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英語のノートを作ろう!!
紙の端っこに調べた単語を書いたりすると、すぐにどこかへ⾏ってしまいます。
英語のノートを作って、調べた単語はメモをして、⾃分の「科学系単語帳」を作りま
しょう。
A5 のリングノートがオススメ!!どこにでもさっと⼊れられるサイズで、折りたため
るので、場所を取らずにどこでもメモを取ることができます。



⼀⽇⼀回⾳読しよう。/⼀⽇⼀回動画を⾒よう。
毎⽇英語に触れるだけで、英語⼒は維持できます。英語に触れる時間が少なければ少
ないだけ、⼤学⼊学時を最⼤値として、英語⼒は単調減少するでしょう。



便利なフレーズを意識的に使おう。
今⽇はこのフレーズを必ず⼀回は使おう、というものを毎回決める。



パートナーの⼈が使った⾔い回しで、「これは便利」「いい⾔い回しだな」と思った
ものは、積極的に真似しよう。もちろん、メモにも取るといいでしょう。特に、留学
⽣と組んだ時には、便利そうな⾔い回しに気を付けて聞こう。



テキストを読む時、⼤事な単語やフレーズに下線を引く。



家に帰って、丁寧に読み返し、知らない単語は意味を調べる。

議論の時便利な表現集
物理学部⾨
■もう⼀回⾔ってください。


Could you please say that again?



Could you say that again, please?



Could you say that again (slowly)?



Would you say that again?



Can you say that again?



Sorry, say that again.



One more time.

稲垣紫緒

丁寧

カジュアル

say の代わりに repeat でも OK.


Repeat that again?



Could you repeat that?



Could you repeat that, please?



(Pardon?) <-あんまり使わない。



What did you say?



What was that?



Come again?



Iʼm sorry. I didnʼt catch that. ごめん、聞こえなかった。

■知らない単語が出た時


Excuse me, what is xxxx???



What does xxxx mean?? : 単語の意味を聞くとき



How do you spell that?



Can you spell that, please?

■知らない単語が出た時


What do you mean by xxxx?? : どう意味で使ってるの︖と定義を聞きたいとき

■単語が分からないとき、「英語でなんていうんだっけな〜。。。」
(と⾔いながら、時間稼ぎして考える。)


How to say...



Let me think...



How can I say ...



I donʼt know how to say ...

■議論からついていけなくなったとき、潔く認めて話を戻ってもらおう。


Iʼm lost.



Iʼm not following you.



I donʼt follow.



I donʼt get it.

（かなりカジュアル）

■議論が早すぎるとき


That was too fast. Could you say it again step by step?

■どこまでは理解してるか、伝えよう。


I understood until you talked about ….

■だいたい理解したけど、⾃信がない。ってこと??と確認したいとき、


Do you mean [ここに⼤体聞いた内容]?

■ちょっと時間がないので、あとで議論しましょう。


It sounds like a good idea. I would be happy to discuss it with you in more
detail later.



Can we discuss it later? May we continue?



Iʼll get back to you later.

■⼤丈夫ですか??ついてきてますか??


Any questions??

■納得︖と聞きたいとき、
•

Does it make sense?? / Make sense??

納得!!と⾔いたいとき、「理にかなってるね。」
•

It makes sense.

■シンプルな質問の仕⽅


⼀部聞き取れたら。。。

○○○



With who?



With what?



For who?



Go where?



Said what? なんて⾔ったって︖

what?

え、誰と??
え、誰のために︖
どこに⾏くって?

■質問は理解したけど、答えが分からないとき、んーーーーー。。。と黙りこくらない!!!


I see what you mean…, but I donʼt know.



I see what you mean…, but I donʼt have an answer ( to your question).



I understand what you mean. Let me think…. / Let me see…



Thatʼs a good question. Let me think (about it)…

答えられないときは、潔く「分かりません」と答えよう。もちろんお礼も忘れずに。


I donʼt know. But anyway, I think thatʼs a good point. Thank you for your
comment.

■これは調べましたか?と聞かれて、まだ調べてなかったら。。。


I havenʼt check yet.



I havenʼt done it yet.



Iʼll get back to you later.



I havenʼt thought about it, but it would be interesting to see…

現在形で

I donʼt do. は厳禁!!!やってないし、今後も調べるつもりはない、と聞こえる。

■ TELL or SAY??


分からなくて答えられないとき

I canʼt tell.



知ってるけど⾔えないとき I canʼt say.

