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外国人と恋を楽しむための英語表現 

 
 
前書き 
 
この無料 E-Book はミニまぐの人気メールマガジン「セリーヌのセクシー英会
話」と「毎日の暮らしを サポートする英単語・英語表現」の発行者石川が、外
国人と恋愛を楽しめるように、恋愛しているときによく使う表現をまとめたも

のです。 
 
恋愛だからといって難しい言葉を使うのではなく、意外にシンプルな表現で自

分の気持ちが伝えられるものを紹介しています。 
 
ここで紹介している表現を覚えて、外国人と素敵な恋愛を楽しむきっかけにな

れば幸いです。 
 
また、メールマガジン「セリーヌのセクシー英会話」では、この無料 E-Book
で紹介した表現以外にも、デートに使える表現や自分の気持ちを相手に伝える

ための表現をたくさん紹介しています。 
 
こちらの方もあわせて購読して、英語学習のお役に立てていただければうれし

く思います。 
興味をもたれた方は、下記ページからご購読ください。 
http://mini.mag2.com/pc/m/M0001593.html 
 
よろしくお願いいたします。 
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 キスに関する表現 
 
─────────────────────────────────────── 
❤１ ファーストキス 
─────────────────────────────────────── 
○ 初めてキスしたのは、１４才の時なんだ。 
The first time that I kissed was 14. 
 
○ 発音 
ザ ファース タイム ザッタイ キッスト ワズ フォアティーン 
 
 
─────────────────────────────────────── 
❤２ キス以上のこと 
─────────────────────────────────────── 
○ 彼の両親が留守だったから、私たちキス以上のことしてたの。 
His parents were not in home, so we were doing more than just the kissing.  
 
○ 発音 
ヒズ パーレンツ ワー ノッティン ホーム ソー ウィー ワー ドゥイン モア
ザン ジャス ザ キッシン 

 
 
─────────────────────────────────────── 
❤３ キスして欲しい 
─────────────────────────────────────── 
○ キスしてくれないの？ 
Aren't you gonna kiss me? 
 
○ 発音 
アンチュー ゴナ キッス ミー 
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─────────────────────────────────────── 
❤４ キスマーク 
─────────────────────────────────────── 
○ あなたの首にキスマークつけてあげるわ！ 
I give you a hickey on your neck! 
 
○ Point 

Hickey: キスマーク [hi'ki] 
 
○ 発音 
アイ ギヴ ユー ア ヒッキ－ オン ユア ネック 

 
 
─────────────────────────────────────── 
❤５ キスをするときに 
─────────────────────────────────────── 
○ どこを見ればいいの？ 
What should I look at? 
 
○ 発音 
ワッタイ シュダイ ルック アット 
 
 
 
 
 
─────────────────────────────────────── 
❤６ 惹かれあう二人にはわかる 
─────────────────────────────────────── 
○ キスするなって感じたの。 
I sensed the kiss coming on. 
 
○ 発音 
アイ センスド ザ キッス カミンゴン 
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 結婚・妊娠に関する表現 
─────────────────────────────────────── 
❤７ 彼女が結婚してくれと迫る 
─────────────────────────────────────── 
○プレッシャーかけるなよ。 
Don't put pressure on me. 
 
○ 発音 
ドン プッ プレッシャー オン ミ－ 
 
○ Point 
put pressure on～（～にプレッシャーをかける） 
 
─────────────────────────────────────── 
❤８ 妊娠した女友達に聞く 
─────────────────────────────────────── 
○ 妊娠何ヶ月？ 
How long have you been pregnant?   
 
○ 発音 
ハウ ロン ハヴ ユー ビン プレグナン 
 

○ Point 
pregnant [pre'gnэnt] 妊娠している 
 
─────────────────────────────────────── 
❤９ 生理が来ないことに対して 
─────────────────────────────────────── 
○ 一週間遅れてるの。 
My period is a week late. 
 
