
 
 
 
 
 
 
 
 
１．How was your week? 
クラスの初めに毎回お伺いします。ちょっとしたことでもいいので、答えを用意しておいてくだ
さい。  例）ダイヤモンド・シティー・モールでの買い物/DVDを楽しんだ。。。 
 
２．先週使った重要単語/フレーズ 
spectator（観客、見物人）Spectators at the arena began throwing flowers at the singer. 
quartet（カルテット、4人組、四重奏曲）The Modern Jazz Quartet（MJQ） 
crunchy（バリバリいう、歯ごたえのいい） Would you like crunchy or soft tacos? 
chilly（ひんやりする、肌寒い） ◆cool より寒く、cold ほど寒くない 
patron（常連客、お客様/後援者）You are a regular patron of “Curry Gon”. 
bachelor（未婚男性）He was planning to remain a bachelor forever. 
a bunch of（＜果物などの＞房、集まり、たくさん）Let's buy a bunch of grapes. 
prior engagement（先約）I'm sorry I can't come as I have a prior engagement on the day.  
             （申し訳なく存じますが、当日は先約のため伺うことができません。） 
It’s beyond my control. （それは私にはコントロールできない。手がつけられない。） 
 
３．今週の Role-Play 
  Theme: Telephone Conversation 
 
   A: Hello.  Could I speak to Lucas? 
   B: Yes, speaking. Who’s calling, please? 
   A: Hi, this is Scott. 
   B: Oh, hello Scott. How are you? ･････ 
  
  Challenge!        

a. ルーカスが席にいません。明日、3時にルーカスの会社を訪問するのでメッセージを残し
てください。  
He is out of the office at the moment.( in a meeting right now/out for lunch/off today) 
May I leave a message?/Would you like to leave a message? 

    
b. スコットが今日は帰宅しました。電話をしてもらうようにしてください。 

He has gone for the day./Could you have him call me back tomorrow? 
 

c. 間違い電話がかかってきました。 
You have a wrong number!!  

 
 
 

              今週の使ってみよう 
Would you do me a favor?（ちょっと、お願いがあるんですけど） 
        相手に何かをお願いするときに使います。 
Would you do me a favor?  I’m broke today.  Could you loan me 10,000 yen? 
（お願いがあります。今日、すっからかんなので一万円貸していただけませんか？）  
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  Useful Sentences 
・ 電話を保留にするとき;  Could you hold on, please? / Hold the line, please? 
・ 名前を確認するとき;   May I have your name again, please? 
・ 戻りの予定を伝えるとき; He/She will be back within an hour. 
・ 担当者が電話中の場合; He/She is on another line. 
・ 伝言は必ずお伝えします; I’ll make sure he/she gets the message. 
・ 電話を切るとき;  Thank you for calling. / Thank you for your call.  

 
４．今週の“ごん英検”！ 
#1 a game played over a large area of ground using specially shaped sticks to hit a small 
hard ball into a series of 9 or 18 holes, using as few strokes as possible. 
#2 an animal with pink, black or brown skin, short legs, a broad nose and a short curly tail. 
#3 to move using your legs, going faster than when you walk. 
#4 a small group of musicians who play popular music together, often with a singer/singers. 
#5 a special shaped piece of metal used for locking a door, starting a car, etc 
 
５．Q&A 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。 
（事前に何を聞くかあらかじめ質問を準備をするといいですよ！）  
   
６．今週の情報 
                   この英語通じません！ 
・ マンション（Mansion）・・・apartment/flat 
・ アルバイト・・・part time job 
・ Congratulation!・・・Congratulations! 
・ バイキング・・・buffet-style, smorgasbord 
・ ピーマン・・・green pepper 
・ ホッチキス・・・stapler 

 
  
 メモ欄 
 
 
 
 
 
 
 
 
*質問・疑問、次のクラスが待てないときは、いつでもルーカスか八木までお気軽にメールをく
ださい。お待ちしております。 
 
「３５カレーごん」福生市福生 799-1   Tel 042-551-0290    http://curry-gon.seesaa.net/  
担当：ルーカス・ビティック lmbittick@yahoo.com  ／ 八木正人 msayag@ninus.ocn.ne.jp 


