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大きな国際会議と言わなくとも、海外顧客との商談、打合せなどで英語プリゼンテーシ
ョンをする時がある。いくら小さな発表といえ、内容・ストーリ展開を十分に推敲し事前
準備しておくことをサボると、いざ、発表となった時、最初の『切り出し語』や論旨の流
れの『つなぎ語』が自然に出てこないため調子をはずしてしまい、結果、シドロモドロに
なることがある。
本資料は、英語プリゼンテーション（広くビジネス・コレスポンデンスの作成も含めて）
で、発表のスムーズな導入や、論旨を展開していくときに“潤滑剤”としての働きをもつ
『切り出し語』、
『つなぎ語』、
『間合い語』のキーワードをリスト・アップしたものである。
本資料は、筆者の個人的経験や知識をまとめたものである。みなさんにおかれては、そ
れぞれご自分のスピーチスタイル、また、言い慣れた口調でのフレーズをお持ちでしよう
が、本資料が、のヒントや参考になれば幸いである。
（補足：本資料は、プリゼンテーション時の、
「切り出し語」、
「つなぎ語」、
「間合い語」
に絞ってリストしたものであり、フルセンテンスでの表現、スタイルについては、「会議
英語」等の書籍も出版されているのでそれらを参考にされたい。）
----------------------------------------
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１．論旨の提示（切出し）
1.1 論旨の切出し、および、具体的論点ポイントの提示
（１）論旨の切出し
プリゼンテーションは最初の切出しでスムーズに入ることが肝要。まずは、挨拶
と自己紹介から入る。
Good morning ladies and gentlemen(distinguished representatives of XXX), my
name is XXX from/representing YYY ….
The subject of my presentation, today, is ….
To begin with/To start with, ...
In the first place, ...
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First, ...
Firstly, ...
The outline/summary/gist of … is (that) ….

（２）具体的論点の提示
個々の具体的なポイントを明示し、具体的に論及していく場合に、実場面では、何
回が論点ポイントに言及することがある。このとき、about, on などの同じ語の単
純な繰り返しはなるべ避け、分詞構文、前置詞句型を取り混ぜるのが好ましい。
Today, I'll focus(touch) on the notion/topic/problem/features of ….
About …
On …,
As for(to) … ,
Regarding/Concerning ….
With(In) regard to … ,
In point of …
On the subject of …
In connection with … ,
In relation to ...,
Referring to … ,
Mentioning … ,
Focusing(Centering) on …,

1.2 前段の論旨を受け（配意し）、さらにコメント等の付言、発展、敷衍をするとき
Thus …
To that effect, …
Furthermore/ Moreover, …
What is more, …
Besides, ….
In addition to …,
On top of it(that), ….
Also, …
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When it comes to …..,
To the extent that ... ,
Taking ～ into account(consideration), …
Bearing(keeping) ～ in mind, …
In view(light) of …
In the light of …
From this(that) point of view, …
From the viewpoint of …,
Likewise, …
In the same way, ...

1.3 前段の論旨、論点を挙げたその理由、根拠、由縁等を述べるとき
Because … ,
(Partly/Mainly /Just/Precisely/Simply) because ….
Since … ,
Due to /Owing to …
Thanks to …,
Because of …
That’s why ….
Based on(upon) ... ,
Judging from(by) … ,
On the ground that ...,
(Inasmuch as)

1.4 前段論旨の焦点の強め、前段論旨の肯定化
To say nothing of …,
In
In
To
To
As

this connection, …
this(that) context, …
the effect that….
this(that) effect, …
such, …
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In this(that) sense(meaning), …
On balance, …
Obviously, …
Evidently, …
Certainly, …
Inevitably, …
Undoubtedly, …
Precisely because …
The problem(case, matter) in point is ….
What I(we) want to stress/emphasize here, ….
It is quite natural(acceptable, agreeable, feasible, clear, …) , so that
…

1.5

仮定、前提条件をつけて論旨を張るとき
On condition that … ,
On the assumption that … ,
Assuming that … ,
Supposing (that) …,
So long as ... ,
On the ground that ... ,
Subject to (these/certain) conditions, …
Conceivably
Supposedly

2. 次段への論旨の展開
日本語発表でも同じ、「起、承、転、結」の「承」なり「転」に円滑に入っていくため
には、聞き手の目を見てその理解度を推し量る必要あり。くどい前段の繰り返しはさけ、
メリハリをつけて先に進むようにする。
2.1

前段の論旨を切換え、転換し次段へ導入
Moving on to the next point, …
I’d like to turn to ….
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By the way/(Incidentally), …
Anyway, …
While …
Meanwhile, …
As yet (so far) …

2.2

前段（前述）論旨の同意の上で次の論旨に繋ぐとき
As you (might) see(catch/understand/agree with)…,
As a matter of fact (principle, practice, course), …
As is generally known (recognized, approved), …
Not to mention …. ,
Not to mention the fact that … ,
Not to speak of … ,
Taking ～

2.3

for granted,

前述論旨の範囲限定で次の論旨を張るとき
As far as …, (then) …
So far as … is concerned, …
On condition that …,
Based on/upon ….
Subject to ～ conditions(limitations),
When it comes to …, I think ,,,

2.4

前段（前述）の論点と対比させ、次段へ展開
In contrast to … ,
In comparison to(with) … ,
By contrast, …
Compared to(with) …,
As against …,
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Contrary to …,
Whereas …, (then/but) ….

