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【あいさつ�】
留�を��れる英�の��

The difference between winning and

 losing is most often not quitting.

�者と敗者の�いはたいていの場�やめないことである。

１
Catch you later.

2

5

4

3

またね

I'm off now.

Let's dig in!

Take it easy.

お先に

いただきます�

じゃあね

久しぶりだね

Long time no see!

See you laterよりも

カジュアルな�現で

�しい間柄で使います。

�いる場�からどこかへ

�発する時に「お先に失�

します」と�える�現です

�事を⽬の前にして

使う�現です。

相⼿を�り�す時に

よく使います。

この�現は

I haven't〜for a lomg timeと

同じ�味になります。



【2】

6
Come on in.

7

10

9

8

どうぞ�って下さい

Thank you for everything.

I'm off to work.

Have a good one.

お��になりました

いってきます

良い⼀⽇を

�れてごめんなさい

Sorry I'm late.

Come in と�うことも

できますがこちらの�が

ネイティブが良く使います

お��になった�へ

��を�える�現です。

offには「〜へ向かう」

「�発する」という�味が

あります。

oneを使う事でdayや

nightなど時間に��なく

使える�現です。

��してしまった時、

�かを待たせてしまった

時に使う�現です。

Great things are done by a series of small things brought together.

⼤事は�せ�められた⼩事によってなされる。

留�を��れる英�の��
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11
Good luck with everything.

12

15

14

13

元気でね

Have a nice day at work.

It was nice meeting you.

I have to go now.

仕事��って

お�いできて良かったです

もう⾏かなくちゃ

くつろいでください

Make yourself at home.

�い間�うことができなく

なる相⼿にお別れの�葉と

して使う�現です。

仕事へ向かう相⼿に��と

して使う�現です。

�めて�った�に�しては

Nice to meet youですが

別れの�はこちらを使います

その場を��する時に

使われる�現です。

�主が�問�に�して

気�いを�す�現です。

The shorter way to do many things is to do only one thing at a time.

�くのことをなす��は、⼀度にひとつのことだけすることだ。

留�を��れる英�の��
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16
I'm gonna take off now.

17

20

19

18

もう⾏くね

I'm sorry to hear that.

Nice to see you again.

See you next time.

お気の�に

また�えて�しいよ

また�度ね�

気をつけてね

Take care.

�の場�からどこかへ�る

時に使う�現です。

ここでのsoryは��の�味

ではなく相⼿の⼤�な状況

に同情する�現です。

こちらは久しぶりに再び�っ

た知り�いや友�に�して

使います。

��に�う�に�して

使う別れの��です。

友�とのメールやしばらく

�えない�に向けての��

の��で使われます。

Don’t count the days. Make the days count.

1⽇1⽇を�駄に消�せず、�⽇を価�あるものにせよ。

留�を��れる英�の��
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21
Talk to you later.

22

25

24

23

�でね

Sorry for bothering you.

Sorry to keep you waiting.

You look good.

気を使わせてすみません

待たせてごめん

元気そうだね

しばらくぶりだね

It’s been a long time.

ひとまず�は�わりにして

「また�で�そう」という

�現です

⾃�に�して�配や気�い

をしてくれた相⼿へ��を

�す�現です。

カジュアルな�現で友�を

待たせてしまった場�に

使う�現です。

他にも「かっこいいね」

「��だね」という�味が

あります。

⽬の前に相⼿がいない時は

この�現を使います。

Action is the foundational key to all success.

⾏動がすべての成功への基�的な�である。

留�を��れる英�の��
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26
Let's keep in touch.

27

30

29

28

��を�り�いましょう

It’s an honor to meet you.

Sorry to keep you waiting.

I don't think we've met.

お�いできて�栄です

待たせてごめん

�めましてですよね�

お�やみ申し上げます

I’m sorry for your loss.

どこか�くへ離れる友�や

知り�ったばかりの�など

に使う�現です。

⾃�に�して�配や気�い

をしてくれた相⼿へ��を

�す�現です。

「〜できて�栄です」には

I'm honored to も使えます。

まだ��したことがない

�へ�しかける時に

使われます。

相⼿の�内や知�が�くな

ったことを�いてお�やみ

を�える�現です。

If you do the work you get rewarded. There are no shortcuts in life.

仕事をするからこそ�われるんだ。�⽣にショートカットなどない。

留�を��れる英�の��
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31
Hope you have great year.

32

35

34

33

いい年だといいね

Be a good boy.

I will miss you guys.

Rise and shine!

いい�にしててね

�しくなるよ

早く�きなさい�

��どう�

How've you been？

年�けに使われる�現です

主�のIを省略しても

問題ありません。

⼤�が�供やペットに

�して使う�現です。

友�との別れの場⾯で

よく使われます。

 

よく�が�供に�して

「�きなさい」と使う

�現になります。

��の状況を�くときは

この�現を使います

There is no substitute for hard work.

�え間ない�⼒に代わるものはない。

留�を��れる英�の��
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36
How's it going？

37

40

39

38

��はどう�

What's up？

How are you doing？

How was your day？

元気�

元気にしてる�

�⽇1⽇どうだった�

��どう�

How've you been？

仕事や⽣活はうまく

いってるか�況を尋ねる

�現です。

�しい友�の間で使う�現

です。それに�する�事は

Nothing muchが使われます

よりカジュアルにareを省略

したりすることも可�です。

 

仕事や��から�ってきた

相⼿にかける��として

使われます。

��の状況を�くときは

この�現を使います

Even though we face the difficulties of today and tomorrow,

 I still have a dream.

我々には、これからも�⽇��が待ち受けている。

それでも�には�がある。

留�を��れる英�の��
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41
How were your holidays？

42

45

44

43

休暇はどうでしたか�

What's new？

Same as usual.

I’ve been better.

�わりはない�

相�わらずだよ

��は��よくない

ずっと�しくしている

I've been keeping busy.

英��ではクリスマスと

�年の休みがあるので

hokidaysは��形です。

�況を�く�現なので

⾃�の�況を�えます。

相⼿に��を�かれた時

などに�える�現です。

前の状�と�べ�はあまり

順�ではないという時に

使う�現です。

こちらを�問の形でする時

はHave youを�くことも

可�です。

As long as you're going to be thinking anyway, think big.

どうせ何かを�えるなら、⼤きなことを�えるんだ。

留�を��れる英�の��
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46
Hope to see you soon.

47

48

�いうちに�えるといいな

I couldn't be better.

See you around .

��だよ

また�うかもね

都�が�えば�えるといい

なというような�味で

使います。

��すると、これ�上は

良くならない、つまり�が

��の状�という�味です

いつ�えるか��ではないが

�う可�性が�い時に

使います。

Often you have to rely on intuition.

「しばしば、��が頼りの�になる。」

留�を��れる英�の��
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1
After you

2

5

4

3

お先にどうぞ

Be my guest.

It’s five-minute walk.

Help yourself.

�慮なくどうぞ

�いて5�

�当に�って

そんな�じかな

That's about it I guess.

