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5分で鍛える英会話 GYM 【トロント直送のネイティブ英語】 
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********************************************************************************* 

 

当メルマガ発行会社である QLS(Quality Life Seeker)は、 

カナダへ留学・就職・移住を計画する人のサポートの一環として、 

ネイティブが実際に使う口語表現をカナダ・トロントからお届けします。 

 

********************************************************************************* 

 

 

"that being said" 、"having said that"    

 

 

********************************************************************** 

日本の英語教育の中で教えられている分詞構文や、 

 

前置詞の後に動名詞を持ってくる用法は 

 

実際の英語では使われないもの、あるいは誤りとされているものが 

 

数多くありますが、今回はよく使われる正しい分詞構文の用法を 

 

取り上げてみたいと思います。 

 

それではいつものように例を見ながら学習していきます。  

 



 

 

（該当箇所を便宜上、大文字で示しています。） 

 

 

 

（例文１） 

 

日本で英語力を伸ばす方法についての会話を思い浮べてください。 

 

 

A: "So you studied English in Canada for four years, right?" 

 

B: "Yeah." 

 

A: "So if I want to improve my English skills,  

what would you recommend?"  

 

B: "Well, go abroad. You should live in an English speaking country  

at least for three years or so."  

 

A: "Well, that is not feasible. Is there anything else that I can do in Japan  

to improve my English? What do you think about studying English  

at any of those English language schools here?" 

 

B: "Well, I hate to say this. But trying to improve your English in Japan is  

pretty much like wasting your time and money." 

 

A: "Really?"  

 

B: "Well, THAT BEING SAID, of course, it is better than doing nothing, right?  

So I guess you should go to any of those schools. But don't expect much.  

Because I know that will not help you as much as you wish for unfortunately.  

Let's put this way, whatever you try here will not hurt. You know what I mean?"  

 

A: "Well, I guess I really have to consider going abroad, then." 

 

B: "Well, I can't say 'No' to that if you are really serious about learning English."  



 

 

 

 

A: "君はカナダで 4年間英語を勉強したんだよね。" 

 

B: "そうですけど。" 

 

A: "英語を上達させようと思ったら 

どうするのが一番効果的だと思う？"  

 

B: "海外に行くことですね。英語を話す国で 

3年くらい暮らせばある程度にはなるでしょう。"  

 

A: "それちょっとできないな。他に日本にいてできることはあるのかな。 

 例えば英語の学校に行くとか？" 

 

B: "嫌なことは言いたくないんですが、日本で英語を勉強するのは 

お金も時間ももったいないですよ。" 

 

A: "そうなんだ。"  

 

B: "とは言っても、まあ何もしないよりはいいかもしれませんね。 

それこそ英語の学校に行くとか。でも期待しすぎない方がいいですよ。 

劇的な効果は望めないと思います。日本での勉強はやらないよりは 

やった方がいいくらいに考えておいたらどうでしょう。"  

 

A: "やっぱり海外に行かなきゃ駄目なのかな。" 

 

B: "それは否定できませんね。 

真剣に英語を身につけたいなら行った方がいいですよ。"   

 （例文 2） 

 

最近付き合い始めたカップルについての会話です。 

 

 

A: "So do you think they will get married?" 

 



 

 

B: "Well, probably they will. Not that I care, though." 

 

A: "I do. Well, you see, I've had feelings for her since I was eighteen.  

I can't help but think that she is supposed to be with me, not him."  

 

B: "Look, I've known both of them for over ten years.  

They will get married all right. But the thing is I don't think that  

their marriage will last very long. In fact, my guess is that they will  

start having a fight almost immediately after they get married.  

And then, it won't take long before they separate. Well,  

HAVING SAID THAT, you know, people say, 'Never say never', right?  

But don't give up yet. Just wait and see what will happen.  

You might still have a chance." 

 

A: "I hope you're right. I wouldn't hold my breath. But I really love her." 

 

 

A: "あいつら結婚すると思う？" 

 

B: "多分するだろうな。別に俺には関係ないけど。" 

 

A: "俺には大ありだよ。18 の時からずっと好きだったんだ。 

彼女は俺と一緒になるはずだって、 

どうしても心のどこかで思っちゃうんだよな。"  

 

B: "よく聞けよ。俺はあいつら 2 人とも 10年の付き合いだからよくわかるんだけど、 

間違いなく結婚はするよ。でも長くは続かないね。 

結婚したらすぐにケンカが始まってその後別居ってとこかな。とは言ってもだ、 

どんなことでも絶対ってことはないからわからないけど。 

でもまだあきらめるなよ。もう少し様子を見たほうがいいよ。 

もしかしたらおまえにもまだチャンスがあるかもしれないし。" 

 

A: "そうだといいな。期待するつもりはないけど、俺は本当に彼女が好きなんだよ。"  

 

 

 



 

 

・・・もうおわかりですね。 

 

このように "that being said" 、"having said that" は、 

 

「そうは言ったものの」 というような意味で使われます。 

 

しっかり意味を理解した上で使ってみましょう。 
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留学から始まるカナダ移民サポート 

英語・フランス語の 2 ヶ国語を勉強しながら、国際的に通用するスキルを身につけてカナダ永住権もゲット。 

憧れの海外留学、海外移住は今ケベック州モントリオールで実現します。 

QLS Education が充実したサポートを提供しています。 

www.qlseducation.com 

https://twitter.com/QLSeducation 

https://www.facebook.com/qlseeker 

http://ameblo.jp/qlseducation/ 
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5分で鍛える英会話 GYM 【トロント直送のネイティブ英語】、 

↓復習は下記ウェブサイトの「Archive」でどうぞ（過去 10回分のみ掲載）。 

http://www.qlslanguagegym.com 

当メルマガのバックナンバーも上記ウェブサイトにてご覧いただけます。 

Copyright (c) 2018 QLSeeker Canada Inc. 

 

◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇ 

発行責任者：クオリティー・ライフ・シーカー 

発行元：QLSeeker Canada Inc. 

公式サイト：http://www.qlseeker.ca  

ご意見・ご感想：qlscontact@qlseeker.ca  

http://www.qlseducation.com/
https://twitter.com/QLSeducation
https://www.facebook.com/qlseeker
http://ameblo.jp/qlseducation/
http://www.qlseeker.ca/
mailto:qlscontact@qlseeker.ca

