Chapter5
1

相談の表現

相談したい

相談にのってくれますか？

ヤバイことになっちゃって。

3
Can I confer with you? / Can I consult
you? / Can I talk to you about something?

My ass is on the line.

➡ ass = butt

どうしたの

あなたに相談したいことがあります。 I have something I want to consult you

どうしたんですか？

What＇s wrong? / What＇s the matter?

相談相手になってくれますか？

どういうふうに「ヤバイ」のですか？

What do you mean,“Oh no”?

あなたに聞いてほしいことがあります。I have something I want you to hear.

どうしてそうなったのですか？

How did that happen?

あなたの意見がほしいのです。

I＇d like your opinion.

全てを話してみてください。

Tell me all about it.

あなたにアドバイスしてもらいたい
んです。

I＇d like your advice.

about.

Can you be my consultant?

4
2

困っている

困っています。

I＇m in trouble.

大変なことになっています。

I＇m in big trouble.

面倒なことになっちゃって。

I got myself into trouble.

けんかした

親友とけんかしました。

I had an argument with a friend.

ボーイフレンドとつまらないことで
けんかしました。

I had a fight with my boyfriend over
a silly thing.

➡ big = serious

どうしたらいいのかわからないんです。I don＇t know what to do.

➡ had a fight = quarreled
➡ o ver a silly thing = about a little
thing; about a trivial thing; about a
trifling thing; about trifles

どうやったら仲直りできるでしょう
か？

How should I make up with him?

仲直りするいい方法を教えてくださ
い。

Tell me a good way to make up with
him.

どうしていいのか途方に暮れています。I＇m at a loss what to do.

50

5

お金のこと

What is it?

相談の表現

何のことですか？
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Chapter15
1

感情表現

うれしい

うれしい。

I＇m glad. / I＇m pleased.

すごくうれしい。

I＇m very glad. / I＇m very pleased.

本当にうれしい。

I＇m sincerely pleased.

あなたから久しぶりにメールをもら
ってうれしい。

I＇m glad to get a mail from you for
once in a long time.

あなたとメル友になれてうれしい。

I＇m glad to be your mail friend.

あなたからプレゼントをもらってう
れしい。

I＇m happy to have received your present.

3

➡ received = gotten
➡ present = gift

あなたが

あなたが結婚すると聞いてうれしか
った。

I was happy to hear you＇re getting married.
➡ I was happy → I＇m happy

あなたがママになると聞いてうれし
い。

I＇m happy to hear you＇re going to be
a mom.

あなたが試験に受かったと知ってう
れしかった。

I was pleased to learn you passed the test.

➡ pleased = glad

あなたが学内のテストで１番になっ
たと知ってうれしい。

I＇m happy to learn you were number
one in the school test.

あなたと再会できてうれしい。

I＇m happy to see you again.

あなたが希望の会社に就職したと聞
いてうれしい。

I＇m happy to hear you got hired by the
company you wanted.

あなたと話ができてうれしい。

I＇m pleased to talk with you.

あなたがコンテストで優勝したと知
ってうれしい。

I＇m happy to learn you won the contest.

あなたと友だちになれてうれしい。

I＇m pleased to be your friend.

あなたと連絡がついてうれしい。

I＇m glad I got in touch with you.

ちょっとうれしい。

2

➡ pleased = happy

I＇m a little pleased.
➡ a little = fairly

あなたと

あなたと会えてうれしい。

I＇m pleased to meet you./ Pleased to
meet you.

➡ talk with = talk to
➡ pleased = happy

あなたからメールをもらってうれし
かった。

I was pleased to get your mail.

あなたから返事をもらってうれしか
った。

I was glad to get your reply.
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➡ reply = answer; response

➡ test = exam

15

私は

私は第一志望の大学に合格できてう
れしいです。
私は TOEFL テストで高得点が取れ
たのでとても嬉しいです。

I＇m happy I qualified for my first choice
university preference.

➡ my first choice = my number one

I＇m very happy I got a high score on
the TOEFL test.
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感情表現

➡ got in touch with you = contacted you

4

➡ mom= mama; mother

