【新三年生用】第27回［第26章 会話表現②］ 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) 「いらっしゃいませ」「あのカメラを見せてもらえますか」
"May I (
) you?"
"Yes. Can I see that camera, please?"

(1)

(2) 「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?"

(2)

(3) 「よい週末を」「ありがとう。そちらこそ」
"Have a nice weekend."
"Thanks. You, (
).＝(

) to you."

(3)

(4) 「結婚するんです」「まさか。冗談でしょう」
"I'm getting married."
"Come on. You're (
) !＝No (

) !"

(4)

(5) 「いつ会えますか。５時に図書館の前でいかがですか」
「それで結構です。それじゃあ」
"When can we meet? How about at 5:00 in front of the library?"
"That will be (
). See you then."

(5)

(6) 「お会いできてよかったです」「こちらこそ，お話しできてよかったです」
"Nice (
) you."
"Nice talking to you, too."

(6)

(7) 「すみませんが，ハンカチを落としましたよ」「あら，どうもありがとうございます」
"(

)(

), but you dropped your handkerchief."

"Oh, thank you."

(7)

(8) 「もう少しいかがですか」「いいえ，結構です。もう十分いただきました」
"Would you like some more?"
"No, thank you. I've (

)(

).＝I'm (

)."

(8)

(9) 「今日は姉と買い物に行くんです」
「楽しんできてね。お姉さんによろしく」
"I'm going shopping with my sister today."
"Oh, have fun. (

) hello to your sister.＝(

) me to your sister.＝(

) my regards to your sister."
(9)

(10) 「どう，調子は」「別に，相変わらずだよ」
"What's (

) ?"

"Not much."

(10)

(11) 「いかがお過ごしですか」「まあまあです」
"How have you (

) ?"

"Not too bad."

(11)

(12) A「遅かれ早かれ，あなたは先生に怒られることになると思うわ」
B「どういうこと，ママ？ 単刀直入に言ってよ」
A「最近ちょくちょく学校に遅刻しているわね」
A: I guess your teacher will get angry with you sooner or later.
B: What do you mean, Mom? Just get to the (
).
A: You've been late for school so often these days.

(12)

(13) 「あなたのご意見は」「特にありません」
"(
) do you think?" "Nothing in particular."

(13)

(14) A:「何かおさがしですか」
B:「ええ。父へのプレゼントをさがしているのですが」
A:「何か決めているものがありますか」
A: Can I help you?
B: Yes. I'm looking for a present for my father.
A: Do you have anything (

)(

)?

(14)

(15) 「人生はときには生きていくのが大変に思えることもあるよね」「その通り」
"Life sometimes feels like it's hard to live."
"That's (

) sure. ＝ That's (

)."

(15)

解

答
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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) May I ( help ) you?

help [→ 1366]
● 【店員がお客に声をかけて】 May[Can] I help you?「いらっしゃいませ/何にいたしましょうか」

(2) Have you been ( waited ) ( on ) ?＝Have you ( been ) ( served

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

(3) Have a nice weekend.
"Thanks. You, ( too ).＝( Same ) to you."

(4) You're ( kidding ) !＝No ( kidding ) !

(5) That will be ( fine ).

too, Same [→ 1321]
● 【同じ言葉を返して】 You, too.「あなたも（同様に）/そちらこそ」=(The) Same to you.
kidding, kidding [→ 1352]
● 【相手の発言に驚いて】 You're kidding!「冗談でしょう/冗談は言わないで」=No kidding!
fine [→ 1365]
● 【提案に同意して】 That will[would] be fine.「（提案などに対して）それで結構です」

(6) Nice ( meeting ) you.
"Nice talking to you, too."

(7) ( Excuse ) ( me
"Oh, thank you."

meeting [→ 1313]
● 【初対面の人と別れるとき】 Nice meeting you.「お会いできてよかったです」

), but you dropped your handkerchief.
Excuse me [→ 1328]
● 【見知らぬ人に声をかけて】 Excuse me, but SV ... 「すみませんが，…/失礼ですが，…」

(8) I've ( had ) ( enough ).＝I'm ( full ).

had enough, full [→ 1373]
● 【満腹であることを示して】 I've had enough (of A).「（Aは）もう十分いただきました/おなかいっぱいです」=I'm full.

(9) I'm going shopping with my sister today.
"Oh, have fun. ( Say ) hello to your sister.＝( Remember ) me to your sister.＝( Give ) my regards to your sister."
Say, Remember, Give [→ 1320]
● 【あいさつを伝えて】 Say hello to A. 「Aによろしくお伝えください」 ＝Remember me to A. ＝Give my (best) regards to A.
(10) What's ( up[new] ) ?
"Not much."

up[new] [→ 1311]
● 【知り合いと出会って】 What's up?=What's new?「どう，調子は/元気ですか」

(11) How have you ( been ) ?
"Not too bad."

been [→ 1309]
● 【知り合いと久しぶりに出会って】 How have you been?「（このごろは）いかがお過ごしですか/元気にしていましたか」

(12) Just get to the ( point

(13) ( What

).

point [→ 1346]
● 【はっきりと言ってほしくて】 get to the point「ズバリ言う/単刀直入に言う」

) do you think?

What [→ 1345]
● 【意見を求めて】 What do you think?「どう思いますか/あなたのご意見は？」

(14) Do you have anything ( in ) ( mind ) ?

in mind [→ 1368]
● 【店員がお客に対して】 Do you have anything in mind?「（買い物で）何か決めているものがありますか」

(15) That's ( for ) sure. ＝ That's ( right ).

for, right [→ 1361]
● 【相手の発言に同意して】 That's for sure.「（同意や肯定を表して）その通り」=That's right.=Right.