Go aheadより丁寧で

�⼠的な�現です。

相⼿からの頼みに�して

快く�き受け、�諾する時

に使います。

five-minuteは形��なので

minuteの前の��が��で

あってもsをつけません。

「ご⾃由にどうぞ」と�慮

している相⼿に何かを

�める�現です。

���した事は��では

ないが�を�めくくる時に

使う�現です。

Be quick, but don't hurry.

「��であれ、しかし�ててはならない」

留�を��れる英�の��
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6
Let's get to know 

7

10

9

8

仲良くなりましょう。

You must be 〜

It was born and raised in. 

Call me 〜

〜さんですよね�

⽣まれも�ちも〜です。

〜と呼んでください

彼は�の友�です。

He's friend of mine.

仲良くしてねという�味で

Let's be friendとはあまり

�いません。

must be〜で

〜に�いないと�い��を

�します。

⾃⼰��の時によく使われる

�現です。

��⾯の��や⾃⼰��で

⾃�をこう呼んでほしいと

�える�現です。

He is mu friendよりも

こちらの�が⾃�の

�現になります。

When it is dark enough, you can see the stars.

「どんなに�くても、星は�いている。」

留�を��れる英�の��
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11
I grew up in 〜.

12

15

14

13

〜で�ちました

What a coincidence!

That’'s impressive.

That's amazing!

偶�だね‼

さすが�

�い�

はじめまして

How do you do？

⾃⼰��でよく使われる

�現です。

�くような偶�な事が

あったら使う�現です。

�い��を�える�、

�動した時に使う�現です。

相⼿の⾏動に�する�きや

�動を�しています。

Nice to meet youでも可

丁寧な��をする�現です

Never let your memories be greater than your dreams.

「��よりも⼤きな�を持とう。」

留�を��れる英�の��
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16
How did you know that？

17

20

19

18

何で�かったの�

How do you spell that？

Is this your first time？

What do you do？

偶�だね‼

�めてですか�

お仕事は何ですか�

〜へはどういった理由で

What's brings you to〜

Whyを使いがちですが、

Howの�が⾃�な�味�い

になります。

Spellは動�で�をつづると

いう�味になるので覚えて

おきましょう。

ある⾏動が�めてという場�

�ろに動��を�きます。

��⾯の相⼿との��で

よく使う�現です。

��だと何があなたを〜に

�んできたのですかと

いう�味になります。

A problem is a chance for you to do your best.

「��とは、ベストを尽くせるチャンスなのだ。」

留�を��れる英�の��



【5】

 

21
Do you have any siblings

22

25

24

23

兄�はいますか�

Where in Naha？

Are you related？

ｗhat's your sign？

那覇のどこ�

2�は��ですか�

何�ですか�

その�前は�

What's the name？

Siblingsは、きょうだいと

いう�味で男女の別なく

使える�現です。

〜のどこと�しく場�を

尋ねる時に使われます。

こちらは�だけでなく

物に�しても使います。

星�はsign of zodiacや

star signとも�います。

��だと何があなたを〜に

�んできたのですかと

いう�味になります。

One of these days is none of these days.

『「いつの⽇か」は、決してやってこない』

留�を��れる英�の��



【6】

 

26
What's your blood type？

27

30

29

28

⾎�型は何ですか�

What was your major？

My Pleasure.

It depends.

専攻は何だったの�

こちらこそ

時と場�による

そんなに

Not really.

�⽶�は⾎�型を知らない

�が�いので�からないと

�われるかも......

Majorは専⾨科⽬のことで

��、動�としても

使われます。

You're welcomeと同�現に

なるので��覚えて

おきましょう。

�えが時と場�によって

�わり�に決まってないと

いう時に使います。

�事を曖昧にしたい時に

使う�現です。

Believe and act as if it were impossible to fail.

「失敗なんてありえないと�じて、やってみるんだ」

留�を��れる英�の��
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31
I see.

32

35

34

33

なるほど

It's not my cuo of tea.

Not at all.

I'm okay,thanks.

�の�みじゃない。

��

⼤丈夫、ありがとう

�わない�がいい

I’d rather not say.

疑問が�決して�得した

時に使う�現です。

あるものが⾃�の�みと

�わないという�現です。

否��の��にat allをつける

と��〜ないとなります。

I'm okay1だけでも�じます

がthanksをつけると

更に丁寧な�現になります

�いにくい事や、�いたく

ない事に�しての�事です

People do not lack strength, they lack will.

「�は�さにかけているのではない。��を�いているのだ」

留�を��れる英�の��
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36
How exciting!

37

38

ワクワクするね�

If I had to say.....

I’Ve  been told......

どちらかと�うと

って�われたことがある

How＋形��で

なんて〜なのという�現に

なります。

⾃�の�⾒がはっきり

�からない時に使います。

be+saidではなく、

be+toldが正しい�い�です。

I have a dream today.

「�⽇、�には�がある」

留�を��れる英�の��
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1
Let’s dig in!

2

5

4

3

いただきます�

I will keep you company

I can't finish it.

I'm picky about coffee.

付き�うよ

�べきれない

コーヒーにこだわりある

ランチをおごってあげるよ

I will buy you lunch.

��と知らない�が�いで

すが便利なので覚えて

おきましょう。

ここでは男女の付き�う

ではなく、同⾏するという

�味になります。

can't eatだと、その�べ物が

�きでないという�味に

なってしまうので���

aboutの�にくる��を

�えることにより、

いろんな場⾯で使えます。

�⽇、�が�うわと

いう場�はIt's on meを

使いましょう。

There is always light behind the clouds.

「�の向こうは、いつも⻘�。」

留�を��れる英�の��
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6
Let’s dig in!

7

10

9

8

いただきます�

I will keep you company.

I can't finish it.

I'm picky about coffee.

付き�うよ

�べきれない

コーヒーにこだわりある

ランチをおごってあげるよ

I will buy you lunch.

��と知らない�が�いで

すが便利なので覚えて

おきましょう。

ここでは男女の付き�う

ではなく、同⾏するという

�味になります。

can't eatだと、その�べ物が

�きでないという�味に

なってしまうので���

aboutの�にくる��を

�えることにより、

いろんな場⾯で使えます。

�⽇、�が�うわと

いう場�はIt's on meを

使いましょう。

There is always a better way.

「より良い��は、常に�在している。」

留�を��れる英�の��
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11
I will have the same.

12

15

14

13

�も同じものにします

I’m addicted to 〜.

I will go order.

Don't force yourself to. 

〜中�だよ

��してくる

�理して〜しないで

もうすぐだ

It won't be long.

レストランなど前者と

同じオーダーする時に

使う�現です。

たばこやお酒などの

やりすぎると良くない物に

使います。

go+動�で〜してくるという

�現ができます。

�理して〜しないでと

��の事に�して使います

��だと、それまで�く

かからないとなります。

He who moves not forward, goes backward.

「前�をしない�は、��をしているのだ。」

留�を��れる英�の��
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16
That's it for me.

