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まえがき

　今日の国際化社会において，英語でコミュニケーション
を図ることは必要不可欠となっています．日本企業は海外
へと進出し，その一方で，海外からも多くの外国人の方々
が日本に来られて生活しています．
　このような時代の潮流に合わせ，日本における英語教育
も従来の“読み書き英語”からコミュニケーションのため
の“使える英語”へと，その重点を移してきています．
　しかし，ある程度の文法的知識や語彙力を持っていても，
簡単な中学校で学習するレベルの単語を並べた日常会話の
意味をまったく理解できないことがよくあります．とくに，
くだけた会話表現の時に，このような状況に直面すること
がよくあります．したがって，中学校で学習するレベルの
基本的な単語の組み合わせから構成されているイディオム
やイディオム的なフレーズの意味が理解できるかどうかが，
重要なポイントになってきます．
　このような知識を状況に応じて，積極的に活用すること
ができれば，簡潔で．英語らしい，能動的な表現力を養う
ことができるのです．本書は，このようなフレーズやイデ
ィオムを手がかりに，英会話のポイントを楽しみながら学
べるように，全体が構成されています．

　中学レベルの基本単語を連ねたイディオムや慣用的フレ
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ーズを厳選し，それらを織り込んだスキット 130 を作成し
ました．スキットは，まるでアメリカの青春ドラマに出て
くる若者たちの日常生活の 1シーンのようです．英語が苦
手な方でも，楽しんで取り組んでいただけると思います．
　これらのスキットを通して，フレーズやイディオムはも
とより，日常会話に頻出するさまざまな表現を一緒に覚え
ることができます．また，さらに豊かな英語表現力を養え
るように，とくにコラムを充実させてありますので，気軽
な読みもののつもりで，楽しみながら読んでみてください．
楽しくて，最後まで一気に読んでしまうことでしょう．

　この本の中ではアメリカ社会の中で実際にひんぱんに使
われている会話表現の中でもとくに日本人が苦手としてい
る「英会話の決まり文句」ともいえるフレーズ，慣用的イ
ディオムに焦点を定めて，TOEIC テスト，英検のような，
さまざまなリスニングテストにも出題されるABABの対
話形式の中に重要表現を挿入してみました．
　日常英会話の中の，どのような文脈で，どのようなフレ
ーズ，慣用句が使われているのかを理解することによって，
実践的な英語コミュニケーションの基礎力を伸ばすことが
できると考えたからです．
　したがって，本書の中で取り上げられている「基本英会
話フレーズ 130」をマスターすることによって，みなさん
が，実践的な英語によるコミュニケーションの力を身につ
け，英語コミュニケーション力を測定する TOEIC テスト
や英検などの資格試験においても成功をおさめられること
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を切に願ってやみません．
　最後に，本書の出版にあたり，編集の労をとっていただ
いた岩波書店ジュニア新書編集部の山本慎一氏に，心より
御礼申し上げます．

2018 年　春

小池直己

まえがき �
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カバー・本文イラスト　也寸美

本書は，岩波ジュニア新書『英会話の基本表現 100 話』
（2000 年 12 月刊）にあらたに加筆修正をしたものです．
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1 act one’s age
年相応にふるまう

Ａ：John! You hit your little brother，didn’t you?
Ｂ：Yes，I did．But Timmy called me stupid，Mom．
Ａ：John，I know how you feel．But can’t you act

