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今 週の使 ってみよう！

none of your business

(大きな［余計な］お世話だ。/あんたにゃ関係ないだろ。/ほっといてくれ。/構わないでください。)

例） Why do you ask me things like that? That's none of your business!
(なんでそんなこと聞くのよ？！あなたには関係ないでしょうが！)
1. How was your week?
My week was s~~~o exciting because…
2. 先週使った重要単語/ フレーズ
wound（外傷／傷つける） Gunmen killed three and w ou nd e d three more.
(ガンを持った犯人は3人を殺し、さらに3人を負傷させた。)
I work overtime.（残業をします。） I work ov er ti me without pay（サービス残業をします。）

I was by myself (alone). （私は1人でした。）
co-worker（仕事仲間、同僚） I think she is the worst co- w ork er I have ever had.
（彼女が今までで最悪の同僚だと思うわ。）
resign（辞める、辞任する） Lette r of r esign ati on （ 辞 表 ）

crescent（三日月形／三日月形の）

crescent moon（三日月）

3. 今週の ギヴィラショッ！（Give it a shot!）

今週も質問形式で行います。質問に答えてください。”None of your business”とは
答えないでください。
考えているときにすぐに回答が出ない場合は。。。
・Well （え〜と。）
・Let’s see…(ええっと。)
・Let me think…（ええっと。）
・ You know…（あのね、あのー）
・I can’t think of anything no w.（今、何も思いつかない。）
・Would you mind asking your question later?（後で答えてもいいですか？）
・It slipped my mind.（ど忘れしました。）
・I’ll pass.（とばしてください。）
・It’s a secret.（秘密です。）
・As I mentioned earlie r, （さっき言ったとおりですが、）

１．Who are your favorite baseball pl ayers?
２．What do you do on weekends?
３．What type of car do you drive?
４．What time do you start work in the morning?
５．What is the weather like in April ?
６．What is your husband/wife/father/mother/ like?

７．When do you like to go out?
８．Where did you go on vacation?
９．How often do you go to the movies?
10．Which book did you buy?
11 ．What time did you get up this morning?
12．Which team won the World Cup i n 2002?
13．Where does Sachiko-san live?
14．What kind of food do you like?
15．How long does it take to get to Shinjuku from Fussa?
16．Who is your favorite acto r?
17．Where do people in Japan go on vacation?
18．How often do you eat Ramen?
19．Which sports do you play?
20. How old are you?

３．今週の“ごん英検” ―リスニング 編３
今回は（旧）TOEICよりの問題です
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４．Q&Aタイム
この時間は貴重な時間ですよ！フルに活用してください！！

* 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

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