17

20

19

18

�はこれで�わり

Nice atmosphere.

I will get the bill.

Let's go Dutch.

雰囲気いいね

�が�っておく

�り�しよう

並んでる

There is line up.

仕事や�事など�中で

�わりを⽰す�現です。

�に�してはあまり

使われません。

�が�うよと��いの�に

使う�現です。

Dutchはオランダ�という

�味で�り�が主流なこと

から使われてます。

line upは��、動�として

使う場�がありますので

��しましょう。

One today is worth two tomorrow.

「�⽇という⼀⽇は、�⽇という⽇の⼆⽇�の�打ちがある。」

留�を��れる英�の��
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21
You can get free refills.

22

25

24

23

お代わり⾃由

It must be good.

I will get the bill.

It made it from scratch.

きっと�味しいだろう

⼀�おごるよ

��から作った

まだそんなに�腹ではない

I'm not that  hungry yet.

�み�題とは�い、⾃�で

�員さんにお願いする

ニュアンスです。

理由をもとに、�し⼿の

�い��を�します。

buyにはおごるという�味も

ありクラブやバーで

使われます。

from scratchで��から

という�味になります。

ここでのthatは、そんなに

あまりという�味です。

You miss 100% of the shots you don't take.

「打たないシュートは、100％�れる。」

留�を��れる英�の��
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26
I will get it for you.

27

30

29

28

�がとってあげる

It’s past expiry date.

I'm in the mood for〜

Microwave it.

賞味期�が切れてる

〜な気�

レンジでチンして

価�がある

It's worth it.

�に物をとってあげる時や

⼩さな事をやってあげる時

に使う�現です。

賞味期�は他にも

best-before dateとも

�います。

forの�ろには�べ物の

��が�かれます。

Microwaveは動�としても

使えるので覚えて

おきましょう。

ある物や�件と��しても

等しいくらい、価�がある

というお�味です。

Today is the first day of the rest of your life.

「�⽇という⽇は、�りの�⽣の��の⽇である。」

留�を��れる英�の��
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31
We should come again.

32

35

34

33

また来よう

This place is packed

They go well together

It tastes like chiken.

ここは�でいっぱい

よく�う

チキンみたいな味がする

先に�ってくる

I will go pay firsy.

comeの前にdefinitely

「��」を�す副�を⾜す

と��されます。

レストランやお�が

いっぱいの時に

使います。

�べ物や�み物を�ぜて

�和して�味しい時に

使える�現です。

tastesを��として使うより

動�で使う�が⾃�の

�い�になります。

go＋動�の�形で

〜してくるという�味に

なります。

Dream are necessary to life.

「�⽣に�は不可�。」

留�を��れる英�の��
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36
You know a lot about〜

37

40

39

38

〜に�しいね

Easy on the dressing.

It's too much for me.

There's nothing left.

ドレッシングは�えめに

�には�すぎる

何も�っていない

ここは活気がない

This place is dead.

ある事を�より�しく

知っているという�現です

Go easy onで��物を

�えめにという�現です。

�べ物��でも仕事の量や

�動の量など�すぎる時に

使います。

〜が�るという場�は

There is 〜leftになります。

地域やレストランなど�が

いなく活気がない状�の

ことを�います。

Success is how high you bounce when you hit bottom.

「成功とは、どん�から�く跳ね上がること。」

留�を��れる英�の��
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41
Go what you want.

42

45

44

43

�きなのかって

There are some leftovers

Let’s get takeout

Save some for me!

�り物がある

持ち�りしよう

�の��しておいて

��は別々でお願いします

We'll pay separately. 

whateverを使うとより

�択�が�がる

ニュアンスになります。

leftoverは料理や�べ物の

�りを�します。

�り物としても使えます。

get takeoutはピザ�や

すき�など持ち�りが

できる�べ物で使えます。

ここでのsaveは

「�保する」「�っておく」

という�味です。

separatelyは別々にという

�味です。

If you can't, you must. If you must, you can.

「やるしかないでしょ�」

留�を��れる英�の��



【 1 0】

 

46
I got the munchies.

47

50

49

48

⼩腹が�いた

Let's get delivery.

That was delicious!

What a waste.

�前を�ろう

ごちそうさまでした�

もったいない

これ�べてみて

You gotta try this. 

munchiesはスナック菓�や

ピザのようなジャンクフード

という�味です。

deliveryは配�という�味で

�べ物の�前に�しても

使います。

英�で、ごちそうさまという

正式な�現はないので、

こちらを使いましょう。

この�現は他にも、

�駄�いという�味も

あります。

gottaはgot toの省略形で

have to の代わりに使われる

⼝�的な�現です。

Everybody has talent, but ability takes hard work.

「�もが��を持っている。でも�⼒を得るには�⼒が必�だ」

留�を��れる英�の��



【 1 1】

 

51
I got the munchies.

52

55

54

53

⼩腹が�いた

Let's get delivery.

That was delicious!

What a waste.

�前を�ろう

ごちそうさまでした�

もったいない

これ�べてみて

You gotta try this. 

munchiesはスナック菓�や

ピザのようなジャンクフード

という�味です。

deliveryは配�という�味で

�べ物の�前に�しても

使います。

英�で、ごちそうさまという

正式な�現はないので、

こちらを使いましょう。

この�現は他にも、

�駄�いという�味も

あります。

gottaはgot toの省略形で

have to の代わりに使われる

⼝�的な�現です。

Energy and persistence conquer all things.

「⾏動⼒と持�⼒が�てを制する」

留�を��れる英�の��



【 1 2】

 

56
I’m getting hungry.

57

60

59

58

お腹�いてきた

It's a rip-off!

What a feast!!

It's surprisingly good.

ぼったくりだな�

すごいごちそうだ�

��に良い

お酒があるといいな

I could use a drink. 

be+getting〜で

〜になってくるという�現

になります。

ある物の価�が��と

�り�わない時に

使う�現です。

feastとは、ごちそう、

�沢な料理という�味です。

suprisinglyには「��にも」

と想�とは�った場�に

使う�現です。

gottaはgot toの省略形で

have to の代わりに使われる

⼝�的な�現です。

Adversity is the first path to truth.

「��は��への�⼀�」

留�を��れる英�の��



【 1 3】

 

61
That hit the spot.

62

65

64

63

やっぱりこれに�る

Here comes our food!

That was satisfying!!

I'm so full.

料理が来たよ�

�⾜した�

お腹いっぱい

�くにある

It's nearby. 

タイミングよく�べたい物を

�べた時に使う�⾜を�す

�現です。

Here comes〜で

「〜がやって来た」という

�現になります。

satisfyingは形��で

「�⾜のいく」事や物に

�して使われます。

I'm stuffedとも�います。

カジュアルな�現で

気軽に使えます。

nearbyの�ろには単�を

�かなくていいので

⼀�で使えます。

Genius is 1% inspiration and 99% perspiration.

「��とは、1％のひらめきと99％の�⼒である」

留�を��れる英�の��
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66
I'm satisfied.