your age?
Ｂ：All right，Mom．I won’t do it again．I promise．

Ａ：ジョン！　弟をぶったの？
Ｂ：うん．だってティミーがぼくのことをバカって呼
んだんだよ，ママ．

Ａ：ジョン，気持ちはわかるわ，でも年相応にふるま
えないの？

Ｂ：わかったよ，ママ．もう 2度としないよ，約束す
る．

★幼い兄弟がケンカをしたので，それをお母さんが諭
さと

して
いる場面です．なんとなく ┣act─と ┣one’s age─の間に前
置詞か何かを挿入したい気持ちになりますが，その必要は
ありません．なぜなら，この ┣act─は他動詞であり，「～
のようにふるまう」という意味だからです．したがって
┣one’s age─は目的語となります．
★付加疑問の作り方は大丈夫でしょうか？　肯定文のとき
は否定形に，否定文のときは肯定形にするのが基本です．
be 動詞（～，is/ isn’t it? など）・助動詞（～，can/can’t
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you? など）・一般動詞（～，does/doesn’t he? など）の使い
分けに気をつけて，カンマも落とさないように心がけまし
ょう．発話の際には，語尾を上げれば ┣相手の意向を確か
める─ことになり，語尾を下げれば ┣相手の賛同を期待す
る気持ち─を表します．
　また，付加疑問に対する答え方を，この例文を使って説
明すると，┣～，didn’t you?─でも ┣～，did you?─でも，
自分が実際に ┣hit─したのなら ┣Yes，I did▆─，逆に ┣hit─
しなかったのなら ┣No，I didn’t▆─となります．
★なお，┣call（人）～─は第 5文型の用法で，「（人）を～と
呼ぶ」という意味です．ただし，┣call ～ names─で「～
をののしる，～の悪口を言う」という意味になるので要注
意です．

1 ◆ act one’s age �
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2 up in the air
未決定で

Ａ：How was the meeting?
Ｂ：Nothing has been decided，not a single issue．
Ａ：What? You mean，everything is still up in the
air?

Ｂ：Right．It was just a waste of time．

Ａ：会議はどうだった？
Ｂ：何も決まらなかったよ，ただのひとつもね．
Ａ：なんですって？　つまり，すべてが宙に浮いた
（未決定の）状態ってこと？

Ｂ：その通り．時間の無駄ってやつさ．

★ ┣be up in the air─は「（交渉・相談ごとなどが）宙に浮
いた状態，未決定のままである」という意味です．この表
現には「興奮して，怒って」という意味もありますので，
一緒に覚えておきましょう．このような熟語を効率よく暗
記するにはイメージすることが大切です．たとえば，協議
事項が風船のようにプカプカと浮いていて，人びとが躍起
になってそれを手にしようとしている場面や，怒りのあま
り地に足のついていない（宙に浮いている）人を思い浮かべ
ながら覚えるのです．
★ちなみに ┣air─を用いた表現として，┣on air─は「放送
中」，┣put on airs─は「気取る」の意味です．まとめて覚
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えておくと便利です．
★ ┣not a single～─は「ただのひとつも～ない」という決
まり文句で，┣ゼロ─を強調する場合に用いられます．
★ ┣issue─は「問題，関心事，交付，発表，発行物，発行
部数」などの意味を持つ名詞です．issueを用いた表現に，
┣at issue─（問題になっている，係争中の）や，┣take issue
with ～─（［人・事項に］異議を唱える，反対する）などがあ
ります．
★ ┣You mean，～─は「つまり，君が言っている（意図し
ている）ことは～かい？」という風に，相手の言ったこと
を受けて，その意図を確かめるときなどに用います．
┣Right▆─は「その通り．」という意味で，┣You’re right▆─
や ┣That’s right▆─などの省略形と考えればよいでしょう．

2 ◆ up in the air �
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3 keep up appearances
外見をつくろう，体面を保つ

Ａ：I wish Bobby were my boyfriend．
Ｂ：I don’t know why you’re so crazy about him．
Ａ：So you’re not interested in him，huh?
Ｂ：No，I’m not．He always keeps up appearances，
even when he shouldn’t．I don’t like it．