○ 発音 
マイ ピリオド イズ ウィーク レイト 
○ Point 
 Period  生理  [pi'(э)riэd] 
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─────────────────────────────────────── 
❤１０ 最近結婚しそうな友人に 
─────────────────────────────────────── 
○ 彼、あなたにプロポーズした？ 
Did he propose to you? 
 
○ 発音 
ディド ヒ－ プロポゥズ トゥ ユー 
 
 
─────────────────────────────────────── 
❤１１ 幸せ進行形の人。 
─────────────────────────────────────── 
○今とってもいい感じなの 
Things are going great for me now. 
 
○ 発音 
シングス アー ゴゥイング レイト フォー ミー ナゥ 
 
 
─────────────────────────────────────── 
❤１２ 結婚に向けて 
─────────────────────────────────────── 
○うまくいきそうな予感がするわ 
I have a hunch that it's gonna be great. 
 
○ 発音 
アイ ハヴ ハンチ ザッ イッツ ゴナ ビー グレイト 
 
○ Point 
hunch 意味:予感  [hΛ'n(t)∫] 
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 話しかけるための表現 
─────────────────────────────────────── 
❤１３ １人でいるのを見逃してはいけない 
─────────────────────────────────────── 
○ 誰か待ってるの？ 
 Are you waiting for someone? 
 
○ 発音 
アー ユー ウェイティン フォア サムワン 
 
 
─────────────────────────────────────── 
❤１４ 気になるあの人の隣に座っちゃおう！ 
─────────────────────────────────────── 
○ここ空いてますか？ 
Is this seat taken? 
 
○ 発音 
イズ ディス シー ティクン 
 
 
─────────────────────────────────────── 
❤１５ バーで知り合う 
─────────────────────────────────────── 
○ 何飲んでるの？おいしい？ 
What are you drinking?  Is it good? 
 
○ 発音 
ワター ユー ドゥリンキン イズ イッ グッ 
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─────────────────────────────────────── 
❤１６ 結婚式の 2次会で気になる人に出会った 
─────────────────────────────────────── 
○ 新婦のお友達ですか？それとも新郎の？ 
Are you a friend of the bride or the groom? 
 
○ 発音 
アー ユー ア フレンドブ ザ ブライド オア ザ グルーム 
 
○Point 
groom  新郎   [gru':m] 
 
 
 

 褒める表現 
─────────────────────────────────────── 
❤１７ 服のことを褒められるとうれしい 
─────────────────────────────────────── 
○ 服のセンスいいね。 
You really know how to dress. 
 
○ 発音 
ユー リアリー ノゥ ハゥ トゥ ドレス 
 
─────────────────────────────────────── 
❤１８ 内面を褒められるとうれしいね 
─────────────────────────────────────── 
○思いやりがあるのね。 
You're a considerate man. 
 
○ 発音 
ユー アー コンシダリット マン 
 
○ Point 

considerate  思いやりのある [kэnsi'd(э)rэt] 



10 

─────────────────────────────────────── 
❤１９ 褒められるとうれしい！ 
─────────────────────────────────────── 
○君ってすごく品があるね。 
You are very classy lady. 
 
○発音 
 ユー アー ヴェリー クラッシー レイディ 
 
○ Point 
 classy 高級な、上品なと言う意味の口語 
 
 
─────────────────────────────────────── 
❤２０ 髪型を褒めよう！ 
─────────────────────────────────────── 
○ そのヘアスタイルよく似合ってるよ！  
That hair style looks good on you! 
 
○発音 
 ザッ ヘア スタイル ルックス グッドン ユー 
 
 
─────────────────────────────────────── 
❤２１ 好きな男性のネクタイを褒める 
─────────────────────────────────────── 
○ そのネクタイ素敵ですね。 
I love your tie. 
 
○ 発音 
アイ ラブ ユア タイ 
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 誘う表現 
２人の関係が大きく前進するかもしれない大事な瞬間です。ドキドキしながら

言ってみよう。 
 
─────────────────────────────────────── 
❤２２ デートに誘いたい 
─────────────────────────────────────── 
○ 土曜日の夜はどう？ 

How about Saturday night? 
 