67

70

69

68

�⾜

I'm starving!

It's crowded.

It's a little bland.

超お腹�いている�

�んでいる

ちょっと味が�い

(�が)�びている

It's soggy. 

「〜に�⾜した」という

場�はwith〜を

付け�えましょう。

starveは「�える」と

hungryよりも��された

�味になります。

�が沢�いて��している

時に使います。

blandとは「味が�い」と

いうネガティブな�味に

なります。

soggyとは�やパンが

ふやけている状�の

ことを�います。

God doesn't require us to succeed, he only requires that you try.

「��は�たちに、成功してほしいなんて思っていません。

ただ、挑戦することを�んでいるだけよ。」

留�を��れる英�の��
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71
It's overrated.

72

75

74

73

�題�価だよ

It looks fattening.

It's fatty.

It's chewy.

�りそう

脂っこい

�がある

�構お腹いっぱいになる

It's quite filling.

この�現は�や映�、

レストランなどに�して

�価する�現です。

fatteningは「�らせる」

という形��になります。

fattyはfat「脂�」の

形��で脂�の�いという

�味になります。

chewyは「�み�えのある」

という�味で�やもちを

�べた時に使います。

fillingは形��で

「�⾜を�えるという」

�味になります。

Don't sidestep suffering. You have to go through it to get

 where you're going.

「つらい�を�けないこと。

⾃�の⽬指す場�にたどりつくためには�まなければ。」

留�を��れる英�の��
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76
It's watery.

77

80

79

78

�っぽい

What do you recommend

How long is the wait？

Can I get the bill?

何がおすすめ�

待ち時間はどのくらい�

お��お願いします

もう決めた�

Have you decided yet?

スープやカレーなど��を

�む料理の味が�い時に

使います。

recommendは

「〜を�める」という動�

Waitには��で

「待ち時間」という�味が

あります。

よりカジュアルに

The bill pleaseとも

�います。

Have youを省略して

Decided yet�という

こともできます。

The more we do, the more we can do.

「もっとやれば、もっとできる。」

留�を��れる英�の��
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81
Want something to drink？

82

85

84

83

何か�む�

What's good here？

Can I have a bite？

Can I have a sip?

ここは何が�味しい�

⼀⼝ちょうだい(�べ物)

⼀⼝ちょうだい(�み物)

�どのくらい�

How much longer?

Do youが省略され、

より砕けた�い�になります

レストランなどで、何が

おいしいのかを

�く�現です。

biteは「かじる」という

�味で相⼿の�べ物を

⼀⼝�しい時に使います。

sipは「ちびちび�む」と

いう�味になります。

�やお�の�など待ってる

状況に使う�現です。

Never, never, never, never give up.

「決して�するな。決して、決して、決して�」

留�を��れる英�の��
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86
Is this seat taken？

87

90

89

88

この�使われていますか�

What are you getting？

Will that be everything？

What's for dinner?

��何にするの�

ご��は�上ですか�

晩ご�は何�

コーヒー�む��

Who wants coffee?

英�ではthis seatを主�に

して受動の形で�くのが

⾃�です。

相⼿に何を��するのか

�く�現になります。

��で使う�現です。

Is that everythingよりも

丁寧な�現です。

What's for dennerとも

�うことができます。

⽇��の「〜�しい��」

という時はWho wantsと

いう�現になります。

I'd rather have more heart than talent any day.

「��よりも常に�気をもっていたい。」

留�を��れる英�の��
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91
What are you making？

92

95

94

93

何を作っているの�

What's taking so long？

It's up to you.

Anything's okay

何に時間がかかってるの

君しだい

なんでもいいよ

ちょうどいい時に�って

Say when.

英�ではthis seatを主�に

して受動の形で�くのが

⾃�です。

take so longで

「時間がかかる」という

�味になります。

「あなたに任せる」という

�味になります。

何かを�ぶ場⾯で

「�はなんでもいいよ」と

�択�を�ねる�現です

相⼿に�み物を�ぐ時に

よく使われる�現です。

The first and best victory is to conquer self.

「⾃�に打ち�つことが、�も�⼤な�利である。」

留�を��れる英�の��



【⾞内】

 

1
I'm stuck in traffic.

2

5

4

3

�向かってる

Let's go for drive.

Follow this road.

Hang right.

ドライブしよう

この�なりに�んで

右に�って

ガソリンいれなくちゃ

I have to fill up on gas.

stuckはstickの��形で

「動けなくなる」という

�味になります。

driveはただ単に��する

�味で�しく��するは

go for driveになります。

�が�っすぐではなく、

曲がっている場�に

使われます。

��⼿に向かって指⽰する

時にHang〜を使います。

ガソリンを�れる時は

put inではなく、fill upを

使いましょう。

The only one who can beat me is me.

「ただひとり�を�せるのは、�だ。」

留�を��れる英�の��



【2】

 

6
You can't miss it.

7

10

9

8

すぐ�かる

I took wrong road.

Traffic is bad today.

I'm almost out of gas.

�を間�えた

�⽇�んでるね

ガソリンが切れる

もっとスピード�して

Steo on it.

��だと「⾒�せない」に

なりますが⾒つけやすく

「すぐ�かる」となります

wrong roadは

「間�った�」という

�味になります。

�が�んでいる時は

It's crowdedになります。

Out of で「〜を失う」

out ofを�めてouttaと

発�します。

step on itは

「アクセル踏んで」という

�味にもなります。

Nobody's gonna live for you.

「あなたの�⽣をかわりに⽣きてくれる�はいないわ。」

留�を��れる英�の��



【3】

 

11
This must be the place.

12

15

14

13

きっとここだ

Watch the road.

Pull over here.

Let him pass.

前を⾒て

脇�に�めて

�って

�回りしちゃた

It took the long way.

�している場�らしきものを

⾒つけた時にこの�現を

使います。

��⼿に向かって、

「よそ⾒しないで�」と

��する�現です。

pull overのみで��に

⾞を�めるという

�味があります。

男女��なくhimiやheを

使うので��しましょう。

long wayで「�回り」

という�味になります。

It's never too late to be who you might have been.

「なりたかった⾃�になるのに�すぎるということはない」

留�を��れる英�の��
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16
Honk him.

17

20

19

18

クラクションを鳴らして

There is dent.

Slow down please

You missed it.

ヘコんでいる

ちょっとスピード落として

⾏き�ぎだよ

�回りしちゃた

It took the long way.

⽬的�の性別が不�な場�

男女��なくhimを

使います。

dentとは「へこみ」という

�味です。

すり傷はscratchです。

Could youを付けると

より丁寧な�現になります

男女��なくhimiやheを

使うので��しましょう。

このmissは「⾒�す」と

いう�味で⽬的地を⾒�し

た時にも使われます。

During the first period of a man's life the greatest danger is 

not to take the risk.

「�⽣の�期において�⼤の��は、リスクを犯さないことにある」

留�を��れる英�の��



【5】

 

21
Please fasten seat belt.

22

25

24

23

シートベルトをしめて下さい

I'm being pressured.

