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今 週の使 ってみよう！

It’s very kind of you! （親切にありがとうございます！）
“Thank you.” 以外に、感謝の表現を 自分の英語としても う一つお持ち くださ い。
It was really kind of you to help me out like that.
（そのように助けていただいて本当にありがとうございました。）

1. How was your wee k?
2. 先週使った重要単語/フレーズ
I heard a news report from the Capitol.
I got a promotion. （昇進しました。）
hold one’s breath（息をとめる）
＊ 否 定 文 で 使 う と He doesn't hold his breath to marry her.
（彼は、彼女と結婚できるとは期 待 し て い な い 。）
cozy （ 気 持 ち の 良 い 、 居 心 地 の 良 い ） cozy chair（座り心地の良い椅 子）
real property（不動 産）  intellect ual property（知的財産）
＊ Copyright and patent are intellectual property. （著作権と特許は知的財産である）

3. 今週の“ギヴィラショッ！”（Give it a s hot!）
今回は基本的な数字の数え方にギヴィラショッ！
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1,000
10,000
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1,000,000
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ten
one hundred
one thousand
ten thousand
hundred thousand
one million
ten million
hundred million
one billion
ten billion
hundred billion

（十）
（百）
（千）
（万）
（十万）
（百万）
（千万）
（億）
（十億）
（百億）
（千億）

次の質問にお答えください。答えは右の数字（凡そ、仮の数字）を使ってください。
１．How many CDs do you have?
２．How long is Shinano River?
３．How far is it from Tokyo to Osaka?
４．How high is Mount Everest?
５．How much do you have in your wallet now?

260
367 km
500 km
8,850 m
(
) yen
or “None of your business.”
６．How much money do you need to buy a house in Tokyo?
50,000,000 yen
７．How many people live in Fussa?
59,334
８．How big is the Tokyo Dome?
46,755 ｍ２
９．How big is Japan?
377,835 kｍ２
10．How big is the USA?
9,631,418 kｍ２
11．How many people live in Japan?
145,000,000
12．How many people live in the USA?
300,007,997
13．How many Japanese traveled abroad in 2005?
17,403,565
14．How many people have cell phones in Japan now?
99,825,964
15．How many people do you think are fans of Michael Jackson’? (
)

Outstanding job!
4. Q & A Time
今回のレッス ンや一週間の 英会話 自己レッスンで疑問 に感じたこと は？
また、自分の 英作文を発表 してみ てはいかがですか？

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

