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　本書は日本に住む人が外国の人に自分の生活について英語で話せる
ようになるための表現集です。初対面の外国人とごく普通の雑談が英
語でできたらどんなにいいでしょうか。
　この本を書くきっかけは、スカイプによる英会話のレッスンを始めた
30代の女性から悩みを打ち明けられたことでした。「毎朝出勤前に、
30分ネイティブの先生と英語で話をしています。最初は難しかったで
すが、最近は挨拶やご機嫌伺い、天気や食べ物のことなど、無難な話
題ならある程度話せるようになりました。でもその後が続かないのです。
日本人の友人となら、もっといろんなことが話せるのに、英語で言おう
とするとなんて言ったらいいか分からないことがあまりにも多くて」。
　日本で暮らしている人たちは日本語でものごとを考えます。生活の
場面が英語圏ではないのですから外国人と英語を話す時でも「英語で
考える」ことは基本的に無理です。ですから日本語で「うちは 6人家
族です」というようなメッセージを思いつきます。英語で言うとすれば
“There are six people in my family.” ですが、英語にはこういう発想が
ないので「こんなふうな言い方はしない」と言われてしまうかもしれま
せん。でも、どんな言語でも自分の言いたいことが言えてこそ話す意
味があるのです。ましてや、英語は世界の言語。異なる言語を母語と
する多くの人たちが英語を使って活発に交流している時代です。日本
にしかない「介護保険」などの制度や「墓参り」などの習慣についても、
聞いた人に通じる限り、言いたいことはどんどん言えばいいと思います。
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　本書で紹介している例文の特徴は、本場仕込みのカジュアルな言い
回しではなく、日本で英語を勉強してきた人たちにとって使いやすいも
のだということです。いくらカッコイイ表現でも、日本語の発想で捉え
にくいものはなかなか真似することはできません。もうひとつは、自分
のことを言うのに必要な表現を中心に選んでいることです。日本社会
や日本文化を外国人に紹介するような「他人ごと」ではなく、ありのま
まの自分を語るために一人称 “I” で始める例文を集めるように心がけま
した。
　本書を使って仕事、結婚、子育て、外食、レジャー、人づきあいなど、
日本での暮らしの様々な事柄について、英語で自分の言いたいことを
どんどん話してください。

2016年 6月

新崎隆子
石黒弓美子

 まえがき
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起きてから寝るまで、
日常生活のあれこれを

英語で表現してみませんか？

Chapter 1

日常生活を送る
Everyday Life
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01

 朝 7時ぴったりに目が覚めます。
I wake up at exactly 7 a.m.

 02
 寝起きが悪いです。

I have trouble getting up.
　　：「朝は機嫌が悪い」の意味では I’m grumpy in the morning.

 03
 よく二度寝をします。

After waking up, I often go back to sleep. 

 04
 目覚まし時計のスヌーズを何回も止めます。

I hit the snooze button on my alarm clock again 
and again.

 05
 二度寝をして 2時間が過ぎてしまい、会社に遅刻しました。

I was late for work because I went back to sleep 
and woke up two hours later. 

 06
 毎晩寝る前には風呂に入ります。

I take a bath before going to bed every night.

 07
 寝つきが悪いです。

I have trouble falling asleep.

Note

No. 01 Chapter 1   Everyday Life

起きる・寝る
Getting up / Sleeping
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 08
 睡眠薬を飲んでいます。

I use sleeping pills. 

 09
 手足が冷たくて眠れません。

I can’t sleep well, because my hands and feet 
are cold.

 10
 休日に寝だめをします。

I catch up on sleep on my days off.
　　：「休日」（＝仕事が休みの日）の意味では、day offを使うのが一般的。

 11
 あと1時間は寝たいです。

I always wish I could sleep for another hour.

Note
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 01
 朝食前に顔を洗います。

I wash my face before breakfast.

 02
 何か食べたら歯を磨きます。

I brush my teeth after eating.

 03
 今朝はひげをそるのを忘れました。

I forgot to shave this morning.
　　：forget ～ ing = ～したのを忘れる／ forget to do=～するのを忘れる

 04
 シャンプーをしたのにリンスをするのを忘れてしまいました。

I shampooed my hair but forgot to use 
conditioner.

 05
 朝はよくトイレがふさがっています。

The bathroom is busy in the morning.

 06
 寒くなったので厚手の上着を着ました。

I felt chilly and put on a heavy jacket.

 07
 何かはおるものを持って行った方がいいですよ。

You should bring something warm to wear.