Let's take highway.

That guy's leaving.

�られている

��から⾏こう

あの�が�る

��を知っている

I know shortcut.

wear seatbeltでも可�ですが

fastenの�がより、

かしこまった�現です。

��だと

「プレッシャーを�えられ

ている」となります。

⼀��路に�しても

使う事ができます。

性別が�からない場�は

guyやheが使われます。

shortcutは��という�味で

⽬的地に�時間で⾏ける

時に使います。

Continuous effort - not strength or intelligence - 

is the key to unlocking our potential.

「⼒や知性ではなく、地�な�⼒こそが�⼒を�き�つ�である。」

留�を��れる英�の��
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26
It's on the way.

27

30

29

28

�の�中だから

My car was towed.

You should signal.

My car was totaled.

⾞がレッカーされた

ウインカーを�して

⾞が�損になった

�ない�

Watch out!.

何の�の�中なのか⽰す時は

to〜を�ろにつけます。

towは⾞や�などを

「けん�きする」�味に

なります。

signalは「��を�す」と

いう�味で��の右左�に

使われます。

totaledは事故で⾞が

めちゃくちゃ�れた時に

使います。

相⼿に何か��が�る時に

��を促す�現です。

You may have to fight a battle more than once to win it.

「�つためには、⼀度ならず戦わなければならないこともある。」

留�を��れる英�の��
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31
That was close.

32

34

33

�なかった

You're so impatient.

It' closer.

It's spacious.

せっかちだね

それの�が�い

�い

イントネーションによって

「惜しかった」という

�味にもなります。

patientの�義�で

「せっかちな」と

�します。

nearerは発�しにくいので

closerをよく使います。

この�現は�間や内�が

�々としている時に

使われます。

If there were dreams to sell, what would you buy?

「もし�を売っていたら、あなたはどんな�を買いますか�」

留�を��れる英�の��
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35
How long dose it take?

36

39

38

37

どれくらいかかる�

Can you pick me up?

Can you give me ride?

What's the hold up？

�えに来れる�

�ってくれる�

なんで⽌まってるの�

何で�ぐの�

What's the hurry?

�、彼などの⽬的�を

�れる場�はtakeの�に

�れましょう。

pick〜upは「拾うや、

�えに⾏く」という

�味になります。

ここでは相⼿が⾏き先を

知っている場�に

使います。

hold upとは「⽌める、

�げる」という�味に

なります。

�って冷�さを失っている

相⼿に��する時に

使います。

Change before you have to.

「�⾰せよ。�⾰を�られる前に。」

留�を��れる英�の��



【9】

 

40
Where did we park?

41

44

43

42

⾞どこに�めた�

Nowhere in particular.

I have a rough idea.

If you say no

�にないです（場�）

なんとなく�かる

あなたが�うならそうね

あなたのせいだよ

It's your fault.

parkは「�⾞する」という

動�の�味があります。

Nowwhereの��を

�えて他にも�んな

�現が作れます。

rough ideaで

「おおまかなアイデア」に

なります。

�⾒を�えない相⼿に�して

⽪⾁に�協する�現として

使われます。

ある�来事が相⼿の責任で

�こったという�現です。

Love the life you live. Live the life you love.

「⾃�の⽣きる�⽣を愛せ。⾃�の愛する�⽣を⽣きろ。」

留�を��れる英�の��



【 1 0】

 

45
What a jerk!

46

48

47

イやな�だな�

At end of this street,

When you least expect

Depending on traffic,

�き当りを

�れた�に

�路状況による

イライラさせる男性を

�します。�々乱暴な

�現になります。

��内の時などで

よく使われる�現です。

��すると

「⼀�予期していない時に」

となります。

depending on〜で

「〜��」という�現に

なります。

49
Your drive too aggresively

君は��が�いよ

常に�い��をする�に

�して使う�現です。

It always seems impossible until it's done.

「何事も成功するまでは不可�に思えるものである」

留�を��れる英�の��



【 1 1】

 

50
I'm on my way.

51

54

53

52

�向かってる

Drop me off here.

We’re almost there.

Drive safely.

ここで下して

もうすぐ�くよ

��気をつけてね

�いたよ

We're here.

待ち�わせをしている

相⼿に�して電�やメールで

�える�現です。

�えに⾏く場�は、

pick upになるのでこちらも

覚えておきましょう。

他にも、もうすぐで⽬標を

�成するという場�にも

使われます。

��して�る間�の

相⼿に�して使う�現です

be動�には「�る」という

�味になるので覚えて

おきましょう。

Everything is practice.

「�ては��のなかにある。」

留�を��れる英�の��



【買い物】

 

1
It's not  a big deal.

2

5

4

3

⼤したことない

I will take this one.

You have good taste.

I'm just lookng around.

これにする

センスがいいね

ただ⾒てるだけ

まだ�っている

I'm still debating.

何かを�配している相⼿に

�して�める�現です。

購�を決めた�に

buyを使うよりtakeを使う

�が⾃�です。

ファッションや�ぶものに

�し相⼿を�める�現です

�に決まった買い物が

時などに使う�現です。

debateは「�論」の�味で

⾃�⾃�と�論している

�現になります。

If you want to be happy, be.

「�せになりたいのなら、なりなさい。」

留�を��れる英�の��
留�を��れる英�の��



【2】

 

6
It's good enough.

7

10

9

8

⼗�いい

I will take this one.

I’ll keep looking.

Let's get this one.

これにする

他のを�してみます

これにしよう

�句なし

I have no complaints.

何かを�配している相⼿に

�して�める�現です。

他にも形��を�えて

いろんな�現ができます。

⽇��では「他のを」と

⽬的�を�きますが英�で

は�きません。

⼀�にいる相⼿に

たくさんの�択の中から

買うものを決めた�現です

I can't complaintsとも

�き�えることができます

Without haste, but without rest.

「�がずに、だが休まずに。」

留�を��れる英�の��
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11
It's over my budget.

12

15

14

13

予算オーバーです

I have seen better.

Let's check it out.

I can't afford it.

もっといいのある

⾒てみよう

買う�地がない

��してみて

Try it on.

budgetは「予算」という

�味になります。

もっといいものがあると

�測する場�に使います。

�しいお�やレストランに

⾏く時などに使います。

「時間の��がない」と

いう場�はaffordの�に

the time toを使います。

��するものが��形の

場�、themをつけましょう

You'll never find a rainbow if you're looking down.

「下を向いていたら、虹を⾒つけることは�来ないよ。」

留�を��れる英�の��
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16
There’s no going back.

17

20

19

18

もう�れない

I got it from Uniqlo.

I would like a refund.

It's hard to choose.

ユニクロで買った

�金してほしいです

�ぶのが�しい

気が�わった

I changed my mind.

