
 
 
 
 
 
 
 
１．How was your week? 
  ちょっとした買い物、散歩、忙しかったか、暇だったか、何でもいいので答えて！！ 
 
２．先週使った重要単語/フレーズ 
    substitute（代わりの人・物） A substitute teacher  took the class in our teacher's absence.  
    moustache （口ひげ）  sideburns（もみあげ）     beard（あごひげ）  
    figurine（金属｛きんぞく｝や陶器｛とうき｝の）小さな像  
    How may I help you? どうなさいましたか。／ご用件を伺います。／どういうご用件ですか。  
 
３．今週の Role-Play 

Theme: Would You Tell Me How to Get to the Bus Station? 
 
A: Excuse me. Would you tell me how to get to the bus station? 
B: Yes, Walk that way.  The bus station is on the left, next to the post office. 
A: I’m sorry.  Would you please repeat that? 
B:  All right.  Walk that way.  The bus station is on the left, next to the post office. 
Ä: Thank you.  
  

  Challenge!        
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              今週の使ってみよう！ 
Don’t be hard on me（私につらくあたらないで／お手柔らかに） 
例）Don't be so hard on yourself, we all think you did a great job. 

（自分をあまり責めないで、私たちは皆、あなたはよくやったと思っていますよ。） 
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1.   A: the Empire Hotel?   
    B: the parking lot 
2.   A: the hospital?  
 B: the library 
3.   A: the bank? 
 B: the Ajax Supermarket. 
4.  A: the bus station? 
 B: the parking lot 
5. A: The Tyler’s Department Store? 
 B: the hospital 
6.  A: the Ajax Supermarket? 
 B: the library and the bank 
7.  A: the library?    

B: the bus station 
8. A: the post office? 
 B: the Ajax Supermarket 
9. A: the parking lot? 
 B: the Empire Hotel and the bus station 
10. A: the hospital 
 B: the bus station 



 
４．今週の“ごん英検”！ 
 
#1 the flames, light and heat, and often smoke, that are produced when something burns 
#2 a book that gives a list of the words of a language in alphabetical order and explains what 
they mean 
#3 a drawing or plan of the earth’s surface or part of it, showing countries, towns, rivers, 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 What’s new? 
 
今週の金曜日（2 月 9 日）に横田基地所属空軍音楽隊のポップグループのメンバーを中
心としたグループ“E-Siders”がここカレーごんでコンサートを開催します。アメリカ
の 50 年代、60 年代をはじめ、日本語の曲にも挑戦。ぜひお越しください！！また、気
さくなメンバーばかりです。演奏後に話しかけ、英語の練習をしてください。詳しくは

店内掲示板で。 
 
 
  
 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 