Note

No. 02 Chapter 1   Everyday Life

身だしなみを
整える
Getting ready
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 08
 夫には毎日下着を替えるように言っています。

I ask my husband to change his underwear 
every day.

 09
 息子にネクタイの結び方を教えました。

I taught [showed] my son how to put on a tie.

 10
 息子は服のコーディネートが上手です。

My son dresses well. / My son is a good dresser.
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  1. 毎日の食事　

 01
 朝食は時間がないのでいつもトーストとコーヒーです。

I’m busy in the morning. I usually have toast and 
coffee for breakfast.
　　： 焼いた食パンは toast. breadは焼いていない素のパンを想像させる。

デニッシュなどの菓子パンは pastries.

 02
 娘の朝食にパンを用意し、私たちはご飯とみそ汁を食べます。

I prepare toast for my daughter, while we have 
steamed rice and miso-soup.

 03
 お昼は会社にお弁当を持参します。

I take a box lunch [a bento] to work. / I take my 
lunch to work.

 04
 お昼は社員食堂でとります。

I have lunch at my company cafeteria.

 05
 お昼は友達と学食でとります。

I have lunch at the school cafeteria with my 
friends.

 06
 近所のお店にランチに行きます。

I have lunch at a restaurant nearby.

Note

No. 03 Chapter 1   Everyday Life

食事をとる
Having a meal
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 07
 夜はコンビニで何か買って済ませます。

I buy something for dinner at a convenience 
store.

 08
 毎晩欠かさず晩酌をします。

I never have dinner without a drink.

 09
 週に 1回、休肝日をもうけています。

I have one alcohol-free day every week to let my 
liver rest.

 10
 息子は好き嫌いが多いです。

There are so many things my son doesn’t like to 
eat.  

 11
 いそがしいのでついつい外食が多くなります。

I am very busy at work and often end up eating 
out quite frequently. 

 12
 外食はお金がかかります。

It is expensive to eat out.

 13
 外食はどこも同じような味に感じられ、飽きてきます。

Restaurant food all starts to taste the same, so 
you [I] get tired of it. 

　　：⇒ p. 146「外食をする」

A： 昼休み、外に出ない？
  Do you want to go out for lunch? / Why don’t we go 

out for lunch?

昼食に誘う

Note
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B： いいよ。どこがいい？
  Sure! Where do you want to go? 
A： いいところ知ってる？
  Do you know a good place to eat?
B：  近くに新しいレストランができたんで、行ってみない？
  A new restaurant opened nearby. (Do you) Want to 

try it?

ランチを作って来たので、一緒にどうですか。
I brought a homemade lunch. Do you want to join me?

多めに作って来たんですよ。
I prepared more food than I can eat all by myself.

お弁当に誘う

　　： home-madeとも書くが、homemadeと 1つの単語としてつづること
も多い。

  2. 自炊する　

 01
 最近は、自炊するようにしています。

These days I’m trying to cook meals at home.
　　：「最近」は these days. nowadaysは過去と比較する文脈で使われる。

例）Nowadays, Japanese women rarely wear kimonos.

 02
 私の好きな料理はグリルチキンです。

My favorite food is grilled chicken.
　　： ⇒ p.11「料理の作り方を説明する」

 03
 料理が好きなので、妻と一緒に台所にも立ちます。

I like cooking, so I sometimes cook with my 
wife.  

Note

Note

Note
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 04
 実家が大家族だったので、つい大目に料理を作ってしまいます。

I’m from a big family, so I tend to cook much 
more than I can eat.

 05
 作った料理は小分けにして冷凍用の袋［ジップロック］に入れ
冷凍にしておきます。
I divide the food I cook into smaller portions 
and freeze them in freezer bags [Ziploc bags].

 06
 残った料理を翌日のお弁当に持って行くこともあります。

Sometimes, I take leftovers for lunch the next 
day. 

 07
 食べ物が無駄にならず、簡単にお弁当が作れるので便利です。

You don’t let the food go to waste, and it’s a 
convenient way to make a box lunch.

 08
 娘がテーブルの後かたづけをします。

My daughter cleans up and wipes the table.

 09
 食器洗いは私がします。

I usually do the dishes.

 10
 うちには食器洗い機があります。

We have a dishwasher.

  3. 買い出しに行く　

 01
 毎日、夕方 5時ごろにスーパーに買い物に行きます。

I go shopping at the supermarket around 5 in 
the afternoon every day.




