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[Ａ] 日本語に合うように，空所に入る適語を書きなさい。

(1) 「家まで車で送ってもらえますか」「はい，喜んで」

"Could you drive me home?" 
"I'd (　　) (　　) to.＝I'd (　　) to."  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(1) 

(2) 「のど自慢大会で優勝したよ」「よくやった」

"I won the singing contest." 
"Good (　　) !＝ Well (　　) !＝ (　　) for you."  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(2) 

(3) 「お待たせして申し訳ありません」「大丈夫ですよ。着いたばかりですから」

"I'm (　　) to have kept you waiting." 
"That's OK. I just got here."  　　　　　　　(3) 

(4) 「遅くなってごめんなさい」「気にしないで」

"I'm sorry I'm late." 
" (　　) mind.＝Don't (　　)."  　　　　　　　   　　　　　　　(4) 

(5) 「コーヒーはどうですか」「いや，もう行かなくてはならないのです。ありがとう」

"Would you like some coffee?" 
"Oh, I've got to go now. Thanks (　　).＝Thanks just (　　) (　　)."

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(5) 

(6) 「ご忠告感謝します」「どういたしまして」

"Thanks for the advice." 
"Don't (　　) it.＝You're (　　)."  　　　　　　　   　　　　　　　(6) 

(7) 「あなたの計画についてもっと教えていただけると幸いです」

「いいですよ。でももう行かなければならないので，あとでメールをします」

"I would (　　) (　　) if you could tell me more about your plan." 
"OK, but I've got to go now. I'll e-mail you later."  　　　　　　　   　　　　　　　(7) 

(8) 「ご注文は何にしますか」「コーヒーを２つください」

"May I (　　) your (　　) ?＝Are you (　　) to (　　) ?" 
"Two coffees, please."  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(8) 

(9) 「もっと運動したほうがいいと思いますよ」

「おっしゃることはわかりますが，ここのところ十分な時間がないんです」

"I think you should exercise more." 
"I know (　　) you (　　), but I don't have enough time these days."  　　　　　　　   　　　　　　　(9) 

(10) 「今晩，映画を見に行きませんか」

「とんでもない！　明日，テストがあるのよ。今夜は勉強しなくちゃ」

"Do you want to see a movie tonight?" 
"No (　　) !  I have a test tomorrow. I have to study tonight."  　　　　　　　(10) 

(11) 「誕生日プレゼントをもってきたよ」「わあ。本当にありがとう」

"I brought you a birthday present." 
"Wow. It's very nice (　　) (　　)."  　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

(12) 「こんにちは，ジョン。今，話せますか」

「今はやることがたくさんあるから。５分後にかけ直していいですか」

"Hello, John. Can I talk to you now?" 
"I've got a lot of stuff to do right now. Can I call you (　　) in five minutes?"  　　　　　　　(12) 

(13) 「どうしたの。顔色悪いよ」「微熱があるんです」

"What's (　　) ?  You look pale." 
"I have a slight fever."  　　　　　　　(13) 

(14) A:「高校を卒業したら留学することに決めたよ」B:「本気なの」A:「本気だよ」

A: I decided to study abroad after I graduate from high school.
B: Are you serious?
A: I (　　) it.  　　　　　　　(14) 

(15) 「ご用は伺っていますか」「いいえ，まだです。メニューをもらえますか」

"Have you been (　　) (　　) ?＝Have you (　　) (　　)?" 
"No, not yet. Can I have the menu, please?"  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(15) 



解  答

【新三年生用】第26回［第26章 会話表現①］ 英文法・語法Vintage 3rd Edition

[Ａ] 日本語に合うように，空所に入る適語を書きなさい。

(1) Could you drive me home? 
"I'd (　be　) (　happy　) to.＝I'd (　love　) to."  1334]→be happy, love [

=I'd love to.いいですよ」/「（快諾して）はい，喜んでI'd be happy to.【提案に快諾して】　 ●

(2) Good (　job　) !＝ Well (　done　) !＝ (　Good　) for you.  1350]→job, done, Good [
=Well done!=Good for you.とても良かったよ」/「（相手をほめて）よくやったGood job!【相手の功績をほめて】　 ●

(3) I'm (　sorry　) to have kept you waiting. 
"That's OK. I just got here."  1327]→sorry [

「お待たせして申し訳ありません」I'm sorry to have kept you waiting.【待ち合わせに遅れて】　 ●

(4) I'm sorry I'm late. 
" (　Never　) mind.＝Don't (　worry　)."  1329]→Never, worry  [

=Don't worry (about it).かまわないよ」/「気にしないでNever mind.【謝罪に答えて】　 ●

(5) Would you like some coffee? 
"Oh, I've got to go now. Thanks (　anyway　).＝Thanks just (　the　) (　same　)."  1323]→anyway, the same [

= Thanks just[all] いずれにしても）ありがとう」/「（何はともあれThanks anyway.【勧められたものを断って】　 ●

the same.

(6)  Thanks for the advice. 
"Don't (　mention　) it.＝You're (　welcome　)."  1326]→mention, welcome [

=You're (quite) welcome.「どういたしまして」Don't mention it.【お礼に答えて】　 ●

(7) I would (　appreciate　) (　it　) if you could tell me more about your plan. 
"OK, but I've got to go now. I'll e-mail you later."  1332]→appreciate it [

「…していただけると幸いです」I would appreciate it if you could[would] do ...【丁寧に依頼して】　 ●

(8) May I (　take　) your (　order　) ?＝Are you (　ready　) to (　order　) ?  1371]→take, order, ready, order [
=Are you ready to order?「ご注文はお決まりでしょうか」May I take your order?【店員が注文をとりにきて】　 ●

(9) I know (　what　) you (　mean　), but I don't have enough time these days.  1357]→what, mean [
「おっしゃることはわかりますが…」I know what you mean, but ...【相手の忠告に対して】　 ●

(10) No (　way　) !  1355]→way [
ありえない」/冗談じゃない/「（強く拒否・否定して）とんでもないNo way!【提案を強く拒否して】　 ●

(11) I brought you a birthday present. 
"Wow. It's very nice (　of　) (　you　). "  1325]→of you [

ご親切にどうも」/「本当にありがとうございますIt's very nice of you.【相手の行為に感謝して】　 ●

(12) Can I call you (　back　) in five minutes?  1385]→back [
に電話をかけ直す」A「call A back【電話をかけ直すことを伝えて】　 ●

(13) What's (　wrong　) ?  1392]→wrong [
「（相手の体調や身の上を心配して）どうしたの」What's wrong[the matter] (with you)?【相手を心配して】　 ●

(14) I (　mean　) it.  1353]→mean [
「本気で言っているのです」I mean it.【真剣であることを示して】　 ●

(15) Have you been (　waited　) (　on　) ?＝Have you (　been　) (　served　)?  1372]→waited on, been served [
=Have you been served?「ご用は伺っていますか」Have you been waited on?【店員がお客に対して】　 ●


