用法は、単数形も複数

形も data とすることです。さらに、検索エンジンにかけると datas でさえ 8 万件ヒットする

ので、data が単数形、datas が複数形となる日も近いかもしれません。 

※日本の辞書にも、最近は明示されるようになっている。ジーニアスでは、第二版には単に「正式には複数扱い」と

書いてあるだけだったが、三版では「単数扱いが標準語法として確立」と明示。英米の文法書には 1995 年の時点で確立。 
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・”I want to improve my discussion skill” 

ディスカッションのスキルは一つだけではないので、discussion skills です。ディスカッショ

ンに限らず、伸ばしたいスキルが一しかない科目はほとんどないので、improve と一緒に使

うときには skill という言葉はとりあえず複数形にしておくほうが安全です。 

 

＜医療問題語彙＞ 

 

“Carry out euthanasia/ abortion / transplant/ surrogate birth” 

医療問題タイトルの下では、carry out という言葉が乱用される傾向にあります。確かに間違

いではないのですが、英英辞典で調べると carry out のニュアンスが我々の用法とわずかに

違うことがわかります； 

“If you carry out a threat, task, or instruction, you do it or act according to it”  A/T Cobuild 4
th
 ed 

“To put into practice or effect; ex, carry out a new policy” A/T American Heritage 4
th

 ed 

“To bring to a conclusion, accomplish; ex, carried out a mission successfully” ibid. 

“To do something that needs to be organized and planned: ex, They are carrying out urgent repairs” 

A/T Longman 3
rd

 ed 

 

これらの説明を見ると、abortion や euthanasia といった個々の行為に対して carry out という

言葉を使うのは少々大げさな気がします。日本語でも、「彼女、中絶したらしいよ」とは言

っても「彼女、中絶を実行したらしいよ」とはあまり言いませんよね。間違いではありま

せんが。英語でも、より一般的な表現を知っておいても良いと思われます。 

 

・（女性が）中絶する：She has an abortion.(最も一般的言い方)  She aborts.(自動詞用法) She 

aborts her baby.(他動詞用法)  

・(医者が女性を)中絶する：Doctors abort the pregnancy. Doctors abort the baby. 

 

・(医者が患者を)安楽死させる：Doctors euthanize the patient. Doctors help the patient die. 

・（患者が）安楽死する：The patient was euthanized. 

・安楽死の施行：an act of euthanasia (動詞は commit)  practice of euthanasia 

 

・(医者が)臓器移植する：Doctors transplant an organ.（transplant のアクセント注意。動詞は

plant に、名詞は trans にアクセント）/Doctors graft a new organ onto the body. (米用法) 

・(患者が)臓器移植を受ける：have a transplant.  

 

・代理出産する：She acts surrogacy. / She is a surrogate mother. 

ちなみに、日常語では“妊娠している”に “She is pregnant”と言うのは露骨過ぎるので、”She 
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is expecting.” “She’s in the family way” “She’s got a bun in the oven.” といった表現が使われる。 

・代理母との契約 surrogacy agreement 

・体外授精（人工授精） IVF（In vitro fertilization。難しそうに見えますが一般用語です） 

※代理出産において医者が主語になることはほとんどありません。 

 

“catch a cancer” 

「がんにかかる」と言う場合は get cancer です。風邪の場合は catch a cold です。 

ポイントは二つ； 

1)動詞の選択：注意していてもかかる病気(伝染病など)には catch、自己責任でかかる病気

（AIDS など。薬害エイズや母子感染は別ですが）は get を使用。例：get AIDS 

2)冠詞の選択：数えられたり、“始まりと終わり”が意識できれば a がつく。なので cancer

の場合でも、症状ではなく塊としてのがんを言いたいのであれば have a cancer とは言えます。 

 

“woman doctors” 

頻出の間違いではありませんが、あえて載せておきました(devil’s advocate)。woman doctor

という単語のポイントは 2 点； 

1)意味が二つある：woman のほうにアクセントを置くと、代理母や着床前診断でよく使う

「婦人科医」の意味。Doctor にアクセントを置くと「女医」の意味。 

2)複数形が特殊：複数形は women doctors というふうに、doctors だけでなく woman のほう

も複数形にする必要がある。 

 

その他 

・受精後 22 週未満の胎児：under-22-week-old unborn baby 

 生まれていない上に単位が年ではないので age は使いにくいのですが、old という単語は

人･モノ何でも使える上に時間も関係ないので万能です。「まだ生まれて 10 日です」なら 

“She is still ten days old”となります。 

 

