
【映画によく出てくるフレーズBEST50】（The Terminal）

番号 日本語 英語

1 入国の目的は？ What's the porpose of your visit?

2 了解！ Copy that!

3 要約するとそういうことです。 That's it in a nutshell.

4 それは重要じゃない。 It's not important.

5 気をつけろ！ Watch it!

6 なんて言えばいいのかわからないな。 I don't know what to say.

7 本当？ Is this real?

8 何を言っているの？ What are you saying?

9 これは秘密だぞ。 It's a secret.

10 そこから出ていけ。 Get out of there.

11 何してるんだ？ What are you doing?

12 何見てるんだ？ What are you looking at?

13 何が起きているんだ？ What's going on?

14 お釣りはいらないよ。 Keep the change.

15 ちょっと聞いてもいい？ Let me ask you something.

16 君と取引したいんだ。 I want to make a deal with you.

17 何を知りたいんだ？ What do you want to know?

18 誰がそんなこと言ったの？ Who said that?

19 戻ってくるね。 I'll be back.

20 何が好き？ What do you like?

21 何が起きたの？ What happened?

22 我々に考えがあるんだ。 We have an idea.

23 残念ですが・・・ Unfortunately,

24 全くどうでもいいんです。 It doesn't really matter.

25 もう一回やらせてくれ。 Let me try it again.

26 恐ろしいんだ。 It's horrible.



27 話を整理させて。 Let me get this straight.

28 私が悪いのよ。 This is my problem.

29 お仕事は何？ What do you do?

30 また会えて嬉しいわ。 Nice to see you again.

31 調子はどうだい？ How's it going?

32 君は誰だい？ Who are you?

33 座れよ。 Have a seat.

34 どうしてわかる？ How do you know?

35 心配するな。 Don't worry about it.

36 俺たち君に質問があるんだ。 We have a question for you.

37 急げ。 Hurry up.

38 ちょっと待って。 Wait a second.

39 やり直しましょう。 Let's just start over.

40 彼は私のお気に入りなの。 He's one of my favorites.

41 信じられない！ I can't believe it!

42 行かなくちゃ。 I have to go.

43 聞いたことある？ Have you ever heard about this?

44 それが私がしてほしいことだ。 That's all I want.

45 君の助けが必要なんだ。 I need your help.

46 元気出せよ。 Cheer up!

47 私の言っていることがわかるかね？ Do you understand what I am saying to you?

48 どこに行きたい？ Where do you want to go?

49 予約していますか？ Do you have an appointment?

50 家に帰ります。 I am going home.


