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再会

これは嬉しいサプライズですね！

この Unit では、「これは嬉しいサプライズですね！」や「どのくらい経ちますか？」などの再会フレーズを学びま
す。意外な場所で友人と会った時や旧友と再会した時に気軽に話せるようになりましょう。

昨日までは

今日からは
偶然友人と再会した時は"What a
pleasant surprise!"がサラッと出て

偶然再会したのに"Wow"で終わって

しまう…

くる！

Phrases of the day （今日のフレーズ）
下記のフレーズを復唱して口に馴染ませましょう。
１． これは嬉しいサプライズですね！：What

a pleasant surprise!

e.g. 先週知り合ったばかりの人がバスで偶然となりの席に座っていて：

What a pleasant surprise! It's nice to see you again.
これは驚いた！君にまた会えて嬉しいよ。

買い物をしていたら久しぶりに友人のジョンと偶然会って：

John! Is that you? What a pleasant surprise!
ジョン！ジョンだよね？

これは嬉しいサプライズだね！

２． どのくらい経ちますか？：How

long has it been?

e.g. 親戚の集まりで従妹と数年ぶりに会って：

How long has it been?
どのくらい経つ？

長い間会っていなかった友人と偶然に会って：

We were still students when we last saw each other. How long has it been?
最後に会った時は私たちまだ学生だったよね。あれからどのくらい経つ？
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３． どうしてここにいるの？：What
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brings you here?

e.g. 病院で友人と偶然会って：

What brings you here?
どうしてここにいるの？

出張先のアメリカのホテルで偶然学生時代の同級生と会って：

What brings you here? Are you here on business or vacation?
どうしてここにいるの？

仕事それとも休暇？

４． また会えて良かったです！：It

was nice to see you again!

e.g. 同窓会で昔の先生に会って帰り際に：

It was nice to see you again!
また会えて良かったです！

旧友と会って別れる際に：

I’ve got to go now. It was nice to see you again!
もうそろそろ行くね。また会えて嬉しかったよ。

□■ 関先生のワンポイントアドバイス □■※次のアクティビティへ進む前に黙読してください
pleasant surprise「嬉しい驚き」は、大学受験には出ないので、学校で習うことはありませんが、会話では重
宝する表現です。pleasant の発音は「プレズント」です。決して please に引きずられて「プリーズント」の
ように発音しないようにしてください。せっかくの粋な表現も台無しになってしまいます。
ここ数年、日本語でも「サプライズ」は誰でも使いますが、What a surprise! が使えれば、それなりの英語の
使い手ですし、今回の What a pleasant surprise! なら、かなりの英語の使い手という印象が与えられます
よ。

Copyright (C) 2015 UNHOOP Co., Ltd. All Rights Reserved.

Stage4 – Unit1

これは嬉しいサプライズですね

-5-

Fill in the blanks （穴埋め問題）
空欄を埋めながら、講師とプチロールプレイを行いましょう。スムーズに言えるまで練習しましょう。
１． A： Hey, Luke. It’s been a long time.
やぁ、ルーク。久しぶりだね。
B：

Hi Ava. It’s nice to see you. How (long) has it (been)?
やぁ、アヴァ。久しぶりだね。どのくらい経つかな？

２． A： It was nice (to see you again). We should hang out again soon.
また会えて良かったよ。また近々遊ぼう。
B： Definitely! I’m looking forward to that.
本当だね！楽しみにしてるよ。
３． A： Hi Emma. (What brings) you here? Business or vacation?
エマ、どうしてここにいるの？

仕事？それとも休暇？

B： I’m attending a convention with my business partners from Europe.
ヨーロッパのビジネスパートナーと集会に出席してるんだ。
４． A： Kate, it’s been ages! We last saw each other at Jim’s party, right?
ケイト、久しぶりだね！確か最後にジムのパーティーで会ったよね？
B： Yeah. (How) long has (it) been?
そうだね。どのくらい経つ？
５． A： John, is that you? What a (pleasant surprise)!
ジョンだよね？ 驚いた！
B： Oh! Hi, Anna! It’s been a while.
おお！やぁ、アナ！久しぶりだね。
６． A： Daniel! It’s nice to see you again! What brings (you here)?
ダニエル！また会えて嬉しいよ！どうしてここにいるの？
B： Yeah, I can’t believe it! Actually I’m taking photos for my new project.
本当だよ、信じられないよ！実は新しいプロジェクトで撮影に来てるんだ。
７． A： I have to go now. Tell your mom I said hi.
もうそろそろ行くよ。お母さんによろしく言っておいてね。
B： All right, bye! It (was nice to) see you again.
うん、じゃあね！また会えて良かったよ。
８． A： I wasn’t expecting to see you at this art exhibit.
美術展で君に会えるとは思ってもみなかったよ。
B： Me neither! (What a pleasant) surprise!
確かに！驚いたよ～！
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（ロールプレイング）

シーンをイメージして、空欄を埋めながら講師とロールプレイを行いましょう。

A： Emily? (What a pleasant surprise)! (What brings you here)?
エミリー？

これは嬉しいサプライズだね！どうしてここにいるの？

B： Wow, Dr. Johnson? It’s been ages! I’m here with my husband. We’re on vacation.
おお、ジョンソン先生ですよね？

お久しぶりですね！夫と一緒に休暇で来てるんですよ。

A： (How long has it been)?
（最後に会ってから）どれぐらい経つかな？
B： I think it’s been 10 years already! How about you? What brings you here?
あれからもう１０年が経ちますよ！そちらは？ここで何をしてるんですか？
A： I just moved here last month.
ちょうど先月引っ越してきたばかりでね。
B： Wow, that’s awesome. Paris is beautiful.
へー、いいですね。パリは綺麗な街ですね。
A： Yes, it is. I'd love to chat more, but I have to go.
そうだね。もうちょっと君と話したいんだけどそろそろ行かなきゃ。
B： All right. (It was nice to see you again)!

Goodbye Dr. Johnson.

わかりました。また会えて良かったです！さよなら、ジョンソン先生。
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Simple response
次のシチュエーションをイメージし、講師が話す英語に対して A~D の中から返事として適切な英文を選んで口に
出しましょう。

１．While you are waiting for the bus, someone approaches you and says:
バスを待っている最中に見知らぬ人から突然話しかけられて：
A.

Yes. I like my neighbors.

B.

It was nice to see you again!

C.

We just saw each other yesterday.

D.

Wow! How long has it been? You’re so tall now!

２．You happen to meet a friend that you have not seen in a long time, but he has to get on the bus. He says:
しばらく会っていなかった友人と偶然会ったが、友人はすぐにバスに乗らないといけない様子で：
A.

Sure. It was nice to see you again.

B.

Do l know you? What brings you here?

C.

Leaving so soon? How long has it been anyway?

D.

What a pleasant surprise. She will keep in touch!

３．While you are visiting Australia, you run into your colleague and he says:
オーストラリアに行ったら偶然同僚に会って：
A.

I’m here in Australia.

B.

Let’s go on a vacation.

C.

What brings you here?

D.

It was nice to see you again!

Say it in English

（英作文）

日本文を英文にして、スムーズに言えるまで練習しましょう。

１． これは嬉しいサプライズですね！
→What a pleasant surprise!
２． どのくらい経ちますか？
→How long has it been?
３． どうしてここにいるの？
→What brings you here?
４． また会えて良かったです！
→It was nice to see you again!
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