１０月のテーマは Visiting your friend’s house. 手ぶらで行くのも何なので・・・。あなたなら何を持っていき
ますか？ 何であっても、持ってきてくれるのはうれしいものです。
Rachael (A) is talking to Janet (B) on the phone.
A: Hi, Janet. How are you?
B: I’m good. How about you?
A: I’m fine. Thanks. You know, I wanted to tell you that we are
going to have a party next Tuesday night. Do you want to come?
B: Party? What kind of party is it?
A: Do you remember …husband is a big fan of our local football team.
B: Yes. I remember that. Then it will be football watching party.
Right?
A: That’s right. And we are going to invite other families, too. Can
you bring something to eat to share with us?
B: Sure. Oh! I remember the snack you made for us last
year! The chocolate-covered popcorn was very good. And I liked
the colors….yellow, orange, and of course, brown!
A: Oh, it was a kind of a time saver. I can fix it quickly.
B: You are a really good cook. Can you write down the recipe for me?
A: Ok. I’ll give it to you when you come here. Oh, I have to tell you
about the time for the party. We are thinking of start eating
around 7:00pm. The game will start at 8:00pm.
B: Eating before the game is a good idea. Ok. I’ll bring something.
But don’t expect me too much. I am not as good as you are.
A: Don’t say like that! I love your chicken casserole. Can you make
it for us again?
B: Sure! That is a real time saver for me. I just add Sandal’s
Cream of Chicken to other ingredients!
A: I love it. Ok, then, I’ll meet you guys next week!
B: Thanks for inviting us. See you! Bye.
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Words and Phrases
1. I’m good.
元気ですよ。
（ I’m fine. と同じ）
2. a big fan of…
～の大ファン
3. local
地元の
4. invite
～を招待する
5. bring
持ってくる
6. something to eat
何か食べるもの
7. share with…
～と分ける
8. chocolate-covered..
チョコで覆われた
9. a time saver
時間が短縮できる物
10. fix
手早く作る
11. a good cook
料理がうまい人
（ cook は必ずしも職業を
指すとは限らない）
12. write down
書き留める
13. start eating
(start ~ing)
食べ始める
14. expect
～に期待する
15. not as good as
～程は上手くない
16. ingredients
材料

Useful Expressions For You! （日本語訳）

Ａ：ジャネット、元気？
Ｂ：元気よ～。あなたは？
Ａ：元気、元気。ありがとう。あのね、来週の火曜日にパーティをするんだけど来ない？
Ｂ：何のパーティ？
Ａ：私の旦那が地元のフットボールチームの大ファンだって話、覚えてる？
Ｂ：うん。覚えてる。じゃ、そのパーティはフットボール観戦パーティね。
Ａ：そ、その通り。他の家族も招待してあるんで、何か一緒に食べられるもの持ってきてくれる？
Ｂ：いいよ～。あぁ、あなたが作ったチョコレートで覆われたポップコーンは本当においしかったな。
それに、色も黄色、オレンジ、それからもちろん茶色もよかったな～。
Ａ：あー、あれはちょっとした時間短縮のもので・・・すぐに作れるよ。
Ｂ：あなた料理上手よね。作り方、書き留めてもらっていいかな？
Ａ：いいわよ。あなたがこっちに来た時に渡すからね。あ、パーティの時間を教えなきゃね。７時頃から
食べ始めようかなって考えているんだけど。試合が８時から始まるんで。
Ｂ：試合前に食べるってのは、いいね。わかった。じゃぁ、何か持っていくね。でも、あんまり期待しないで
よ～。あなた程うまくはないから。
Ａ：まぁそんなことは言わないで。私は、私はあなたのチキンキャセロールが大好きなんだから。また、作
ってもらえる？
Ｂ：もちろん。あれこそ時間短縮のものなんだから。サンダルズのクリームオブチキンを他の材料に
加えるだけだから。
Ａ：本当においしいわよ。じゃぁ、来週会おうね。
Ｂ：招待ありがとう。じゃ、またね。

Grammar Tips for your Understanding!
今月は次の文章を取り上げてみたいと思います。

“I’m not as good as you are.” 「あなた程は上手くない。」
基本的にこの表現は「同じくらいである」という考えがあるのです。as…as の間には多くの場合、形容詞が
入ります。as…as の意味が「（同じくらい）～である」というものなので、その前に not をつけてしまうだけで、
「（同じくらい）～でない」、転じて「～程は～でない」という意味が出てきます。例文をいくつか見てみまし
ょう。
1. Jake is as tall as I am. 「ジェイクは、私くらいの背丈だ。」（時々口語では am は省略されますし、
am の代わりに、me を使うこともあります。）
2. I can eat as much as you (can). 「私もあなたくらいたくさん食べられるわ。」
3. Tom has as many books as Jane (does). 「トムはジェインと同じくらいたくさん本を持っている。」
3 の文では as…as の間に名詞「たくさんの本」が入っている例です。
4. Her writing is not as good as yours. 「彼女の字は、あなた程は上手くない。」（一応「彼女」も
字が上手い人の内に入ってはいるけれど、あなた程は上手くはない、と言いたいわけです。）
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