ある物の価�がそれ�良いと

いう事を�す�現です。

getはbuyという�味として

も使われます。

��い�みの�品などに

�して�金を�める

�現になります。

chooseは動�ですが、

choiceは��と�乱しやす

いので��しましょう。

⼀度決�した事や物を

�える時に使う�現です。

Indecision is often worse than wrong action.

「決�しないことは、ときとして間�った⾏動よりたちが�い。」

留�を��れる英�の��
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21
I can't tell difference.

22

25

24

23

�いが�からない

I'd like to returen.

That's all they had.

It's good for price.

�品したい

それしかなかった

��の�にいい

中古で買った

I bought it used .

tellには「⾒て�かる」と

いう�味もあります。

�品したい�品に�じ

⽬的�を�えることも

できます。

That's all S+Vで

「〜なのはそれだけ」に

なります。

for priceを�頭に

�くこともあります。

このusedは「使われた、

中古」という�味の

形��にもなります。

He who has never hoped can never despair.

「希�を�かぬものは、失�することもない。」

留�を��れる英�の��



【6】

 

26
I've narrowed it down.

27

30

29

28

�り�んだ

It was an impulse buy.

Nothing caught my eye.

I got it for free.

衝動買いしちゃった

何も気に�る物がなかった

おまけでもらった

100円⾜りない

I'm 100 yen short .

narrowedownは

「�り�む」という�味。

ここでのbuyは��ですので

��しましょう。

catch my eyeで

「⽬に留まる」という

�味になります。

for freeは「�料で」と

いう�味になります。

ここではおまけになります。

shortには「不⾜している」

という�味にもなります。

It's all about the journey, not the outcome.

「すべては��だ。�果ではない。」

留�を��れる英�の��
留�を��れる英�の��



【7】

 

31
I know good place.

32

35

34

33

いいとこを知っているよ

Let's play it safe.

They're having sale.

The price went up.

��策を�ろう

セール中

��が上がった

我�して待った�がいい

You should hold off .

placeは抽�的なので

�んな場�に�して

使うことができます。

��の�現をしたい時は

riskを使います。

お��体で�品が�く

なってる時に使われます

increaseと�うより

go upの�が⼝�的で

よく使われます。

shortには「不⾜している」

という�味にもなります。

In the middle of difficulty lies opportunity.

「��の中に、��がある。」

留�を��れる英�の��
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36
You won't regret it.

37

40

39

38

��はしない

I made right choice.

It's a hot seller.

I’ll go with the red.

正しい�択をした

ヒット�品だよ

�で⾏くよ

我�して待った�がいい

You should hold off .

�ってる相⼿に⾃�を

持ってアドバイスを

する�現です。

⾃�の理想�りの正しい

�択をした時に使う

�現になります。

こちらは�ぶように

売れる�品の事を

�す�現です。

increaseと�うより

go upの�が⼝�的で

よく使われます。

何かを�択する時に

使われる�現です。

He who can, does. He who cannot, teaches.

「できる者は�⾏する。できないものが�える。」

留�を��れる英�の��
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41
It's one floor down.

42

45

44

43

⼀つ下の�です

I made right choice.

It hasn't arrived yet.

It's 20% off.

正しい�択をした

まだ�いていない

２��き

買い物しまくった

I went on shopping spree 

one floor dowaで

「⼀�下に�りる」という

�現になります。

⾃�の理想�りの正しい

�択をした時に使う

�現になります。

頼んだものがまだ⼿元に

�いてない時に

使われます。

「〜��」という場�は

〜% offを使います。

spreeは「�かれ�ぎ」と

いう�味なので覚えて

おきましょう。

What is not started today is never finished tomorrow.

「�⽇�めなかったことは、�⽇�わることはない。」

留�を��れる英�の��



【 1 0】

 

46
I came to my senses.

47

50

49

48

正気に�った

It’s as good as new.

It hasn't arrived yet.

It's worth considering.

�品同�だ

まだ�いていない

��する価�がある

それは�がよく⾏く�

It's my go to store

sensesには「�識、正気」と

いう�味があります。

as good as〜で

「〜も同�」という

�現ができます。

頼んだものがまだ⼿元に

�いてない時に

使われます。

提�に�して⼀度、��する

だけの価�があるという

�現です。

go to A for 〜で

「Aは�った時に頼りにな

る」となります。

Luck is a matter of preparation meeting opportunity.

「��万�の�にチャンスが�れることを��と呼ぶの。」

留�を��れる英�の��



【 1 1】

 

51
You got taken for ride.

52

55

54

53

上⼿く乗せられた

Let's just walk around.

That's no brainer.

That's deal breaker.

ぶらぶらしよう

�えずに�かる

それは�せないこと

それに⽬をつけている

I have my eye on that.

上⼿い�しに乗せられて

しまった時に使う

�現です。

⽬的もなく、ぶらぶらする

時に使う�現です。

no brainerで�を使わずと

も�えは��という

�現になります。

ある��で��が�しになる

という時に使われる

�現です。

買いたいと思った

�品をマークする時に

使われます。

Every day is a new day.

「とにかく、�⽇が�しい⽇なんだ。」

留�を��れる英�の��
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56
I've only seen it there.

57

60

59

58

そこでしか⾒たことなない

It 's 200 yen off.

It's retail therapy.

I bought it at IKEA.

200円�き

買い物セラピーだよ

イケアで買った

�すぎる

It's way too expensive.

この場�のthereは「そこで」

という�味の副�なので

前��は必�ありません。

2��きは20 ％ offに

なります。

落ち�んだ気�を

�き�ばすための

買い物という�味です。

⽬的�のitが必ず必�なので

��しましょう。

wayをつけることで、

より��された�現に

なります。

To live is to think.

「⽣きることとは、�えることだ。」

留�を��れる英�の��
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61
This is the one.

62

65

64

63

これがいい

That's great deal.

I just had to get it.

That looks weird.

いい買い物したね

どうしても�しかった

�だよ

タダ同�だ!

It's a steal.

the oneとは、いろんな物が

ある中のこれという

�現になります。

dealは「��」という

�味です。

どうしても我�できず

〜してしまった時に

使われます。

�ている服や�につけている

ものが�な時に使います。

「⼤�売り」という�味と

しても使われます。

I think, therefore I am.

「我思う、ゆえに我あり」

留�を��れる英�の��
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66
They cut in line.

67

70

69

68

彼らが�り�んできた

Talk about expensive.

It's tacky.

It's pricey.

�いってまさにこのこと

�っぽい

�っ!

��が�すぎる

It's overpriced.

ちゃんと列に並ばない時に

使われる�現です。

��で⽬を�くような

物を��する�現です。

tackyは形がある物に�し

「ダサい」という�味も

あります。

priceyは「�の�る」という

�味の⼝�的な�現です。

こちらは、�品の価�に

�して��が�すぎる

�味になります。

There is nothing like a dream to create the future.

「�、これ��に�来を作り�すものはない。」

留�を��れる英�の��
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71
It's reasonable.

72

75

74

73

�当だ

It's misleading.

It's affordable.

It's so flimsy.

