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1. 挨拶の仕方
① はじめての挨拶
（It is ）Nice to meet you.

もっとも一般的な挨拶です。英語では「あなたに会えて素晴らしい（気分）です。」とい
ったニュアンスになりますが、日本語では「はじめまして」という意味で訳します。
（It is ）Glad to see you.
英語では、
「お会いできて嬉しいです。」といったニュアンスになりますが、日本語では「は
じめまして」という意味で訳します。
（It is ）Pleasure to meet you.
英語では、
「お会いできて幸福です。
」といったニュアンスになりますが、日本語では「は
じめまして」という意味で訳します。Pleasure を「honor（名誉、栄誉）
」に変えて（It is ）
honor to meet you.にすると「お会いできて光栄です。」という意味になります。

② 日常の挨拶
How are you?
「調子は、どうですか？」
「ご機嫌いかがですか？」というニュアンスで使われます。
カジュアルな場面でもフォーマルな場面でもどちらでも使えます。
How are you doing?
こちらも How are you と同じように、「調子は、どうですか？」「ご機嫌いかがです
か？」というニュアンスで使われます。カジュアルな場面でもフォーマルな場面でもど
ちらでも使えます。
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こちらも「調子はどうですか？」という意味で使われます。直訳すると「それは、どん
な状態ですか？」となりますが、現在の状況を確認する意味で「調子はどうですか？」
「最近状況はどうですか？」というニュアンスになっています。
What’s up
日本語に訳すと「調子はどう？」という意味になります。親しい間柄にある人とかわす
挨拶です。カジュアルな友人関係でよく使うので、あまり目上の人やはじめてあった人
には使いません。英語のニュアンスでは、「何か新しいことはあったかい？」という意
味合いで相手の調子を確かめるときに使われます。
How are you doing?
日本語に訳すと「調子はどう？」という意味になります。英語のニュアンスでは、「（状
態は）どんな感じだい？」という意味合いで調子を尋ねるときに使われています。カジ
ュアルな場面でもフォーマルな場面でも使用可能です。
How have you been?
直訳すると「今までどうしてた？」というニュアンスになりますが、日本語でいう「久
しぶりだね。
」という意味で使えます。再会を喜ぶときは、他に「Long time no see.（久
しぶりだね）
」というフレーズもあります。
What have you been up to?
直訳すると「
（最近）何かありましたか？」といったニュアンスになります。日本語で
いう「久しぶりだね。
」という意味で使えます。
How’s life?
直訳では「人生はどうですか？」という意味になりますが、日本語訳すると「調子はど
うですか？」といった意味合いで使えます。
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③ 挨拶への応え方
Couldn’t be better.

直訳すると「
（これ以上」よくならない」となりますが、日本語では「最高です。
」と訳
します。気分が最高にいい時は、こちらを使うとよいでしょう。
So far so good.
「今のところとてもいいです。
」という意味で使えます。
So so.
「まあまあ（そこそこ）だね。
」という意味で使用可能です。
Not bad.
直訳すると「悪くない」という意味になりますが、日本語だと「まあまあだ。」という
意味で使えます。
Same as always (usual).
直訳すると「いつもと同じ。
」という意味になりますが、日本語だと「相変わらずだ
よ。
（まあまあだよ。
）
」という意味合いで使えます。
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2. 感謝
① 感謝の意を示す
Thanks a million.

「a million」は、
「100 万」という意味ですが、それぐらいたくさん感謝の気持ちがあると
いう意味で「本当にありがとう」と訳せます。他にも「Thanks a bunch」
「Thanks a lot.」
などが同様の意味で使われます。
I owe you one.
「借りができる。
」という表現で、感謝の意を示すフレーズです。借りということで、将
来的に何かお返しをするつもりがあるという意思表示も同時に示せます。
You shouldn't have.
相手の行為に気を使った感謝の言葉です。「そこまでしなくてもよかったのに。でも、あ
りがとう」といった意味合いになります。ただし、使いかたには注意が必要です。
なぜなら、
「shouldn't have」は、
「すべきではなかった」という意味があるのでもし相手
がそのままの通りに受け取ると「なんでそんなことをしたの？」という意味合いにもとら
れてしまうからです。
I really appreciate your help.
appreciate は、
「正当に評価する。感謝する。
」といった意味の動詞です。
「あなたの助け
にとても感謝しています。
」という意味になります。thank よりももう少し堅い感じで感
謝の意をしめします。堅いと書きましたが、日常生活の中でもカジュアルに使うフレーズ
なので活用してみてください。
I'm much obliged to you.
はばかりながら、謝意を述べるときに使う表現です。
「obliged」は、
「恐縮する。義務付け
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」と訳します。日常会話で使
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用することはめったにないと思いますが、とても深い感謝の意を示したいときは使って
もいいかもしれません。
I am deeply indebted to you for your help.
＜indebted to + 人 + for + 物事＞というパターンです。
「indebted」は、「恩義がある」
という意味で、文章は「とても感謝しています。
」と訳せます。日常会話で使用すること
はめったにないと思いますが、とても深い感謝の意を示したいときは使ってもいいかも
しれません。

