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飲み会 

もう 1 杯いる？・ちょっと酔ってきたな 

 
この Unit では、「もう 1 杯いる？」や「ちょっと酔ってきたな」などのフレーズを学びます。友人や同僚と飲み

に行ったときに相手を気遣ったり酔っていることを伝えられるようになりましょう。 

 

昨日までは 今日からは 

 

 

 

 

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． もう 1 杯いる？： Do you want another drink? 

 e.g. 友人とレストランにいて 

  Do you want another drink? 

  もう 1 杯いる？ 

 

  兄と夕食を取っていて兄がワインを飲みほして 

  Do you want another drink? 

  もう 1 杯いる？ 

 

２． ちょっと酔ってきたな。：I'm getting a little tipsy. 

 e.g. 友人と飲んでいて少し酔ってきたことを伝えたくて 

  I'm getting a little tipsy.  

  ちょっと酔ってきたな。 

 

  パーティーでワインを飲んでいて友人に 

  I'm getting a little tipsy. 

  ちょっと酔ってきたな。 

 

3． ～してもいいですか？：Do you mind if + sv? 

 e.g. 友人にタバコを吸っていいか聞きたくて 

  Do you mind if I smoke? 

  タバコ吸ってもいいかな？ 

 

   

  

UNIT 

20 

友人のグラスが空いて「もう一杯い

る？」と言いたいけど何て言ったら

いいかわからない… 

「もう一杯いる？」と言いたい時は

"Do you want another drink?"が

サラッと出てくる！ 
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  同僚の家に遊びに来ていてトイレを借りていいか聞きたくて 

  Do you mind if I use the bathroom? 

  お手洗いを借りてもいいですか？ 

 

４． 私が払うよ。/ 私のおごりです。：It's on me. 

 e.g. 兄とレストランにいて会計をする際に 

  It's on me. 

  私が払うよ。 

 

  友人と飲んだ後会計をする際に 

  It's on me. 

  私のおごりです。 

  

 

□■ 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 

 

 
 

  

●on の意味は？ 

 

on は「接触」を表す前置詞ですが、さらに発展して、「接触」→「心の接触」→「依存」の意味が生まれま

す。依存の on は「～を頼りにする」という意味で、depend on ～（～を頼りにする）などの熟語で使われま

す。 

 

It is on me.「それは私のおごりです」は、元々は「それは私を頼りにしていいよ」→「それおごるよ」となっ

たわけです。 

ちなみに、This is on the house. だと「店のおごり」という意味になりますので、こちらの表現もチェックし

ておきましょう。 
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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： Do you mind ( if I smoke )? 

  タバコ吸ってもいいかな？ 

 B： Not at all. 

  もちろん。 

 

２． A： I’m getting ( a little tipsy ).  

  ちょっと酔ってきたな。 

 B： Let me get the bill. 

  お会計するね。 

 

３． A： How much is our total bill? 

  合計いくらなの？ 

 B： Seventy-two dollars. It’s ( on me ). 

  72 ドルだよ。私が払うよ。 

 

４． A： Do you want another glass? 

  もう一杯いる？ 

 B： I had enough. ( I’m getting ) a little tipsy. 

  もう十分だよ。ちょっと酔ってきたな。 

 

５． A： ( Do you want ) another drink? 

  もう一杯飲みますか？ 

 B： Yes, please. 

  はい、お願いします。 

 

６． A： For two hotdogs, it’s $6. 

  ホットドック 2 つで 6 ドルだよ。 

 B： Okay. ( It’s on ) me. 

  オッケー。僕がおごるよ。 

 

７． A： ( Do you mind if ) I sit next to you? 

  隣に座ってもいいですか？ 

 B： I don’t mind. Go ahead. 

  かまいませんよ。どうぞ。 

 

８． A： This cocktail was so good!  

  このカクテルすごくおいしかったよ！ 

 B： Do you ( want another drink )? 

  もう一杯飲む？ 
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Role playing （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： It’s always fun talking to you. 

 いつもあなたと話すと楽しいね。 

B： Likewise. ( Do you want another drink )? 

 私も。もう一杯飲む？ 

A： Sure. How about you? 

 うん。そっちは？ 

B： I’ve had enough. ( I’m getting a little tipsy ). 

  十分だよ。ちょっと酔ってきたな。 

A： It’s not like you to say that. 

 君らしくないね。 

B： I’m fine, though. ( Do you mind if ) I smoke? 

 大丈夫だけどね。タバコ吸ってもいいかな？ 

A： Sure, go ahead. 

  うん、どうぞ。 

A： By the way, ( it’s on me ) tonight. 

 ところで、今夜は僕のおごりだよ。 

B： Thank you! Next time it will be on me. 

  ありがとう！次回は私がおごるよ。 

 

 

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． もう 1 杯いる？ 

 →Do you want another drink? 

 

２． ちょっと酔ってきたな。 

 →I'm getting a little tipsy. 

     

３． タバコ吸ってもいいかな？ 

 →Do you mind if I smoke? 

     

４． 私が払うよ。 

 →It's on me. 

 


