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今 週の使 ってみよう！
I’ll give it a tr y. / I’ll give it a shot.（試しにやってみる/挑戦してみる）
例）I don’t think I can make it tonight. But I’ll give it a try.
（今夜は行けそうにないな＜都合がつかなさそうだ＞、でも、頑張ってみるよ。）

１．How was your week?
思いついたことを何でもいいので、楽しくお話してください！
２．先週使った重要 単語/フレーズ
canal（運河）The ca nal s of Venice are popular with tourists. (ベニスの運河は観光客に人気がある。)
certainly（いいとも。／かしこまりました。） Cer ta i nly. I'd be glad to. （お引受致しましょう。）
claw（鉤つめ） Cats have sharp claws. 猫は鋭いつめを持っている。
Pleasure to meet you. （お会いできて嬉しいです。）
-- Likewise （同じく＜お会いできて嬉しいです。＞）
Thank you -- It was no trouble.（どう致しまして。／お安い御用です。）
３．今週の Role-Play
Theme: At a hotel
A: Good afternoon, sir (ma’am). Welcome to Gon International Hotel. May I help you?
B: Yes, please. I’d like a room for (the night / two nights / a week.)
A: Did you make reservations?
B: No I didn’t.
A: What type of rooms would you like?
B: I’d like a (single room / a double room / a suite), please.
A: OK, let me check….. Yes, we have a (single room / a double room / a suite) room available.
B: How much will it be?
A: It’ll be 120 dollars a night, including tax.
B: Can I pay by (credit card / traveler’s check / cash)?
A: Certainly. Would you please fill out the registration card?
B: (After filling out the card.) Here you are.
A: Thank you. Here is your key. Your room number is 722. Have a pleasant stay.
B: Thank you.
Challenge!
あなたはアメリカで気ままな旅を楽しんでいます。日も暮れかけたのでホテルを探すことにしまし
た。見つけたホテルで部屋を予約してみてください。
Vo cabulary
I’d like ~
make a reservation
how much will it be?
fill out
pleasant

４．今週の“ごん英検” ―リスニング 編
今から下の文章を読みます。括弧に入る単語やセンテンスを記入してください。

This is your captain speaking. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board this
Gon Airlines flight to Hawaii. In a very short time (
). When we
(
) our cruising speed of (
) miles per hour, we’ll be flying
(
). Our flight time today is (
).
The cabin crew (
) refreshments during the flight. If you need any
assistance, just press (
) and (
) will come to help you.

５．Q&A タイム
特に質問が思いつかない場合は。。。
例）What was your most exciting experience in Japan?
What is your most favorite book?
How often do you eat “SUSHI”?
Do you have any special plan this weekend?
May I buy you a beer?
Could you buy me a curry?

6.

今週の What’s new?
Scrabble
ゲームの遊び方はいたって簡単。写真（アマゾンインターナショナルより）を見ていただくと

わかるように、碁盤の目の板にアルファベットの書いてあるコマを並べ、英単語をつく
ります。そしてその英単語の１文字をつかって別の単語を作っていくゲームです。
もちコマがあり、その中で新しい単語を作っていくのですが、難しいレター（Q や Z）
を使えばより多くの点数を獲得できます。また、盤のマス目にも“ここにおくと点数が倍”
などの特典もあります。
知っている単語を駆使しながら楽しめるゲームです。また、勝手に想像して作った単
語が実際に存在する場合もあります。そのために辞書はこのゲームをするうえでの必需
品となっています。
“単語の暗記に！”とまではいえないかもしれませんが、英単語や辞書と親しくなるに
はもってこいの方法だと思いませんか？

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

担当：ルーカス・ビティック lmbittick@yahoo.com

http://curry-gon.seesaa.net/

／ 八木正人 msayag@ninus.ocn.ne.jp

