


Wonderful! 素晴らしいよ。

Have a wonderful time！ 

素晴らしい時間を過ごしてね！

It’s a wonderful story. 

素晴らしい話だね。

He is wonderful. 

彼は素晴らしいです。

How wonderful! 

何て素晴らしい！＊見たものや聞いたことなどに広く使えます。
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Perfect! 完璧だよ。

It’s perfect timing! 

完璧なタイミングだよ！

This is a perfect circle! 

これは、完全な円だね！

Everything is just perfect. 

すべてもう完璧です。

Practice makes perfect. 

「ことわざ」習うより慣れよ。

基本4

6

応用
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Go on with your work. 仕事を続けて。

Go on. 続けて。

Good! いいよ。

Great! すごいよ。

Hang on her words. 彼女の言うことを聞いて。

Hang on tight, please. しっかりつかまってて！

Hang on! It will be better. 頑張って！きっと良くなるよ。

Hang on, please. 電話を切らずに待ってて。

Hang on. つかまって。

Have a good day. ごきげんよう。

Have a good sleep. よく寝るんだよ。

Have a good time! 楽しい時間を過ごしてね。

Have a good weekend. 楽しい週末をね！

Have a nice day. ごきげんよう。

Have a nice trip. 楽しい旅行をね！

Have fun. 楽しんでね。

―彼は今日、ここに来ることになってるよ。 

―確かなの？ 

彼はサッカーがとても上手です。

彼は素晴らしいよ！

彼は最初から知っていた。

彼は歩き回っているね。

彼は床に座っているね。

彼は勘違いしてるよ。

大変！／待って！

ちょっと待って！

電話を切らずに、待っててください。

電話を切らないで、待っててください。

動かないで。

ご機嫌いかがですか？

-He comes here today.

-Are you sure?

He is a great soccer player.

He is wonderful!

He knew it all along.

He moves around.

He sits on the floor..

He’s got it all wrong.

Hold everything!

Hold it!

Hold it, please.

Hold on, please.

Hold still, now.

How are you keeping?

-I can swim very fast.

-Sure?
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―私はとっても速く泳ぐことができるんだよ。 

―そうなの？ 
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いいですね。／そうですね。

わかりました。

特に言うことはないよ。

実は、君に秘密があるんだ。

明日は雨が降らないといいな。

でないといいね。

だといいね。

いい天気が続けばいいのにね。

—君に会えるといいんだけど。

君が試合で勝つことを祈ってるよ。

―私は彼女の電話番号を知ってるよ！ 

―確かなの？ 

君の言っていることはわかるよ。

なるほどね。

すぐに行くよ。

近いうちに、また。

ヒントをあげるね。

そのとおりだね。

また後で。

写真を撮ってあげるよ。

（お店で）これをください。

彼は機嫌が悪いみたいだね。

明日は雨みたいだね。

とても調子がいいんだ！

I don’t see why not.

I get the idea.

I have nothing to tell you.

I hold out on you.

I hope it won’t rain tomorrow.

I hope not.

I hope so.

I hope the weather holds.

-I hope to see you again.

-Me too

I hope you will win the game.

I kid you not.

-I know her phone number!

-Sure?

I see you.

I see.

I’ll be along soon.

I’ll be seeing you soon.

I’ll give you a hint.

I’ll give you that.

I’ll see you later.

I’ll take a picture.

I’ll take this.

I’m afraid he is in a bad mood.

I’m afraid it will rain tomorrow.

I’m in (a) beautiful condition!

I’m listening.

-I’m moving into a new house.

私は話を聞いています。

145

I’m not kidding. 本当だよ。
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22嘘じゃないんだよ！本当だよ！
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