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今週の使 ってみ よう
Don’t get me wrong. — 誤解しないでください。
Don’t get me wrong. She is a great woman. But she is not my type.
（誤解するなよ。彼女は素晴らしい女性だよ。でも僕のタイプじゃないな。
）
１．How was your week?
あなたの先週はいかがでしたか？ちょっとしたこと、何でもいいので話してみてください。
２．先週使った重要 単語/フレーズ
decent（礼 儀 正 し い/き ち ん と し た ） I asked you a serious question. Give me a decent answer.
（私は真剣に尋ねているんです。ちゃんと答えてください。）
o utr ag e ous （ 怒 り 狂 っ た 、 極 悪 な ） The price of olives is outrageous in Japan.
（日本ではオリーブの値段が法外だ。）
fu el （ 燃 料/ガ ソ リ ン を 入 れ る ）
Most cars use gasoline for fuel.
（多くの車は、燃料にガソリンを使う。）

３．今週の Role-Play
Theme:
Ordering a Meal
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.

Hi. How are you doing this afternoon?
Fine, thank you. May(Could) I see a menu, please?
Certainly, here you are.
Thank you. What’s today’s special?
Grilled tuna and cheese on rye.
That sounds good. I’ll have that.
Would you like something to drink?
Yes, I’d like a coke.
Thank you. (returning with the food) Here you are. Enjoy your meal.
Thank you.
Can I get you anything else?
No thanks. I’d like the check, please.
That’ll be $6.75.
Here you are. Keep the change!
Thank you! Have a nice day!
Bye.

Vo cabulary
today’s special･･･今日のおすすめ料理
grill･･･網で焼く
check･･･勘定書、伝票
change･･･おつり

４．今週の覚えよう ！

“Less” and “fewer”
•
•

We use "fewer" for countable or plural objects.
Example: New York has fewer buildings than Tokyo.
We use "less" for non-countable objects.
Example: Driving takes less time than walking.

There were ________ people than I expected.
You should use ________ soy sauce.
There are ________ apples than oranges.
He drank ________ beer than I did.
I drank ________ glasses of beer Kayo did.
I have ________ money than Bill Gates.

５．質問タイム
自己学習や仕事で英語に関して疑問に思ったことを講師に聞いてみてください。
６．今週の情報
NHK ON LINE (Daily News)
http://www.nhk.or.jp/daily/english/
NHK の海外テレビ放送からいくつかの News をピックアップしてウェブページから発信してい
ます。音声、映像、文字（スクリプト）がそろっています。リスニングの練習に使ってみてくだ
さい。（情報はインターネットより見つけたものです。）
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