
English? A piece of cake! 
Kris Toryu 

Anyone who’s studied English for any length of time knows that the English language is filled with some crazy expressions. It 
can be hard to know how to use them, so many people avoid them, sticking to the basic words or expressions they learned at 
the beginning of their studies. That’s fine, but it certainly makes your language more colourful and interesting if you do try to 
use some of these idiomatic expressions. To make it a little easier for you, I’ve made a short list of expressions that mean 
‘easy’. They are all interchangeable with the word ‘easy’, so you should have no trouble trying to use them.  
Do you like cake? Is it easy to eat cake? If your answer is yes and yes, then this expression is for you. ‘A piece of cake’ 
means ‘That was easy’. A conversation might go like this: 
A: Can you open this jar for me? 
 B: Sure! (opens jar) Piece of cake.  

Perhaps you prefer pie instead of cake? There is a similar expression that involves pie. Pie is also quite enjoyable and easy to 
eat. Hence, ‘It’s as easy as pie’ to talk about something simple to do. NOTE: the pie expression must be preceded by ‘as 
easy as’, but ‘piece of cake’ does not.   
In fact, there are several ‘as easy as’ expressions in English: 
‘As easy as 1 2 3’ 
‘As easy as A B C’ 
Learning how to count and to say your ABCs, are some of the first things children learn, thus they are considered easy.  

Two more expressions are ‘It’s a cinch’ or ‘It’s a breeze’. You can use these as is to describe something that’s easy to do. 
For example:  
A: Have you ever made miso soup?  
B: Sure, it’s a cinch.  
Or you can use them with a verb: 
A: It’s a breeze to use the expressions discussed in this article!!   

英語？ア　ピースオブケーキ 
鳥生　クリス 

少しでも英語を学んだ人ならだれでも　英語には、変わった慣用表現がいろいろあるなあと気づいていると思います。どの様
に使ったらいいのかもわかりにくいですから、それらの表現を使うのを避けて、英語を習い始めたころに覚えた単語や表現
を使う人も多いと思います。それももちろんいいのですが、これらの慣用表現を使うようにすると、もっと魅力的に生き生
きした話をすることができます。わかりやすいように、いくつか例を挙げてみますね。たとえば「簡単な」ということを表
現するのに“easy(簡単な)”を使わないで下記のような慣用表現を使うことができます。これを読めば、簡単に使えるようAに
なりますよ。 

ケーキは好きですか？ケーキを食べるのは簡単ですか？はい、もちろん。こんな時は“A piece of cakeケーキひと切れ(＊日本
語では、朝飯前と訳したりもします。)”と言うと、「簡単です。」という意味になります。会話だと次のようになります。 
A:この瓶のふたを開けてくれる？ 
B: もちろん。（ふたを開けて）Piece of cake だよ 

ケーキじゃなくてパイのほうがいいですか？パイという言葉を使って似たような表現もあります。パイも食べるのも楽しい
し簡単ですよね。ですから、簡単にできることについていう時に、“It’s as easy as pie (パイを食べるのと同じくらい簡単)”と
言えます。 パイを使った表現のほうはas easy as がパイの前につきますが、piece of cake のほうはつきませんので気を付け
てくださいね。 

ほかにも、as easy as を使った表現はあります。　As easy as 123 やAs easy as ABCのように、123と数えたりABCを言っ
たりするのは子供が最初に習うようなことで、簡単ですね。ですから簡単ということを表すのに使われるのです。 

あと2個表現があります。“It’s a cinch.” “It’s a breeze.”です。するのが簡単なことを表現するときにこれらを使います。
Ａ：お味噌汁を作ったことある？
Ｂ：もちろん。It’s a cinch. (簡単だよ。)
あるいは動詞と一緒に
Ａ：この記事で話された表現を使うのは簡単です。
という風に使います。

 訳: 柳原美智恵 (Michie Yanagihara)
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