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Vol. １０
今 週の使 ってみよう！

When pigs fly!
◆【直訳】ブタが空 を飛ぶとき

（不可能である、無理である）
⇒

ブ タが空を飛ぶなんて ことは有り得 ない

"I'm going to win the lottery."
"Yeah, when pigs fly."

「宝くじで一発当てるぞ」
「無理だね」

1. How was your wee k?
2 週間分の話ができましたか？ここに今日の３０％の力を注いでください！！

2. 先週使った重要単語/フレーズ
Diet

【名】((通例 D-))（デンマーク・スウェーデン・ハンガリー・日本などの）議会, 国

会

fortnight 【名】 2 週間｛しゅうかん｝
We got back from North America a fortnight ago. （私たちは北アメリカから 2 週間前に帰ってきた。）
guilty 【形-1】 有罪｛ゆうざい｝の、犯罪的｛はんざいてき｝な、罪を犯した
We find the defendant guilty. （被告人を有罪とします。
）
【形-2】 罪の意識｛いしき｝がある、後ろめたい、やましい
swear 【他動-1】 〜と断言｛だんげん｝する、誓って言う、誓う
I swear that I'm telling the truth! （誓って私は真実を言っている。
）
【自動-1】 誓う、断言｛だんげん｝する、保証｛ほしょう｝する
【自動-2】 悪態｛あくたい｝をつく、ののしる、毒づく

ｍ2
ｍ3

square meter （平方メートル）
cubic meter
（立方メートル）

two-fifths

.

3. 今週の“ギヴィラショッ！”（Give it a s hot!）
次の質問に英語で答えてください。どの質問でも結構です。一つ選んでください。
それについてルーカスとスコットが質問をします。

“Give it yo ur best sho t!”
You:
Lucas/Scott:
You:
Lucas/Scott:
You:
Lucas/Scott:

I will try number 6.
OK, what’s your favorite place to shop?
I love to shop at Fussa Seiyu!
Why do you love to shop at Seiyu?
Because it is close to my house
Any other reasons?

You:

Well......

１． Describe your dream house.
*describe 表 現 す る 、 描 写 す る
２． Do you have any pets? If so, tell about them.
３． What's the most interesting animal you've ever eaten?
４． What is the best movie of all time? Why is it so good?
５． How often do you drink? What's your favorite drink? Where do you
usually drink it?
*favorite お 気 に 入 り の
６． What's your favorite place to shop? Why?
７． Describe the best trip you ever took. Where did you go? Who did you
travel with? What did you do?
８． Where will you go on your next vacation? *vacation 休 暇
９． What's the last meal you cooked for yourself? How do you make it?
10．Do you play a musical instrument? What instrument? Did you take
lessons?
*musical instrument 楽 器

Not too shabby!

4. Q & A Time
たまった疑問 点をここでス ッキリ 、クリアーにして帰 ってください 。

メモ欄

*質問・疑問、意見や情報は、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。
「 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