時々間違って、「say」を使う⼈がいますが、「知ってるけど教えられない」的な意味に
なるので、気を付けよう。

■あなたはどうしてだと思う?? “do you think”を挟む。


Why do you think it is true?

「do you think」の後は、語順が疑問形のように「動詞＋主語」とひっくりかえらないの
で注意する。
■どうしてそう思うの?具体的な理由は??


Why is that?

■例えば??


Can you give me an example of that?

■議論の⽅向がずれてきたとき、「要は。。。。」と、話を仕切り直したいとき、


My point is … / The point is …



Thatʼs not what I mean. My point is…

■もう少し詳しく話してくれる?


Can you tell me more about that??

■どこまで話したっけ︖


Where were we?



What was I saying?

■セミナーや研究会など公の場で質問するとき、聞き逃したかも、とかちょっと⾃信がな
かったら、


I might have missed, but did you mention xxxxx??”



I might be wrong, but you mentioned that…..

■あいづち


You make a good point. I never thought of that.



Thatʼs a good point. I didnʼt notice.



Is that so?



Exactly.



Thatʼs right.



Absolutely (not).



Definitly (not).



Certainly (not).



Good idea!!

そうなんですか??へえ、知らなかったよ。
そうそう、その通り!!

■間を埋める(Filler)


Let me see…



How to say…



How can I say …



I donʼt know how to say …



I think …



You know…

filler を連発すると⽿障りなので、慣れたら適度に使う。

■相⼿が⾔ったことに対して、賛成や反対の意を明確に⽰すことが⼤事です。私はそうは
思わないな。。。と⾔いたいときは、


I donʼt think so. I think ….



I think/ believe/ feel that ….



I guess… / I suppose …



As far as I know, …



What about xxx? / What about you?



Thatʼs why …

賛成


I agree with you.



I feel the same way.



Same here.

⼤体賛成


I guess so.



Pretty much.



Something like that.

英語の勉強で便利なものいろいろ
■the grade level for the articles
https://www.readworks.org/6th-8th-grade-sciencearticles#!s0:373/q:/g:347/t:0/s:373/k:/cid:/f:0/pt:A/features:/staff_picks:/sel:/
https://www.dogonews.com/category/science
https://www.tweentribune.com/category/teen/
http://www.sciencejournalforkids.org/ (Biology)

■動画
TED https://www.ted.com/
TED-ed https://ed.ted.com/

■Open Course Wares (OCW)
Coursera https://www.coursera.org/
Edx https://www.edx.org/

■IELTS Academic Test Preparation
https://www.edx.org/course/ielts-academic-test-preparation-uqx-ieltsx-0

■Podcast を使う
Scientific American 60-second science (with transcripts)
http://www.scientificamerican.com/podcast/60-second-science/
Nature http://www.nature.com/nature/podcast/
Science http://www.sciencemag.org/podcasts
Science Friday http://www.sciencefriday.com/
The Story Collider http://www.storycollider.org/

■⾃然科学系ジャーナル
Nature
Science

http://www.nature.com/nature/index.html
http://www.sciencemag.org/

Cell http://www.cell.com/
Science World – Voice of America
Science Times

http://blogs.voanews.com/science-world/

http://www.sciencetimes.com/

Quantamagazine https://www.quantamagazine.org/
https://www.sciencenews.org/
https://www.sciencedaily.com/
https://www.voanews.com/
https://www.sciencealert.com/
https://www.popsci.com/
https://www.sciencenewsforstudents.org/
https://www.livescience.com/

■⾳声付テキストのあるニュースサイト
Voice of America︓⺟語としない⼈向け、1500 語、分速 100 語のニュース
http://learningenglish.voanews.com/
BBC Learning English http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
CNN Student News︓CNN の学⽣向けニュース。動画とスクリプトあり。
http://edition.cnn.com/studentnews/
BBC Learning English︓BBC の英語学習者向けニュースサイト。
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/

■英英辞典・類語辞典(Thesaurus)を使う
Oxford Learner's Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Merriam-Webster: http://www.merriam-webster.com/
Dictionary.com

http://www.dictionary.com/

Thesaurus.com

http://thesaurus.com/

WordReference.com (英和, Online) http://www.wordreference.com/

◆オススメの英英辞典
Oxford Advanced Learner's Dictionary
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
3000 語で書かれている学習者向け英英辞典。その 3000 語のリストはこちら。
http://www.smartcom.vn/the_oxford_3000.pdf

Longman English Dictionary Online︓2000 語で書かれている学習者向け英英辞典。
http://www.ldoceonline.com/