・「経済上の理由で」：for economic reason 

 economical reason ではありません。economical は「お得な」という意味です。例：economical 

engine = 燃費の良いエンジン。 

 

・victim’s family 

survivor という表現もありますよ。 
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3.2 Pronunciation 編 

 

policy(ポリシー → パリスィー、[pα'lэsi]) 

admit （アクセントは i。adomitto ではありません） 

procedure(プロシージャー → プロスィージャー[prэsi':dзэ(r)]) 

(基本的に"c"は発音記号でいくと"s"の音になります。) 

advantage(アドバンテージ → アドヴァンティヂ[эdvae'ntidз]) 

disadvantage(ディスアドバンテージ → ディセドヴァンティヂ )(アクセントにも注意

disadv'antage) 

（"v"の音に注意しましょう。） 

linkage（リンケージ → リンキヂ） 

(基本的に単語の終わりの"age"は発音記号でいくと[Id3]の音になります) 

solvency（ソルベンシー → サルヴェンスィー[sα'lv(э)nsi] 

（ちなみに solvency という単語が間違っていると指摘する人がいます。確かに日常語としては

載っていなくとも、米国のディベート辞典には“解決性”の意味で載っているのであながち間違

いとも言えません。専門用語であることには変わりありませんが） 

warrant (ワラント→ウォーラント[wｏ'(:)r(э)nt]) 

opinion sheet([∫i':t]seat との違いに注意しましょう) 

 

＜医療問題語彙＞ 

abortion[эbｏ':(r)∫n] 

euthanasia[ju`:θэne'iзэ] 

surrogate [sэ':rэgeit] 後半は二重母音、もしくは ～gэt のように一瞬で終わる発音です。 

organ transplant[ｏ':(r)gn trae'nsplaent] 

donor[do'unэ(r)] 二重母音です。ちなみに臓器移植のトピックでは patient という言葉を使

わないほうが無難でしょう。donor か recipient かわからないからです。 

heart[hα':(r)t] ※hurt[hэ':(r)t]との違いに注意 
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4. Reference Books and Recommendation 
本資料を執筆するに当たって参考にした資料および推薦図書をリストします。☆マークは

特にお薦めしたい参考書です。これらの他にも名著は無数にありますので、ぜひ書店に足

を運んでみてください。 

 

＜英文法＞ 

☆Swan, Practical English Usage, Oxford 1995 

Thomson, A Practical English Grammar, Oxford, 1986 

Evans, A Dictionary of Contemporary American Usage, New York Random House 1957 

☆Patricia T. O’Conner, Woe is I: The Grammarphobe’s Guide to Better English in Plain English, 

Riverhead Books, 2004  

TIME Press, Webster’s Pocket Grammar, Trident Press int. 2002   

☆江川泰一郎『英文法解説』 金子書房 1991 

石井隆之『TOEIC TEST 990 点満点英文法』 明日香出版 2000 

清水健二『英文法 日本人が繰り返す 200 の間違い』 ベレ出版 2000 

中川信雄『英文法が通じない？』研究者 1998 

 

＜英会話表現＞ 

James M. Vardman et al 『よく使う順英会話フレーズ 745』中経出版 2000 

小坂貴志『英語にするとこうなる 使える英語表現』ベレ出版 2000 

松本道弘 『一息英語 1 秒編,2 秒編,3 秒編』たちばな出版 各 2003,2004,2005  

 

＜英語の敬語表現＞ 

☆大杉邦三『英語の敬意表現』大修館 1982 

数佐尚美『英語の敬語』中経出版 2005 

 

＜ディスカッション用語や論理表現の豊富な書籍＞ 

☆植田一三 他 『英語で意見を論理的に述べる技術とトレーニング』ベレ出版 2004 

☆黒川裕一 『論理的な英語力を鍛える』ベレ出版 2002 

石井隆之 他 『論理的に話すための基本英語表現』ベレ出版 2000 

崎村耕二 『英語の議論によく使う表現』 創元社 1996 

 

＜英語の勉強法＞ 

☆野口悠紀夫『「超」英語法』講談社 2004 

☆石井辰哉 『英語力を上げる実戦勉強法』ベレ出版 2000 

高橋祥友『英語力を身につける』 講談社現代新書 1566 2001 


