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第 1章 文の種類

■ 疑問文
一般疑問文
Do you follow me? (言っていることが)わかり

ますか

Come again? 何だって；もう一度言って

疑問詞で始まる疑問文 (⇒第 19章 参照)

■ 命令文
肯定
Allow me. (手助けを申し出て)私にやらせてく

ださい

“Can I use your phone?” “Be my guest.” ｢電話

をお借りしてもいいですか｣ ｢(許可を与えて)ど

うぞご自由に｣

Forget (about) it. (謝罪・謝辞に対して)気に

しないで；(拒絶して)とんでもない

Go ahead. (人を先に通して)どうぞお先に；

(促して)どうぞ(ご遠慮なく)

Go on. どうぞ，続けて；そうだ，その調子だ

Keep it up! その調子でがんばって

Leave me alone. ほっといてよ

“I have a question to ask.” “Shoot!” ｢質問があ

ります｣ ｢さあどうぞ｣

“I don’t want to eat.” “Suit yourself.” ｢食べたく

ないよ｣ ｢勝手にしなさい｣

否定 (⇒第 13章 否定 参照)

“Why is he angry?” “Don’t ask me.” ｢彼はなぜ

怒っているの｣ ｢(私に聞かれても)知らないよ｣

“How did the exam go?” “Don’ t ask [remind

me].” ｢試験，どうだったの｣ ｢(嫌なことを)聞

かないで[思い出させないで]｣

Don’t bother. (申し出などに対して)それには

及びません

Let
Let me finish. (発言の割り込みに対して)最後

まで言わせて

Let me see [think]. (思案して)ええと

Let me tell you something. 一言言わせて；い

いことを教えてあげましょう

Let’s drop the subject. その話はもうやめまし

ょう

Don’t let it get you down. そんなにがっかりし

ないでください

■ 感嘆文
what
What a disappointment! ああ，がっかりだ

What an idea! そんなこと考えるなんて(あきれ

たものだ)

What a pity [shame]! 何と残念な[かわいそう

な]ことだ

What a relief! やれやれ，ほっとした

What a surprise! これは驚いた

how
How interesting! (興味を示して)ほう，そうで

すか

How true! ごもっとも；本当にそうですね

第 2章 文型と動詞

SV
That [It] (all) depends. 時と場合によります

SVC
That’s life. 人生とはそういうものだ

That’s the spirit. そうだその意気[調子]だ

You’re the boss. わかったよ；君の言うとおり

にするよ

I’ll keep quiet. 誰にも言いませんよ

SVO
You flatter me. お世辞がお上手ですね

I know the feeling. お気持ちをお察しします

I’ll miss you. (君がいないと)さみしくなるよ

You saved my life. あなたは命の恩人です；本

当に助かったよ

SVOO
Do me a favor! (依頼して)お願いだから

Give me a break! いい加減にしてよ；勘弁してよ

Give me a chance. 私にやらせてみてください

I’ll give it a thought. (回答を保留して)考えて

みます

SVOC
Let’s leave it open. (議論を保留して)そのこと

はまだ結論を出さずにおきましょう

Don’t make me say it again! (物わかりの悪い

相手に)同じことを言わせないでよ

第 3章 時制

現在形
Now I remember. そうだ，やっと思い出した

The name rings a bell. その名前には心当たり

がある

That settles it. それで決まりだ
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会話のためのプレハブ表現
・斜体はほかの語句と置きか

え可能であることを示す。


