
【日常英会話の頻出フレーズBEST50】

番号 日本語 英語 場面

1 ヒゲを剃る shave 朝

2 歯を磨く brush my teeth 朝

3 ベッドメイクする make the bed 朝

4 トイレに行く go to the bathroom 朝

5 ベッドから出る get out of the bed 朝

6 目覚ましを止める turn off the alarm clock 朝

7 着替える get dressed 朝

8 会社に行く go to work 朝

9 化粧をする put on makeup 朝

10 パンを焼く toast some bread 朝

11 テレビをつける turn on the TV 朝

12 犬の散歩をする take a dog for a walk 朝

13 列に並ぶ stand in line 外出

14 道を渡る cross the road 外出

15 電車に乗る get on the train 外出

16 信号を待つ wait for the light 外出

17 つり革に捕まる hang onto the strap 外出

18 コンビニに寄る stop by the convenience store 外出

19 メモを取る take notes 仕事

20 メールを送る send an email 仕事

21 メールを開く open an email 仕事

22 電話をかけ直す phone back 仕事

23 電話をとる answer the phone 仕事

24 電話を転送する transfer a phone call 仕事

25 議事録を取る take minutes 仕事



26 机を片付ける organize my desk 仕事

27 見積書を作る make up an estimate 仕事

28 資料を準備する prepare my materials 仕事

29 書類を提出する submit the documents 仕事

30 勤怠管理をする manage the timesheets 仕事

31 自撮りをする take a selfie 趣味

32 写真を加工する retouch a photo 趣味

33 スマホを充電する charge my smartphone 趣味

34 スマホをチェックする check my smartphone 趣味

35 音楽をダウンロードする download some music 趣味

36 リツイートされる get retweeted 趣味

37 ツイートを投稿する post a tweet 趣味

38 ネットを検索する search on the Internet 趣味

39 洗濯をする do the laundry 夜

40 洗濯物を畳む fold the clothes 夜

41 部屋を片付ける tidy up the room 夜

42 掃除機をかける vacuum the floor 夜

43 夕食を作る cook dinner 夜

44 皿を洗う do the dishes 夜

45 ネトフリで映画を見る watch a move on Netflix 夜

46 お風呂に入る take a bath 夜

47 服を着替える change my clothes 夜

48 目覚ましをセットする set my alarm 夜

49 電気を消す turn off the light 夜

50 寝る go to bed 夜


