
山陽特殊製鋼株式会社
内々定者様研修

2021年8月1日（日）15:00-17:00

開始時間までお待ちください
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■柔軟な発想

－「言い換え」「発想転換」によって自分の意見を伝える－

講師：岡本 順子

事務局：佐々木 恵美（CTS）



本日のタイムライン

※上記の時間は当日の状況に応じて変更になる可能性があります。予めご了承ください。

15:00-15:10 山陽特殊製鋼㈱人事・労政部 清様よりご挨拶

15:10-15:55 『英語感覚への発想転換』とは？？

15:55-16:10 ＞＞休憩＜＜

16:10-17:00 実践！柔軟な発想で『英語感覚への発想転換』



英語でどういうのかわからず、

言葉が出てこないとあきらめていませんか？



例えば、同僚とのこのような会話、

あなたなら英語でどう表現しますか？



仕事が終わり、帰ろうとする木村さんに鈴木さんが声をかけました･･･

Dialogue

木村さん： お疲れ様でした。

鈴木さん： 今晩、一杯どう？

木村さん： いや～ 今、キツくて…。

給料日まで、まだ10日もあるし…。

鈴木さん： いつもお世話になってることだし、今日はおごるよ。

木村さん： ほんとに？ じゃあ、お言葉に甘えて…。



ペアになって下のDialogueに英語で挑戦してみましょう。

木村さん： お疲れ様でした。

鈴木さん： 今晩、一杯どう？

木村さん： いや～ 今、キツくて…。

給料日まで、まだ10日もあるし…。

鈴木さん： いつもお世話になってることだし、今日はおごるよ。

木村さん： ほんとに？ じゃあ、お言葉に甘えて…。

Let’s Try



日頃よくある会話ですが、英語になると

何と言うのか、難しいですね！

でも実は・・・

「言い換え」・「発想の転換」をすることで、

あなたがすでに知っている単語を使って、

十分言いたいことを表現できるのです！



例えば…こんな風に言い換えてみると…？

「おごる」を
言い換えると？

“I’ll buy you 

a drink.”

「あなたに
飲み物を買う」 “buy you a drink”

「お世話になる」を
言い換えると？

“You’re always 

kind to me.”

「(相手が自分に)
親切」 “kind to me”

まずは日本語で言い換え！ 英語にすると・・・ つまり、



✔ 他に言い方はないか考えてみる

✔ 直訳するのではなく、この場で何を伝えたいのかを考えてみる

英語感覚への発想転換！

「わからない・・・」と思った時は、



Dialogue内のその他のキーワードも考えてみましょう。

１ 「お疲れ様でした」 → →

２ 「一杯」 → →

３ 「(金銭的に)キツい」 → →

４ 「給料日」 → →

５ 「お言葉に甘えて」 → もし相手が なら →

さようなら／また明日 Bye. / See you tomorrow.

飲み物

お金がない

（お金を）支払う日

a drink

no money

pay day

if that’s OK with youOK

Practice 1



ペアでDialogueに挑戦してみましょう。

Ａ: .

（お疲れ様でした。）

Ｂ: How about tonight?

（今晩、一杯どう？）

Ａ: Well…. now.

（いや～ 今、キツくて…。）

There are still 10 days before .

（給料日まで、まだ10日もあるし…。）

Ｂ: You are always .

（いつもお世話になってることだし、）

So, tonight.

（今晩はおごるよ。）

Ａ: Really? Well, . 

（ほんとに？ じゃあ、お言葉に甘えて…。）

Dialogue



日本語特有の表現にぴったりあてはまる英語は、なかなかありません。

そんな時、具体的な内容を伝えることで相手は理解してくれるでしょう。

ワンポイントアドバイス

例えば、「お世話になる」
→ いつもどんなことでお世話になっているのかを考える

● いつもレポートを手伝ってくれているのなら･･･
“You always help me with reports.”

● よくコーヒーをおごってくれるのなら･･･
“You often buy me a coffee.”



英語感覚への発想転換で、次の会話に挑戦！Challenge!

オフィスで…

A: あ、パソコンがまたフリーズした～！

B: そのパソコン、最近調子悪いですね。

A: 直せる？

B: いや～パソコン系は、苦手で… あ、でも鈴木さんパソコン強いよ。

A: じゃ、頼んでみるよ。



A: Oh, my PC isn’t working properly again.
/ Oh, my PC is (got) frozen again.
あ、パソコンがまたフリーズした～！

B: That PC often breaks down.
そのパソコン、最近調子悪いですね。

A: Can you repair / fix it?
直せる？

B: Well, I’m not good with computers. / I don’t like computers.
いや～パソコン系は、苦手で… 

Ah, but Mr. Suzuki is (good with computers).
/ Ah, Mr. Suzuki does (likes computers).
あ、でも鈴木さんパソコン強いよ。

A: Oh, yeah? I’ll ask him then.
じゃ、頼んでみるよ。
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8月14日（土）13:00-15:00
Jacob Veloo講師

次回レッスン

◆ Listening & Speakingチャレンジ！
1分ほどの英語の動画を、見て聞いて理解
その動画の内容について、スピーキングトレーニング or サマリー

『英語感覚への発送転換』スキルの実践です☺



See you next time !!

Day3 : 8月14日（土）13:00-15:00
Day4 : 8月29日（日）15:00-17:00


