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意見を述べる
意見を切り出す

自分の意見をきちんと相手に伝えなければ、そもそも議論自体
が成立しない。意見を表明したり、主張したりするために役立つ
これらの表現を、ぜひ覚えておこう。
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解 説 ネット 上 で は、こ の in my humble opinion を
IMHO という略語で表記することがある。

Let me tell you what I think.
Let me tell you what I think. We need to show
more respect for the elderly.
（私はこう思います。お年寄りには、もっと敬意を示す必要が
あります）

I have something to say...
I have something to say about this project. It
seems to me that the current plan would go well
over budget.
（このプロジェクトに関して意見があります。現在の計画では
予算オーバーになってしまいそうです）

率直な意見を述べる

Frankly,...
Frankly, I don’t see how we’ll be able to finish
this project by the original deadline.
（率直に言って、当初設定した締め切りまでに、このプロジェ
クトを終わらせられる見当がつきません）

In my candid opinion,...
In my candid opinion, Sammy has been wasting
a lot of company money on his out-of-town
business trips.

私見を述べる

personally
I personally feel that Tommy would make a great
father if he ever decided to have kids.
（個人的には、子どもをつくる気になれば、トミーは素晴らし
い父親になると思います）

I for one...
I for one think we should hold the party at that
new Okinawan bar that opened across the street.
（私としては、今回のパーティーは通りの向こうに新しくでき
た沖縄バーでやるべきだと思います）
解 説 「私としては」
「少なくとも私は」というニュアンス。

I don’t know if anyone will agree with
me, but...
I don’t know if anyone will agree with me, but
I think we should introduce a flextime system.
（みんなに同意してもらえるかどうかわからないけど、フレック
スタイム制度を導入すべきだと思います）

強く主張する

（率直な意見を言わせてもらうと、サミーは出張で、会社のお
金をかなり浪費してきたと思います）
解説

candid は「率直な」。in my honest opinion もほ

ぼ同じニュアンスの表現。

no doubt
I have no doubt that she’ll be able to fit in with
her new coworkers in no time.
（私は、彼女が新しい同僚とすぐにうまくやっていけるように

控えめに意見を述べる

If you don’t mind my saying so,...
If you don’t mind my saying so, I think you should
postpone those negotiations for a month or so.
（言わせていただけば、その交渉は1カ月かそこら延期すべき
だと思います）

In my humble opinion,...
In my humble opinion, people should strive to treat
others the way they themselves want to be treated.
（これは私の拙ない意見ですが、自分がそうしてほしいように

なると確信しています）

There’s no doubt（that）... や、No doubt... とい
うパターンでも OK。
解説

I want to reiterate that...
I want to reiterate that this is the perfect time to
invest in real estate in that area.
（もう一度言いますが、今回が、その地域の不動産に投資する
絶好のタイミングです）
解説

詞。

reiterate は「〜を繰り返し言う」という意味の動

相手に接するよう努めるべきだと思います）
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2

賛成する
同意する

相手の提案に賛同を示す場合の表現を見ておこう。賛同にもい
ろいろなパターンがあるので、適切な表現を自然な形で効率よく
使い分けるようにしたい。
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I agree with you.
I agree with you. We should have a free coffeeand-tea counter that all employees can use.
（同感です。全社員が利用できる、無料のコーヒーとお茶のカ
ウンターを設置すべきです）

I’m for...
I’m for the right of free speech so long as it doesn’t
infringe on the rights and freedoms of others.
（他者の権利や自由を侵さないかぎり、言論の自由を支持します）
解説

for は「〜に賛成して」。反意語は against（〜に反

（地球温暖化を食い止めるために前より取り組んでいるのは
確かですが、だからといって、その問題が解決されたわけでは
ありません）

I agree in principle. However,...
I agree in principle. However, I don’t see why we
need to create a whole new department to deal
with this when we could just outsource the work.
（基本的には私も同意見です。しかし、その仕事を外注すれば
済む話なのに、どうしてわざわざ新しい部署をゼロから立ち
上げる必要があるのか、理解できません）
解説

味。

対して）。I’m all for... なら「〜に全面的に賛成」となる。

条件付きで賛成する

I’m with you.
I’m with you on that. We need to start thinking
outside the box if we really want to increase our
profits.
（私も同じ意見です。収益を本当に向上させたければ、既存の
枠組みにとらわれずに考えるようにしなければなりません）
解 説 賛成や同感の気持ちを強く示す、フレンドリーな表

現。

全面的に賛成する

I fully agree.
I fully agree with you. No one person should be
allowed to govern the lives of millions of people.
（まったく同感です。何百万もの人々の生活が、たった1 人の
人間によって左右されることなど、あってはならないのです）

「基本的には、おおむね」という意
in principle は、

If you’ll..., I’ll 〜
If you’ll promise me that you won’t damage it, I’ll
lend you my car for the weekend.
（壊さないって約束してくれるなら、週末、車を貸してあげるよ）
解説

If you’ll..., I’m prepared to 〜と言うこともできる。

I’ll agree..., provided（that）〜
I’ll agree to the terms of the revised contract
provided that you grant us the right to use your
mascot.
（御社のキャラクターを使う権利を弊社に認めていただける
なら、改訂した契約書の条件に同意します）
解説

provided that は、if や on（the）condition that な

どとも置き換え可能。

コラム

I couldn’t agree more.
I couldn’t agree with you more.
（全面的にあなたに賛成です）
解 説 これ以上賛成することができない、すなわち、
「大

賛成」を表している。

相手の話が理解できなかったときに使う表現
議論の場では、
「わかったつもり」のままで話を進めるのはご
法度。わからないときは、必ず相手に確認するようにしよう。

わからない単語や表現があるときに
I’m sorry, but I don’t know what...means.

（すみませんが…の意味がわかりません）

部分的に賛成する

It’s true that..., but 〜
It’s true that we’re doing more to stop global
warming, but that doesn’t mean the issue has
been solved.
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I’m sorry, but I’m not familiar with...

（すみませんが…はよく知らないのですが）

聞き取れなかったときに
I’m sorry—what did you say?
（すみません。何とおっしゃいましたか）

I’m sorry—would you mind repeating that?
（すみません。もう一度言ってもらってもいいですか）
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