Ａ：ボビーが私のボーイフレンドだったらなぁ．
Ｂ：あなたがなぜそんなに彼に夢中なのか，私には理
解できないわ．

Ａ：あなたは彼に興味がないのね，でしょう？
Ｂ：ええ，ないわ．彼はいつも外見をつくろっている
し，そこが気に入らないの．

★ ┣keep up appearances─と似たような表現に ┣put on
airs─（気取る）というものもありますので，セットにして
覚えておくとよいでしょう．つけ加えると，ここでの airs
は，複数形で「気取った態度」の意味があります．
★ ┣keep up appearances─を使った次のような例もあり
ます．┣He was heart‒broken，but you wouldn’t have
known it by looking at him．He was good at keeping up
appearances▆─（彼はがっかりしていたんだよ．でもちょっ
と見ただけではわからなかっただろう．彼は自分の感情を
抑える［体面を保つ］のがうまいんだ▆）
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★例文の 1行目で，主語（Bobby）は 3人称単数なのに，ど
うしてwere なのだろう？ と思った人がいるかもしれま
せん．これは仮定法のひとつで，┣現実に反する願望，実
現しそうもない願望─を表すときは ┣were─を用いますの
で，気をつけましょう．また，2行目で ┣why─につられ
て ┣why are you ～─などと疑問の形を取らないように注
意してください．なぜなら ┣why ～─という節は ┣名詞
節─と呼ばれるもので，語順は〈VS〉ではなく〈SV〉だから
です．
★ ┣huh─は ┣驚き，困惑，軽蔑，疑問，不信─などを表す
間投詞で，「なんだって？」くらいの訳になります．ただ
しアメリカ英語では，この例文のように付加疑問の代用と
して用いられることがあります．
★なお，┣be crazy about ～─（～に夢中である）や ┣be in-
terested in ～─（～に興味がある）も覚えておきたい表現で
す．

3 ◆ keep up appearances �
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4 the apple of someone’s eye
目の中に入れても痛くない

Ａ：I heard you visited Tom’s house yesterday．Did
you see his baby girl?

Ｂ：Yeah，she’s so cute．Tom kept smiling all the
time．

Ａ：I’m sure he’ll do anything for her．
Ｂ：Definitely．She is the apple of his eye．

Ａ：昨日，トムの家に行ったんですって？　彼の娘
（赤ちゃん）に会った？

Ｂ：ああ，とてもかわいらしかったよ．トムはずっと
ニコニコしっぱなしさ．

Ａ：きっとトムは，娘のためならなんでもするんでし
ょうね．

Ｂ：間違いないね．彼女はトムにとって目の中に入れ
ても痛くない存在だからね．

★欧米文化では ┣リンゴ─という果物にさまざまな意味を
持たせているようです．辞書で ┣apple─を引けば「リンゴ，
大都会，やつ，仲間」など，いろいろな意味が載っていま
す．「目の中に入れても痛くない」を表すのに，どうして
他の果物ではないのか？と問われると，答えに困ります
が，次のようなイメージで覚えるとよいでしょう．┣リン
ゴのようなほっぺをした赤ちゃんは目の中に入れても痛く
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ない．─
★ ┣Definitely▆─は「まったくその通り，確かに」という
意味で，賛同の意を表します．このような表現を覚えてお
くと ┣Yes，……▆─という通り一遍の答え方を避けること
ができ，バラエティーに富んだ会話が可能となります．ち
なみに，これを否定形にすると，┣Definitely not▆─となり
ますので，一緒に覚えておきましょう．

4 ◆ the apple of someone’s eye 	
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5 up in arms
カンカンに怒って

Ａ：What happened between you and Miki?
Ｂ：What are you talking about?
Ａ：I saw her this morning，and she was up in arms
over something．

Ｂ：What? I did nothing wrong．

Ａ：あなたとミキの間に何があったの？
Ｂ：なんのことだよ？
Ａ：今朝，彼女に会ったんだけど，何かのことでカン
カンに怒ってたわよ．

Ｂ：なんだって？　ぼくは何も悪いことはしてないよ．

★ ┣up in arms─という表現には「戦う用意をして，興奮
して，カンカンに怒って」などの意味があります．
┣arm─の複数形 ┣arms─には「武器，戦闘」などの意味が
あることに注意してください．ですから，カンカンに怒っ
た人が，武装して臨戦態勢を取っているところをイメージ
すると覚えやすいかもしれません．なお，ここでの前置詞
┣in─は臨戦態勢という「状態」を示しています．
★ ┣What are you talking about?─も覚えておきたい決ま
り文句です．自分の身に覚えのないことで責められたとき
や，相手が何のことを言ってるのか，さっぱりわからない
ときなどに用いる表現です．
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