��させる

⼿�な��だ

とても�っぺらい

��していいですか�

Can I try on?.

resonableは⽇�では

「⼿�」、��では

「�得のいく」となります

��を⽣むような

情�などに使われます。

お得�を�じるような

価�を�す�現です。

flimsyは�が�く�れやすい

ものに�して使います。

try this onで

「これを��する」という

�味です。

The sole meaning of life is to  serve humanity.

「�⽣の�⼀の�義は、�のために⽣きることである。」

留�を��れる英�の��
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76
Can I take look at it?

77

80

79

78

⾒てみていいですか�

Do you take VISA?

How do look?.

Are you in line?.

VISAは使えますか�

どう��う�

並んでますか�

ここには何があるの�

What's over here?.

買い物で品物を⼿に�って

⾒たい時に便利な

�現です。

useを使うのではなく、

takeやacceptを使います

�しい服や�が��って

るか尋ねる�現です。

列に並んでいるかどうか

尋ねる�現です。

�めての場�などで

何があるか尋ねる�現です

Living is not breathing but doing.

「⽣きるとは呼�することではない。⾏動することだ。」

留�を��れる英�の��
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81
Do you have in stock?

82

85

84

83

在�はありますか�

See anything you like?

Can I get it wrapped?

What did you get her?

気に�った物ある�

ギフト⽤に�めますか

彼女に何を買ったの�

裏�件は何�

What's the catch?

こちらは買い物でよく

使われる�現です。

カジュアルな��では

よくDo youを省略します

購�した物をギフト⽤に

�んで�しい時に

使います。

getは⼿に�れて�える

ニュアンスになります。

�件が良すぎる物に�して

�く�現です。

Hope is a waking dream.

「希�とは、⽬覚めていて�く�をいう。」

留�を��れる英�の��
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86
Can I wear this out?

87

90

89

88

�で�って�ていい�

Let me think about it.

You're very helpful?

It's crap?

�し�えさせて下さい

とても助かりました。

ゴミだ�

料金に�しては

It terms of price.

買った服をそのまま�て

�りたい時に使います。

相⼿の申し�を丁寧に

�わす�現です。

良い��を受けた時に

よく使われる�現です。

物の�が�く、レベルが�い

時に使われます。

in terms ofの�には

��や動��が�ります。

I walk slowly, but I never walk backward.

「�の�みは�いが、�んだ�を�き�すことはない。」

留�を��れる英�の��



【�愛】

 

1
I can tell.

2

5

4

3

�には�かる

We're two years apart.

She's easy to talk to.

You'll get over it.

2歳離れている

彼女は�しやすい

乗り�えられるよ

彼女は�構⾯�くさいよ

She's high maintenance.

�覚を�してある事が�かる

という時に使います。

同じ年は

We're the same ageです。

�に�しにくい場�は

It's hard to talk toに

なります。

ここでは��や��を

乗り�えるという�味に

なります。

常に気を使わないと

いけない相⼿に使う�現に

なります。

Stay hungry. Stay foolish.

「ハングリーであれ。愚か者であれ。」

留�を��れる英�の��
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6
The clock is ticking.

7

10

9

8

もう時間ないよ

There are pleenty of fish.

We made up.

You two make great couple

いい�はまだ沢�いる

仲�りした

お��いですよ

�きな�がいるんだ

There's someone I like.

�前と�わらない�の状況に

�する�りを�します

失�した相⼿などに、

いい�は沢�いると

励ます�現です。

��のメイクアップは

makeupと�げる

�現になります。

お��いのカップルや

夫�を�める�現です。

�にデートをしている

相⼿にはI'm seeing someone

になります。

Man errs as long as he strives.

「�間は�⼒する�り�ちを犯すものだ。」

留�を��れる英�の��
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11
Don't read too much into

12

15

14

13

��みしないで

It's for your own good.

She's going out with him.

She'll find out.

あなた⾃�のためだよ

彼女は彼と付き�ってる

彼女にバレる

別れた

They broke up.

相⼿がある事を��いして

しまっている時に使う

�現です。

相⼿のためになることを

アドバイスする時に使われる

�現です。

同⾏するという�味の

付き�うは、

keep companyです。

英�で「バレる」という

�現は受け�の形は

使いません。

仲�りはmake up

よりを�すはget backに

なります。

Growth is often a painful process.

「成�は�々にして苦�を�う��である。」

留�を��れる英�の��
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16
I can be myself

17

20

19

18

⾃�らしくいられる

Just be yourself.

We got into fight.

We're the same age.

⾃�らしくすればいいよ

ケンカになった

同い年です

そろそろ�に�もう

It's time to move on

be oneselfで

「⾃�らしくいられる」に

なります。

デートや⾯�を�えてる�へ

アドバイスする�現です。

�り�いでなく

⼝�嘩の場�は

get into fightです。

年下にはyounger

年上にはolderを使います。

��を�きずる相⼿に

助�する�現です。

It requires more courage to suffer than to die.

「�ぬよりも苦しむほうが�気を必�とする。」

留�を��れる英�の��
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21
You have to compromise

22

25

24

23

�協しないといけない

She's keeper.

She came on to me.

We've only just met.

彼女を⼿�しちゃダメだ

彼女から�ってきた

さっき知り�ったばかり

アプローチしなよ

You should make move

�得できないことでも

�協しなければいけない

�現です。

こちらはネガティブな�味

ではなく�め�葉です。

come on to〜で

異性を⼝�くという

�味があります。

only justで

「たった�〜ばかり」という

�現になります。

�きな�へアプローチする

という�味で使われます。

I don't dream at night, I dream all day; I dream for a living.

「僕は、�に�を⾒るんじゃない。⼀⽇中�を⾒ているんだ。

⽣きる糧として、�を⾒ている。」

留�を��れる英�の��
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26
She stood me up.

27

30

29

28

彼女にすっぽかされた

We're still on good terms.

She's ignoring me.

She's avoiding me.

�でも良い��だ

彼女が�を��してる

�を�けている

�たちは別�中

We're living apart.

デートなどで待ち�わせの

時間になっても来なかった

時に使います。

別れても相⼿とは�み�しで

良い��だという�味です。

故�的に⾒て⾒ぬふりを

している状�を�します

物や�べ物に�しても

avoidは使えれます。

何かが����は

離れて�んでいるという

�現です。

All man by nature desire knowledge.

「すべての者は⽣まれながらに知恵を�める。」

留�を��れる英�の��



【7】

 

31
We’ll work things out.

32

35

34

33

�決するよ

I want to make it offiial.

She has me on leash.

I need some alone time.

��に付き�いたい

彼女の�に�かれてる

⼀�の時間が必�だ

気が�わない

We don't get along.

�⼒して�々に�決していく

ニュアンスの�現です。

��な付き�いをしたいと

周りに��する�現です。

�さんや彼女に�に

�かれてる時に使います

⼀�の時間は、

alone timeやtime aloneと

�います。

�愛や友���で、

上⼿くそりが�わない時に

使う�現です。

Fear always springs from ignorance.

