
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  How was your week (last weekend)? 
お花見に行った『went cherry blossom viewing 』方も多いのでは？？ 
いつ、誰と、どこへ行きましたか？散歩を楽しみながら、さくらを楽しみましたか？ 
パーティーをしましたか？話してみてください。 

 
2.  先週使った重要単語 /フレーズ         *スペースアルク：英辞郎より  
promise
  

【名】 約束 
【自動】 約束する   

He broke his promise. (彼は約束を破った。) 
You promise? （約束するか？） 

die   【自動】 死ぬ、死亡する   The plant will die without water.   ◆婉曲表現は pass away 
The town is dying. （あの町は寂れる一方だ。） 

dye   【他動】～を染める、 
～に色を付ける、着色する 

Last week she dyed her hair green, but today it's red.  
（先週、ﾞ女は髪を緑に染めていたが、今日は赤だ。）  

remodel 【他動】 作り直す、改築する、
〔建物を〕リフォームする 

I've decided to remodel my old apartment.  
（僕の古いマンションをリフォームすることにしたよ。） 

ceramics 【名】 陶磁器｛とうじき｝ Japan has beautiful ceramics. 
The dishes are made of ceramic. 

Tabby 
cat 

【名】虎猫｛とらねこ｝、ぶち猫           My grandmother has an old tabby cat. 

   
   

                                 

3. 今週の“ギヴィラショッ！”（Give it a shot!）  
今日は実践、海外旅行で使う英会話の一部に挑戦していただきます。 

  At the check-in desk  
A: Good morning, may I have your ticket please? 
You: Here you are. 
A: Would you like a window or an aisle seat? 
You: (     ) an aisle seat / a window seat 
A: Do you have any baggage? 
You: (     ) suitcase(S) / carry-on bag(S) 
A: Here's your boarding pass. Have a nice flight. 
You: Thank you. 

 
In flight 
A: Would you like to have something to drink? 
You: (     ) 
A: Which would you like for dinner: beef or chicken? 
You: (     ) 
A: Coffee or tea? 
You: (     ) 
A: With cream and sugar? 
You: (     ) 

今週の使ってみよう！ 
 

It slipped my mind. 
（うっかり忘れた。ど忘れした。）  

    mind「頭、記憶」から slip「滑り落ちた」というニュアンスです。  
     先週のフレーズや単語を忘れたときはこの単語で切り抜けよう！！ 
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At passport control 
A: May I see your passport please? 
You: Here you are. 
A: What is the purpose of your visit? 
You: (     )       sightseeing / business/vacation 
A: How long will you stay? 
You: (            ) days.    
A: Where will you stay? 
You: (     ) Hotel.                
A: Thank you very much. Enjoy your stay. 
 
At customs 
A: Do you have anything to declare? 
You: (     ) Nothing/some wine and cigarettes. 
A: Open that bag, please. 
You: OK. 
A: How much wine do you have? 
You: (          ) bottles. 
A: That's fine; and how many cigarettes? 
You: (     ) 
A:  I'm afraid you're only allowed 280 cigarettes. You'll have to pay duty on the rest. 
You: Oh! (     ) 

 
              Wow! Fabulous job!! 
    
           

4.  Qs & A s 
 
    Scott, what kind of movie did you see last weekend?  
 
   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    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 


