Useful Phrases for English Presentations
◼

Greeting and welcoming your audience：開始の言葉

Thank you very much for taking the time to join us here at name of event today.
本日はお忙しいなか（行事名）にお越しくださり、ありがとうございます。

I appreciate you taking the time from your schedule to be with us here today.
本日はご多忙のところお越しいただき光栄です。

◼

Introducing yourself：自己紹介

My name is
私の名前は

, and I am a 2nd year student here at institution .
です。（大学・所属組織名）の（2 年生）です。

Before I begin, I would like to tell you a little about myself. My name is
, and
th
I am a 4 -year bioengineering major here at the Nagaoka University of Technology.
本題に入る前に、少し自分自身について紹介します。私の名前は
です。
長岡技術科学大学で、（生物機能工学）を専攻している（4 年生）です。

◼

Introducing your topic：テーマの紹介

Today, I would like to talk about
今日は

.

についてお話したいと思います。

I am here today to talk to you about ________.
本日は

◼

についてお話させていただきます。

Telling your audience why you chose this topic：テーマを選択した理由

I chose this topic because
このテーマを選択したのは、

.
からです。

I have been interested in this topic for quite some time.
私は長い間、

に興味を持っていました。

I am grateful to have this opportunity to talk to you about a topic that is very
important to me.
私にとって非常に重要なテーマについてお話する機会をいただき、ありがとうございます。
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◼

Telling your audience why this issue is important：この問題がなぜ重要
なのか

For me, this topic is of utmost important because
当テーマは

.

であるため、自分にとって最も重要なのです。

This issue is of particular importance to me because

.

ので、私にとってこのテーマは特別に重要なのです。

◼

Describing the goal of presentation：プレゼンテーションの目標

My objective today is
本日の目標は

.

です。

I hope that by the end of my presentation, you will (understand/agree)
プレゼンテーションが終わるまでに、

.

を（理解して/賛成して）いただけると幸いです。

By looking at this issue together, my hope is that _______.
この問題について皆さんと一緒に考えることによって、

◼

ことが私の目標です。

Detailing the structure and outline of your presentation：
プレゼンテーションの構成と概要

My talk today is divided into 3 parts. In part one, I will look at
今日のお話は（3）部構成になっています。まず、第 1 部では

First, I will start with (why/how)
初めに、（なぜ/どのように）

. Next

.

を考察していきます。

.

なのかということから始めたいと思います。次に

。

I’ll begin by (looking at/talking about) _______.
まず

◼

（を見てみましょう。/についてお話します。）

Giving the length of your presentation：プレゼンテーションの所要時間

My talk today is divided into 3 parts and will take about 10 minutes.
今日のお話は（3）部に分かれており、全部で（10）分程度を予定しています。

◼

Explaining your question and answer policy：質疑応答について

If you have any questions, please feel free to ask at any time.
ご質問のある方はいつでもお尋ねください。

There will be time for questions and discussion at the end of my presentation.
このプレゼンテーションの最後に質疑応答やディスカッションの時間が設けてあります。
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◼

Starting an idea：考えを述べる

My (opinion) is that all of us need to take action.
私の（意見）は、私たち全員が行動を起こす必要があるということです。

◆ belief 信念
impression 印象
conviction 確信していること
In my opinion, ______. / From my point of view, ______.
私の考えでは、________

I (think) that ______.
私は________だと（思います）。

◆ feel 感じます
believe 信じています
know 知っています
guess 推測します
I am certain that______.
私は________であると確信しています。

It seems to me that______.
私には________のように思われます。

As far as I know, _______.
私が知っている限り________。

I am of mixed opinions about______.
私は______についていくつかの意見を持っています。

Let me start with a question.
質問から始めましょう。

I would like to start today with some general information about your topic .
（テーマ）に関する概説から始めたいと思います。

Before I begin, may I get a show of hands if you have heard of _______.
始める前に、

について聞いたことがある方は挙手をお願いします。
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◼

Deepening an opinion：意見を深める

To be more (precise), we need to learn about the 17 SDGs and find out what we can
do to achieve them
もっと（正確に）言えば、私たちは 17 の SDGs について学び、その解決のためにできることを見つける必
要があります。

◆ specific 特定的に
concrete 具体的に
concise 簡潔に
That is to say, ______.
つまり、_________。

In other words, ______. / To put it another way, ______.
言い換えれば、________。 / 別の言い方をすれば、________。

Moreover, ______. / Furthermore, ______. / What is more, _______.
さらに、________。

In addition, ______. / Additionally, ______.
加えて、________。

On the other hand, ______.
一方で、________。

In contrast, ______.
対照的に、________。

Likewise, ______.
同様に、________。

Nevertheless, ______.
それにもかかわらず、________。

Therefore, ______. / Consequently, ______.
したがって、________。

In short, ______.
要するに、________。
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◼

Ending a section and making a transition：次のパートに移る

I would now like to look at
さて、今度は

.