○ 発音 
ハウ アバウ サタデイ ナイ 
 
 
─────────────────────────────────────── 
❤２３ 好きな人を家に招き入れたい 
─────────────────────────────────────── 
○ 寄ってく？ 

Do you want to come in? 
 

○ 発音 
ドゥ ユー ワン トゥ カム イン 

 
 
─────────────────────────────────────── 
❤２４ 好きな人と２人でお話したい 
─────────────────────────────────────── 
○ちょっと歩かない？ 
Wanna go for a walk? 
 
○ 発音 
ワナ ゴー フォ ア ウォーク 
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─────────────────────────────────────── 
❤２５ ドライブに誘う 
─────────────────────────────────────── 
○ドライブ行かない？ 
Wanna go for a drive? 
 
○ 発音 
ワナ ゴー フォ ア ドライブ 
 
 
─────────────────────────────────────── 
❤２６ 好きな人を食事に誘うとき 
─────────────────────────────────────── 
○ 夕食をごちそうするよ。 
I buy you dinner.  
 
○ 発音 
アイ バイ ユー ディナー 
 
 
─────────────────────────────────────── 
❤２７ ちょっと気になる人に 
─────────────────────────────────────── 
○ 電話番号聞いてもいい？ 
Can I ask you for your phone number? 
 
○ 発音 
キャナイ アスキュー フォア ユア フォン ナンバー 
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─────────────────────────────────────── 
❤２８ 好きな人に電話番号を渡しながら 
─────────────────────────────────────── 
○いつでも電話して！ 
Give me a call anytime! 
 
○ 発音 
ギヴ ミー ア コール エニィ タイム 
 
 
 

 嫉妬の表現 
 好きな人のことを思うあまり出てしまうのが嫉妬。嫉妬する気持ちを上手く表
現してお互いの気持ちを理解しあいましょう。 
 
─────────────────────────────────────── 
❤２９ 元彼女 
─────────────────────────────────────── 
○ 彼と前の彼女が一緒にいるとこ見たくないの。 
I don't wanna see he and his ex-girlfriend get together 
.  
○ 発音 
アイ ドン ワナ シー ヒー アン ヒズ エックスガールフレン ゲッ トゥゲザ
ー 
 
─────────────────────────────────────── 
❤３０ 恋人に嫉妬させよう。写真を見せながら 
─────────────────────────────────────── 
○ この人、私の元彼。 
This guy is my ex-boyfriend 
. 
○ 発音 
ジス ガイ イズ マイ エックスボーイフレン 
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─────────────────────────────────────── 
❤３１ 自分だけを見つめて欲しい 
─────────────────────────────────────── 
○他の男のことは考えてほしくないんだ。 
I don't want you to think of any other men. 
 
○ 発音 
アイ ドン ワン ユー トゥ シンク オヴ エニ アザー マン 
 
 
─────────────────────────────────────── 
❤３２ 連絡が取れなかったときの不安 
─────────────────────────────────────── 
○ 昨日の夜誰と一緒にいたの？ 
Who were you with last night. 
 
○ 発音 
フー アー ユー ウィズ ラス ナイ 

 
 
─────────────────────────────────────── 
❤３３ 電話の相手が気になる 
─────────────────────────────────────── 
○ さっきの電話誰？ 
Who was that on the phone? 
 
○ 発音 
フ－ ワズ ザットン ザ フォーン 
 
○Point 
on the phone (電話中で） 
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 ケンカの時の表現 

 
人を好きになると、相手のことを思う気持ちが強くなるからケンカもしてしま

います。自分の気持ちをぶつけてしまおう！ 
 
─────────────────────────────────────── 
❤３４ 好きな人だからこそ腹がたつ 
─────────────────────────────────────── 
○ ホント無神経なんだから！ 

You are so insensitive! 
 