2.5

前段の同趣旨の言換え、逆発想法で次段展開・導入
In other words, …
That is to say, …
To put it another way, …
So to say(speak),
Let me put it like this (way)
It can be put in this way,
The other way around, I can say….
On the one hand…., (but).on the other hand…..
Conversely, …
On the contrary, …
(and) vice versa

2.6

前段の論点をしばらく棚上げ（後回し、一時中断）し、次段へ展開
Putting … aside for a while (for the time being),
Putting ～ on one side for a while,
Leaving … for later consideration,
I(we) will refer to(touch on) ～ later,
Let me(us) put ～ on the backburner for the moment,
Aside from … ,
Apart from … ,

2.7

前段論旨・論点の否定型で次の論旨を繋ぐとき
However, ...
Nonetheless, …
Nevertheless, …
Notwithstanding, …
No matter how …,(then) …
Although …. ,
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In spite of …,
And yet
Whereas …,
On the other hand, …
Otherwise, …
Rather, …
Rather than …
Regardless of …
Irrespective of …
On the contrary,
Contrary to … ,

3. 論旨の要約、結論部への導入
結論導入で大事なことは、自分の発表内容に「自信」を持っている態度（ジェスチャー
も含め）で聞き手を引っ張り込むようにする。
3.1

論旨の要約
Let me summarise,
In short,
In brief,
In a word,
In essence,
In a nutshell,
In consequence
In consequence of …,
Simply put,.
To sum up,
As summarized here(above),
All in all, (it could be summarized(approved, accepted))
As a whole,
In general,
It leads to ….
Generally speaking,
On balance,
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On reflection,
As a result,

3.2 論旨の（帰納）結論、結論部の導入
From the research/evidence, we conclude ….
Therefore, ….
Consequently, …
In consequence, ….
Accordingly, ….
Eventually, ….
Thus, ….
So that. …
As a result, ….
In conclusion, ….
In closing, ….
In the end, ….
Finally, ….
Lastly, ….
The bottom line is that ….
The long and (the) short of it is that ….
It boils down to ….

4. その他の修辞
4.1 例示、箇条事項の言い出し
For example,
For instance,
Come to think of …,
As follows,
As itemized below,
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The points/gists are as follows.
Among others, …
So to speak, …
What is called (What we(they) call) …
So called …,

4.2 前述ポイントの再言、確認の念押し
As (above) mentioned(indicated) (here),
As mentioned(stated, listed, indicated, illustrated …) before
As you can find,
As you can guess from what you see,

4.3 論旨の念押し、同意をもとめる
Does it make sense?
Right?
Do you agree?

5. その他
プリゼンテーションで意外に効用のあるテクニックとして、あらかじめユーモアや小話
を用意しておき、ＴＰＯをみてそれらを軽くはさみ込む。また自分の失敗談を簡単に披瀝
するのも聞き手の注意をひきつけることになる。
5.1

間合い語、つぶやき語
let me see (ええっと、そうねぇ)
let's see (ええっと)
let me think えーっと、ちょっと待ってください◆【直訳】考えさせてください
well〔話のつなぎ〕そうですねー
Then （それでは、（前述をうけて）だから、したがって）
Um （【間投】考え込んで》えーと、うーん、《関心を示して》ほー
um-hum （【間投】ウン◆肯定・同意・理解・興味などを表す）

5.2

質問が分からないとき、質問に答えられないとき
I’m sorry I don’t quite understand your question, could you say again
I’m sorry, I’m afraid I didn’t catch what you said, please say again
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Unfortunately, I’m not in a position to reply/answer the question
5.3

いいわけ句
To the best of my belief,
私の信じる所では、私が信じる限りでは
To the best of my memory, 記憶に間違いがないとすれば
To the best of my knowledge, 私の知っている限りでは
As far as I know,…
As far as I'm concerned(informed)
oops （しまった）(I made mistakes, missed , omitted …)

5.4

「などなど」、「テン・テン・テン」
and so on （～など、以下同様、等々◆【類】etc）
blah-blah-blah （などなど、何とかかんとか）
dot-dot-dot （テン・テン・テン・・・）

5.5 その他、状況で自在に使いこなしたい間合い語
anyway, anyhow, somewhat, somehow, thereby, whatsoever などなど

＜補足＞
確信度表現の度合
副詞使った時の、確信度の度合いは大まかに以下のようになる.
a) 50%ないしそれ以下: possibly, conceivably, perhaps, maybe.
b) 50%以上 90%ぐらいまで: likely, presumably, doubtless, probably.
c) 90% 以 上 : inevitably, necessarily, definitely, unquestionably, certainly,
undoubtedly.
『ジーニアス英和大辞典 用例プラス』 大修館書店より
=============================
I.Nishida
Richmond E.S.
http://www001.upp.so-net.ne.jp/richmond

11

