
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．How was your week? 
   皆様が楽しい週であったことをお祈りいたします。 
 
２．先週使った重要単語/フレーズ 
     
sore  sore muscles（筋肉痛） sore throat（喉の痛み） 
in-laws（姻戚） father-in-law（義父）  mother-in-law（義母） 
competition（競争、争い、コンペ） 
statue（像、彫像）  Statue of Liberty（自由の女神） 
railway crossing（鉄道の踏切） 
anxious（心配して、心を悩ます）  

I’m anxious about the result of the examination. 
        （切望して、ぜひ~したいと思って）  

I’m very much anxious to see you next week. 
semester at sea（海上セミナー、航海セミナー）  
 
３．今週のDialog 

 
ごん刑事から事情聴取をされます。正直に答えてください！ 

 
Theme: Detective Gon is interviewing a suspect  
 
G: Where were you last night? 
Y: I was at (                             ). 
G:  Who were you with? 
Y: I was with (                                        ). 
G:  What did you do at (                                     ). 
Y: I (                                                              ) 
G: How long were you there? 
Y: I was there for (                          ). 
G: Why were you three? 
Y: Because I (                                                       )    
G: When did you go back home?  
Y: (                                              ) 
 

 
 
 
 

              今週の使ってみよう！ 
hang out <with>（～と行動をともにする、～と一緒に時間を過ごす、～と付き合う） 
  例） Wanna hang out with us tonight?  We’ll have a party at Roppongi!!  

（今夜、付き合わないか？六本木でパーティーするんだ。） 
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４．今週の“ごん英検”―リスニング編２ 
今回のリスニングはケネディー大統領就任演説より抜粋です。とても有名なセリフなのでご
存知でしょうか？ 
 
 
   
 
.  
 
 
 
 
５．Q&Aタイム 
     
   
6.  今週のChallenge!        
                     The Power Of Love         Celine Dion 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Vocabulary 

 
  whisper（ささやき声）                even though（～だけど）                        
   tight （ぐっすりと）    be far away（～離れている） 
   rolling（とどろいている）    wonder（かどうかと思う） 
   hold on to（～にしがみつく）   head for（～へ向かって進む） 
   tender（やさしい）     somewhere（どこか、ある場所）  
   forsake（～を捨てる）   I am frightened（おびえている 
   whenever（～のときはいつも） 
  reach for（～を得ようとする/手を伸ばす） 
     
*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。  
「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 

 
Even though there may be times 
It seems I’m far away 
Never wonder where I am 
‘cause I am always by your side 
‘cause I am your lady 
And you are my man 
Whenever you reach for me 
I’ll do all that I can 
We’re heading for something 
Somewhere I’ve never been 
Sometimes I am frightened 
But I’m ready to learn 
Of the power of love 

 
 
 

The whispers in the morning 
Of lovers sleeping tight 
Are rolling like thunder now 
As I look in your eyes 
I hold on to your body 
And feel each move you make 
Your voice is warm and tender 
A love that I could not forsake 
‘cause I am your lady 
And you are my man 
Whenever you reach for me 
I’ll do all that I can 

 