② 感謝への返答
You are welcome.
「いつでもウェルカムだよ」というニュアンスで「どういたしまして。」を表現します。

（It is ）My pleasure.
「それが私の喜びです」というニュアンスで「どういたしまして。」を表現します。
Sure, any time.
「いつでも力になるよ」というニュアンスで「どういたしまして。」を表現します。
It's the least I can do.
「私にできることは、これぐらいです。
」と少々控えめに「どういたしまして。」を表現し
ます。
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3. 興味
I couldn’t stop watching TV.

can't stop ~ing で、
「～するのをやめられない」という意味になります。それほど、熱中
した、ハマったという意味を表現するときに使います。
「やめられない止まらない、かっ
ぱえびせん」のイメージです。なので、
「テレビに熱中した。
」と訳せます。
I couldn't put it down.
Put down は、
「置く」というのが一般の訳ですが、同時に「途中でやめる」というニュア
ンスも持っています。そのため、上記の表現で「やめられなかった（＝それぐらい熱中し
た。
）
」と表現することができます。
I lost track of time.
lost track of time で、
「時間を忘れた」という意味になります。時間を忘れるほど熱中して
しまったというニュアンスで興味を示すことができます。
I couldn't tear myself away from the TV game.
「tear oneself away (from ...)」で、「人がいやいや去る」という意味になります。
上記の直訳では、
「いやいやでも、去れなかった。＝熱中した。」と訳すことができます。
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4. 失望
I lost any hope.

文字通り、希望を失った（＝失望した）ときに使える慣用フレーズです。
It really let me down.
意味：がっかりさせられた。
let 人 down で、
「がっかりさせる」という意味になります。let は、
「～させる」という使
役動なので、文章は「
（それは私を）がっかりさせる」と訳せます。I am really disappointed.
でも同様にがっかりしたという表現になります。
It didn't live up to my expectations.
live up to で「～に添う」という意味になり(someone's) expectations と合わせて「期待に
添う」という意味になります。didn’t がついているので、「期待に添わなかった」と訳す
ことができます。
期待値を表す表現としては、他にも以下のような表現があります。
⚫

meet (someone's) expectations（期待通りになる。
）

⚫

below (someone's) expectations（期待以下）

⚫

fall short of (someone's) expectations（期待以下）

⚫

above/beyond (someone's) expectations（期待以上）
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5. 謝罪
① 謝罪の言葉
I'm so sorry.

謝罪をするときに使う慣用フレーズです。
「so（とても）
」や「very（とても）
」
「really（本
当に）
」などを付けることでより深い謝罪の意を示します。
It's my fault.
自分の非を認める謝罪するときに使います。"fault"は「失敗」という意味で、文章は「私
の失敗です。
（私のせいです。
）
」と訳せます。似たような表現に「My bad」があります。
I owe you an apology.
「私はあなたに返すべき謝罪がある」というのが直訳になります。イギリスの貴族のよう
な言い回しで「謝罪しなければなりませんね。」と訳せます。少し上から目線の言い方に
なるので使いかたには気を付けましょう。
② 謝罪への返答
I forgive you.
一般的に相手を許す際に使うフレーズで、「許してあげる」と訳せます。
These things happen.
直訳すると「これらのことは起こる」という意味になり、日本語で使う「よくあることさ」
と似た意味で活用できます。
Apology accepted.
相手を許すときに使う、カジュアルな表現です。恋人や友達と軽い喧嘩をして、相手が謝

11 |

©2020 Mission Command Japan Inc.

ロゴなど

罪してきたときに「許してあげる」という意味で使えます。
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Forget it.
直訳すると「忘れろ」になりますが、謝罪に対して「過ぎ去ったことはもういいから忘れ
なさい」というニュアンスで許しの意を示します。
It is not big deal.
deal は、
「取引」という意味があります。ここでは、
「大きな取引」という表現を「大した
事」というニュアンスで用いています。
「大したことじゃないから気にするなよ」という
意味で、謝罪への返答に使えます。
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6. 紹介
Haven't we met before?