を検証していきましょう。

So far, we have looked at
今まで

. Now let’s turn to

を見てきました。次に

.

はどうでしょうか。

Now that we have some background, let’s look at ________.
背景がわかったところで、

◼

を見てみましょう。

Indicating agreement / disagreement: 賛成/反対を示す

I (completely/ partially) agree with her statement.
私は彼女の発言に（完全に/一部）同意します。

I have no objection about______.
私には________について反対はありません。

It seems plausible to me because______.
それは妥当だと思われます。なぜなら________。

I do not quite agree with______.
私は________に賛成しません。

I think otherwise.
私は違う考えです。

I take a different view.
私は異なる考えです。

◼

Summarizing：まとめる

So, let’s look at the main points once again.
では、要点についてもう一度確認してみましょう。

To sum up,
つまり、要約すると

.
ということです。

Let me briefly summarize the main points.
要点を簡単にまとめさせてください。

It can be concluded, from what has been said so far, that______.
上に述べたことから、________と結論できます。
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◼

Giving examples：例を挙げる

For an example, let’s look at
例えば、

.

を見てみましょう。

To illustrate my point,
要点を解説すると、

.
です。

To give you an example, ________.
例を挙げると、

。

Let me take up an example.
一つ例を挙げさせてください。

◼

Stating facts and obvious things: 事実や明らかなことを述べる

It is clear that we face a lot of environmental problems.
私たちが多くの環境問題に直面していることは明らかです。

The fact is that______.
事実は________です。

There is no doubt that______.
________は疑いの余地がありません。

It is certain that______.
________は確かです。

This proves that______.
このことは________を証明するものです。

◼

Providing a list or sequence：リストや順序を挙げる

There are 3 points to consider. The first is
Finally,
.
考えるべき点は（3）点あります。1 点目に

One way to look at this is
こちらは

、2 点目に

. Another way is

という見方です。一方で

. The second is
、そして最後に

.
です。

.

という解釈もあります。
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◼

Providing more detail：さらに詳細を挙げる

Let’s look at this a little (closer/deeper).
さらに（詳しく/深く）掘り下げていきましょう。

Let’s unpack this idea a little further.
この考えをもう少し段階的に整理して考えてみましょう。

◼

Linking your ideas：考えを結びつける

As you may recall from the beginning of my presentation.
このプレゼンテーションの冒頭を振り返ると、

As I mentioned earlier,

.

。

.

先ほど述べましたように、

。

There is a correlation between ________ and ________.
と

◼

の間には相関関係があります。

Referencing details and sources：詳細や出典を参照する

Based on the findings of

,

の調査に基づき、

The data indicates

.

このデータが示すところによると、

According to
によると、

.

。

,

。

.
。

As Dr. Smith mentions, ______.
スミス博士が述べているように、________。
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◼

Introducing graphs：グラフの導入

Let’s look at this graph.
このグラフをご覧ください。

Let’s look at this chart to better understand the issue.
この図表をご覧いただき、問題に対する理解を深めましょう。

This chart can help illustrate my point.
この図表は要点を解説するのに役立ちます。

◼

Paraphrasing ideas：他の言葉で言い換える

What I mean is

.

私が言いたいのは、

。

In other words,
言い換えれば、

◼

.
。

Coming to a conclusion：結論を出す

I would like to end with a quick summary of the main points, and a suggestion for
our future.
本日の要点のまとめと今後どうするべきかを提案し、終わりたいと思います。

I would like to end today by emphasizing the reoccurring message throughout my
presentation.
本日のプレゼンテーション中、何度も出てきたメッセージを強調しつつ、終わりにしたいと思います。

◼

Closing your presentation：プレゼンテーションを締める

Finally, I would like to suggest that
最後に、

.

ということを提案します。

And in closing, I would like to (ask/suggest/propose)
皆さんに

.

を（お尋ね/提案を）して、締めくくりといたします。

With this in mind, my hope is that ________.
このことを念頭に置いて、私の希望は

。
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◼

Taking questions：質問を受け付ける

If anyone has any questions or comments, I would love to hear from you.
何か質問や感想がありましたら、ぜひお聞かせください。

I’m happy to answer any questions you may have.
ご質問に喜んでお答えします。

Are there any further questions?
他に質問はありますか？

◼

How to answer when you don’t know：質問に対する回答が難しい場合

That is a great question, and in fact, I have the same question.
とてもいい質問ですね。実は、私も同じことを疑問に思っているのです。

I am not exactly sure, but I will look into it and may I get back to you later?
私もはっきりわかりません。調べて、後ほど改めてご連絡を差し上げてもいいですか？

That is a fair question, and unfortunately, I don’t have the numbers in front of me.
もっともな質問ですね。残念ながら数字は把握していません。

◼

Ending：終わりの言葉

Thank you all very much for your time.
皆さま、本日はご清聴ありがとうございました。
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