
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. How was your week? 
    My week was soooooo exciting because…  
 

2. 先週使った重要単語/フレーズ 
 

feed １．（自動詞）動物がえさを取る Birds are feeding in the park. 
   ２．（他動詞）～に食べ物を与える I  feed the baby when she begins to cr y.   

     rest   （休憩する、ある）Swans rest elegantly on the water. 水面には白鳥が優雅にたたずんでいる。  
     plum-blossom viewing party （梅見パーティー）  
     pollen（花粉  Pollen allergies are a problem for many people. 花粉アレルギーは多くの人々の悩みだ。 
     job placement office（職業安定所／ハローワーク） 
     Don’t be a troublemaker,  Scott !（厄介者になるな。問題を起こすな。） 
       

3. 今週のギヴィラショッ！（Give it a shot!）  
 
今週の“ギヴィラショッ！”は物を describe（描写する）の練習をします。  
皆さんは今、アメリカを旅行中です。楽しさと、緊張のちょっとした気のゆるみから
あなたの大切な持ち物が盗まれてしまいました。そして、あわてて警察へ。。。 

   
  “持ち物”は下から選んでください。  
 
  カバン 財布 カメラ 腕時計 携帯電話 宝石 

 
 

      大きさ /長さ表現  
 
・大きい(big, large)  ・小さい(small)  ・長い(long)  ・短い(short)  
・だいたい<    >の大きさ(  about the size of <        >)  
・これくらいの大きさ(this big) これくらいのサイズ(this size)   
・<    >の半分の大きさ  (half size of <      > )  

 
      形の表現  

 
丸(circle)  長方形(rectangle)  正方形(square)  三角形(triangle)  
楕円形(oval) 扇形(sector) ひし形(diamond) 五角形(pentagon) 

 

              今週の使ってみよう！ 
 

I am so embarrassed! （恥ずかしい！）  
 

恥ずかしい、ばつが悪い、困惑して など、われわれが通常使う恥ずかしいです。  
“shame/ashamed”などは悪いことなどをして罪悪感を伴う“恥ずかしい”ときに使います。  
 また、embarrassed であって、  embarrassingにしないように気をつけてください。  
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Dialog:  At a police station 
 

Police officer:  What was stolen?  
You:           My (     bag         ) was stolen. 
Police officer:  Where did you have it stolen?  
You:   (    At the train station                    ) 
Police officer:  When did you have it stolen? 
You:   (    Half an hour ago, at 9 : 30.        ) 
Police officer:  How big was it? 
You:   (    It’s about the size of a laptop computer.    ) 
Police officer:  What shape was it? 
You:   (    It’s rectangle with a big handle.  ) 
Police officer:  What color was it? 
You:   (    Brown.     ) 
Police officer:  What make is it? 
You:   (    Louis Vuitton           ) 
Police officer:  What’s the price when you bought it? 
You:   (     1,400 dollars    ) 
Police officer:  How old is it? 
You:   (    It’s a brand new!                     ) 
Police officer:  Any special features? 
You:   ( It’s a Epi leather type stamped with LV initials.  ) 
Police officer:  We will call you when we find it. 

 
                       Good job! 
 
 
３．今週の“ごん英検”―     リスニング編４ 
 
次の会話を聴いて、答えてください。 
 
1. Where is this place? 
2. What does the pharmacist suggest for her cough? 
3. What does the pharmacist suggest for her dry skin? 
 
 
４．Q&A タイム 
 
ここでは、皆さんの一週間のなかで疑問に感じた英語のこと、試してみたいフレーズ、 
考えをチャレンジしてみてください。 
 
 
 
 
     
*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    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 
 