「以前お会いしたことはありますか？」という直訳ですが、日本語では「はじめてお目
にかかるのでお間違いないですか」というニュアンスに訳すことができます。以前に会
っている可能性があるかもと思ったら使ってみるといいでしょう。また、バーなどで女
性に声をかけるときに用いる古いナンパ文句としても有名です。
Let me introduce myself.
「自己紹介をさせてください。
」と自己紹介の出だしで使える慣用フレーズです。
Have you two been introduced already？
初対面の人通しを紹介するとき、「すでにお二人とも自己紹介は済んでいますか？」と
仲介役の人間が使えるフレーズです。
My father referred me to Mr. Jack.
「主語+refer+人①+to+人②（または物）」で「主語が人①に人②を紹介した」という意
味になります。これは、ビジネスでもよくつかう頻出表現ですので覚えておきましょ
う。
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7. 情報・知識
I don't suppose you know ～.

「御存じではありませんよね？」と控えめに尋ねる表現です。特に相手が"No"と答える
可能性が高いときに使います。
I have no clue.
clue は、
「ヒント、手がかり」という意味あいで使われます。
「手がかりがない（＝分か
らない）
」と表すことができます。同じ意味の表現で「I have no idea（分からない）」が
あります。
Do you happen to know～.
控えめに、相手に尋ねる表現です。happen to know で、「知ってしまった」という意味
になるので、直訳すると「知ってしまっていましたか？」という意味で、自然な訳で
「ひょっとして～を御存じですか？」となります。
Beats me.
It beats me で、分からないという意味になります。
「beat」は、たたくという意味です。
「たたいても何も出ない（＝何も分からない）」というイメージで覚えるとよいでしょ
う。
「さっぱり、分からない。
」という意味です。
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8. 励まし
Keep it up.

直訳すると「そのまま上がれ」という意味になります。ニュアンス的には、
「その調子で
頑張れ」という意味になりますので、すでに努力している人に使える励ましの言葉です。
keep your chin up
直訳すると「顎を上げろ」という意味になります。
「顔を上げて元気出せよ」というニュ
アンスで使える励ましの言葉です
Everything is going to be alight.
「きっとうまくいくさ。
」というニュアンスの励ましの言葉です。
「本当に？」と聞かれた
ら I'm sure about this！で「絶対に大丈夫」と言ってあげましょう。
You can do it!
直訳の通り、
「あなたならできる（だから、頑張って）」というニュアンスで励ましの言葉
を表しています。相手が目標を成し遂げられたら you did it！で「やったね！」という言
葉もかけてあげましょう。
Hang it there.
Hang は、
「引っかかる」という意味です。
「持ちこたえろ！頑張れ！」というニュアンス
の励ましの言葉です。
you're on the right track.
on the right track で、
「正しい方向に進んでいる」意味になります。正しい方向に行って
いるから、そのまま頑張って」というニュアンスで励ましの意を表現しています。
Do your best.
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落ち込んでいる人やこれから挑戦する人にかける「ベストを尽くせ」という激励の言葉の
あなたの名前 or あなたのブログ名
定番フレーズです。
Look at bright side.
bright side で明るい側面という意味になります。なので、明るいほうを見ようぜ（＝悲観
的な側面は見るな）というニュアンスで励ましの意を表現しています。文章は「悲観する
な」と訳せます。
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9. 恋愛
I fell in love with you at first sight．

「fell in love」は、恋に落ちたという意味で「at first sight」は、「初めて見た時」という
意味になります。始めてみたときに恋に落ちてしまった（＝一目ぼれした）という表現に
なります。
You are the world to me.
the world to me は、直訳すると「私に対しての世界」という意味になりますが、それを
「すべて」と訳します。相手が自分の世界である（＝すべてである）というニュアンスで
「あなたは私の全てです。
」と愛を表現します。
You swept me off my feet.
sweep off で、
「掃除する、掃く、一掃する」という意味になります。直訳すると、「あな
たは私の足を掃いた」という意味になりますが、これえ「足元をすくわれてしまった（＝
それぐらい心奪われた）
」という表現になります。
I’m under your spell.
under your spell で、あなたの魔法のもとにいる（魔法にかかった）という表現になりま
す。それぐらいうっとりと目を奪われてしまったということですね。
「魔法にかかったみ
たいだ」という意味になります。
I’m head over heels for you.
head over heels で「頭からつま先にかけて」という意味になります。つまり、全身を君に
捧ぐ（＝ぞっこん）というニュアンスで愛を伝えることができます。
「きみにぞっこんな
んだ」という表現です。
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