�怖は常に�知から⽣じる。

留�を��れる英�の��
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36
I take it back.

37

40

39

38

�り消すよ

Don’t take it out on me.

I have no regrets.

I'll make it up to you.

�に�つ当たりしないで

��はない

埋め�わせをするよ

お�いさま

It's only fair.

�ってしまった事などを

�り消すという�味です。

take out on〜で

〜に�つ当たりするという

�味になります。

regretは「��」という

��としても使われます

償いや埋め�わせをする時の

�現で、Itの��は他の

代��に替えれません。

�いに同�な事をしている

�現になります。

It is not length of life, but depth of life.

「重�なのは�⽣の�さではない。�⽣の�さだ。」

留�を��れる英�の��
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41
That's my line.

42

45

44

43

こっちのセリフだよ

I have mixed feelings.

I'm not in the mood.

I' find her attractive.

��な��

そういう気�じゃない

�には彼女は�⼒的

このザマだよ

Look what happened.

相⼿に�われた事に�し

�発する�現です。

まだ�思がはっきりして

いない場�などに

�す�現です。

相⼿に�われた時に

�否する�現です。

��などから彼女は�⼒的

だと�じるという�現です。

ある⾏動が何か�い�果を

もたらした時に使います。

The future starts today, not tomorrow.

「未来は�⽇�まる。�⽇�まるのではない。」

留�を��れる英�の��
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46
It's for the best.

47

50

49

48

これで良いんだ

I'm not over her.

We really hit it off.

She's flirting with you.

彼女に未�がある

�気��した

彼女はあなたに気がある

彼女が�気した

She cheated on me.

良くない事�から良いことを

⾒つける時に使う�現です。

まだ相⼿を�れられない時に

使う�現です。

�ってすぐに�気��

するという�味で

使われます。

異性に�して気を�くような

⾏動や発�する事を

�します。

cheatは�す、カンニング

などの�味を�します。

I never worry about action, but only inaction.

「⾏動することは�しも�れはしない。

�れるのは、ただ�為にときを�ごすことだけだ。」

留�を��れる英�の��
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51
I'm calling it off.

52

55

54

53

おしまいにする

It's big commitment.

I still got it.

I need closure.

相当な覚悟だ

まだいけるよ

けじめをつけたい

彼女に�り回された

She let me on.

�愛の��などを�わらせる

という�味として

使われます。

⼀度決�すると��り

できないというニュアンスに

なります。

まだ�を�了する⼒や

��があるという

�現です。

何かの�わりでけじめを

つけたい時に使います。

leadの��形で、

その気にさせるという

�味になります。

Everything you can imagine is real.

「想�できることは、すべて現�なのだ。」

留�を��れる英�の��
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56
That's annoying!

57

60

59

58

うるさい

It's obvious.

I was devastated.

It's complicated.

当たり前だよ

もうボロボロだったよ

��だ

�は��がいません。

I’m single.

annoyingはイライラさせる

�に�して使います。

何かを⾒ただけで、その

事�がすぐに�かる

場�に使います。

devastateは破�する、

打�を�えるという

�味です。

簡単に⼀�では�い�せない

ほど�しいちう�現です。

独�よりも��がいない

という�味で使われます。

Experience is one thing you can't get for nothing.

「��はただで⼿に�らないものだ。」

留�を��れる英�の��
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61
What makes you say that?

62

65

64

63

何でそんなこと�うの�

What's your sign?

Can I ask you something?

How should I know?

何�ですか�

ちょっと�いてもいい�

知るわけないでしょ

�気づいたの�

You just noticed now.

相⼿がそう�わざる得なく

なった��を尋ねる

�現です。

星�はsign of zodiac、

star signとも�います。

相⼿に何かを�き�す

前�きとして使います。

�く��を否�する

�現になります。

realizeは�りに気付く

という�いがあります。

Think rich, look poor.

�えは�かに、⾒た⽬は貧しく。

留�を��れる英�の��
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66
Do you get jealous?

67

70

69

68

ヤキモチやく�

How can I foget?

Can we talk for a bit?

Can't you see I'm busy?

�れるわけない

ちょっと�せる�

�しいの�からない�

⼀⽬�れだったの�

Was it love at first sight？

⽇��でもよく使う

ジェラシーになります。

��的な�来事などに

�して�れないと

協�する�現です。

ほんの�しだけ�したい

時の�現です。

Can't you see〜を使うことで

より⽪⾁な�い�になります。

��の�愛ドラマでよく

使われるので覚えて

おきましょう。

When you come to a roadblock, take a detour.

⾏く⼿をふさがれたら、回り�で⾏けばいいのよ。

留�を��れる英�の��
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71
How did you two meet?

72

75

74

73

お⼆�の馴れ�めは�

Why can't I get girl friend

Give it a shot?

Good stuff!

なんで彼女ができないんだ

⼀か�かでやってみたら�

いいね�

やり�ぎ

That's going too far!

��や夫�など⼆�の

��いのきっかけを

�く�現です。

こちらは⾃�⾃�に

問いかける�現です。

�果は予測できないが、

相⼿にやってみるよう

提�する�現です。

ある状況で内�が良い時に

�める�現です。

 

ある⾏動が⾃�にとって

�えられない�⾏き�ぎ

てる時に使います。

Be quick, but don’t hurry.

��であれ、しかし�ててはいけない。

留�を��れる英�の��
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76
Look who's talking!

77

80

79

78

あなたに�われたくない

It turns me on.

You tell me.

You’re just saying that.

そそる

�にこっちが�きたいよ

ただ�ってるだけでしょ�

うそつき

You liar.

よく⼝論の�に使われる

�現になります。

この�現はテレビをつける

�現でも使われます。

ある事への��を

否�する�現です。

�に思ってないのに

⼝だけで�っている

�現になります。

 

嘘つかれた時に使う

�現になります。

When it is dark enough, you can see the stars.

どんなに�くても、星は�いている。

留�を��れる英�の��
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81
What's the point?!

82

85

84

83

何の�味があるの�

Don't blame me.

Be that way.

You’re such a baby.

�のせいにしないで

いいよそれで

お�ちゃまだな

そればっかり

Is that all you think about.

�理なことに�して

�げやりに�える

�現になります。

�にforをつけて、その内�を

�す事ができます。

相⼿の�度に呆れた気持ち

を�す�現です。

�供のように⽢い�えや

⾏動をとる相⼿に使います。

 

⼀つの事ばかりに

��している相⼿を

なじる�現です。

Never let your memories be greater than your dreams.

��よりも⼤きな�を持とう。

留�を��れる英�の��
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86
Don't get too attached.

87

88

�中になりすぎないで

You're acting weird.

You never listen to me.

なんか�だよ

君は�の�う事をきかない

get attachedで

「固�する」という

�味になります。

⾏動が�だなという

�に�して使います。

わざわざWhat I sayを

使う必�はありません。

A problem is a chance for you to do your best.

��とは、ベストを尽くせるチャンスなのだ。

留�を��れる英�の��
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