○ 発音 
ユー アー ソー インセンシティブ 

 
 
─────────────────────────────────────── 
❤３５ 痛いところをつかれてしまい、これしか言えない 
─────────────────────────────────────── 
○ バカなこと言うなよ。 

Don't be silly. 
 

○ 発音 
ドン ビー シリー 
 
 
─────────────────────────────────────── 
❤３６ うそは嫌い 
─────────────────────────────────────── 
○もし嘘ついてるなら、絶対許さないからね。 
If you're lying to me, I'll never forgive you. 
 
○ 発音 
イフ ユー アー ライン トゥ ミー アイゥ ネヴァー フォアギブ ユー 
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─────────────────────────────────────── 
❤３７ 愛想をつかした様子で 
─────────────────────────────────────── 
○ 勝手にしろ！ 
Suit yourself. 
 
○ 発音 
スー ユアセルフ 

 
─────────────────────────────────────── 
❤３８ かっこつけ 
─────────────────────────────────────── 
○ 気取らないで! 
Don't put on airs. 
 
○ 発音 
ドン プットン エアーズ 
 
─────────────────────────────────────── 
❤３９ 言い訳 
─────────────────────────────────────── 
○言い訳しないで。 
Don't make excuses. 
 
○ 発音 
ドン メイク エクスキュース 
 
 
─────────────────────────────────────── 
❤４０ 質問をはぐらかす 
─────────────────────────────────────── 
○質問に答えてないわよ！ 
You haven't answered my question. 
 
○ 発音 
ユー ハヴント アンサード マイ クエスチョン 
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 謝るための表現 
けんかしたり、自分が悪いことをした後は素直に謝ってみましょう。謝ること

でより心が通じ合うこともあるでしょう。 
 
─────────────────────────────────────── 
❤４１ 僕のせい 
─────────────────────────────────────── 
○君のせいじゃないよ。僕のせいだ。 
It wasn't your fault.It was mine. 
 
○ 発音 
イッ ワズン ユア フォールト イッ ワズ マイン 
 
─────────────────────────────────────── 
❤４２ ケンカして仲直りするときに 
─────────────────────────────────────── 
○あなたを失いたくないの。 
I don't wanna lose you. 
 
○ 発音 
アイ ドン ワナ ルーズ ユー 
 
─────────────────────────────────────── 
❤４３ なぐさめる 
─────────────────────────────────────── 
○傷つけるつもりはなかったんだよ。 
I didn't mean to hurt your feeling. 
 
○ 発音 
アイ ディドゥント ミーン トゥ ハーチュア フィーリン 
 

○ Point 
mean to  ～するつもり 
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─────────────────────────────────────── 
❤４４ 必死に弁解しなくちゃいけない・・ 
─────────────────────────────────────── 
○わかってもらえるかどうかわからないけど 
I just don't know if you understand it. 
 
○ 発音 
アイ ジャス ドン ノゥ イフ ユー アンダースタンディット 
 
 
 
 
 

あとがき  
いかがだったでしょうか？簡単？難しい？面白かった？いろいろご意見はある

と思いますが、ここで紹介したのは、まだほんの一部です。他にももっと役立

つ表現を、メルマガ「セリーヌのセクシー英会話」で紹介しています。このメ

ルマがは無料ですので、ご興味のある方はこちらから是非ご購読してください。 
http://mini.mag2.com/pc/m/M0001593.html 
 
 
また、ダウンロード時に登録いただいた「毎日の暮らしを サポートする英単
語・英語表現」では、デートや男女の気持ちを伝える表現はもちろん、日常生

活を英語でスムーズに送るための英語表現を紹介しています。これまでに「ア

ドリブきかないよ。」や「高所恐怖症なの。」、「明日の朝一番でやります。」など

といった表現を紹介してきました。こちらは 3 年以上もの間、10000 人以上の
方にご購読していただいているもので、おかげさまでご好評を頂いております。 
このメルマガももちろん無料ですので、どんどんいろんな表現を覚えて、英語

のレベルを上げていってください。 


