１月のテーマは Taking Care of Yourself. 風邪をひいたり、怪我したり・・・。気をつけて！
George (A) and Sandy (B) is college friends. They are looking for a new room mate for their big apartment.
Part 1 of 4
A: Hey, what are we going to do after Jake leaves this apartment?
B: Well, I think we should have an ad posted on a local news paper.
A: Is it good deal?
B: Yeah. I think so. And we could do that on internet, too.
A: No…I am not savvy as much as you are when it comes to computer.
B: Don’t worry about that. I’ll do that.
Ａ：でさ、ジェイクがこのアパートから出た後どうする？
Ｂ：地元紙に広告でも載せようかなって考えてるわ。
Ａ：値段的にいいの？
Ｂ：うん。そう思う。それに、インターネットにも載せることもできるしね。
Ａ：どうかな・・・僕は君ほどコンピュータについては詳しくないから
Ｂ：心配しないで。私がやるから。

な・・・。

[expressions]
1. What are we going to do? 「どうする？」とあらゆる場面で使えます。
2. ad=advertisement の略
3. could do that 「（やろうと思えば）できる」（仮定）
4. savvy (～に)詳しい
Part 2 of 4
A: Anyway, before posting the ad, I have to organize my things.
B: Yes, this is a must! If a new roomate see your mess, he or she wouldn’t live with us!
A: You mean. But I know. OK, I’ll start cleaning from tomorrow.
B: I think you should do that from TODAY!
A:You’re right. I always make an excuse…
B: Sorry for being so strict on you. I’ll help you.
A: Thanks.
Ａ：とにかく、広告を出す前に自分のものを整理しないとな・・・。
Ｂ：それは絶対やった方がいいわ！あなたの散らかしようをみたら誰も一緒に住んでくれないわよ。
Ａ：嫌味だな・・・。でもそのとおりだね。わかった、明日から掃除するよ。
Ｂ：今日からやった方がいいと思うけど。
Ａ：そう・・・だね。僕はいつも言い訳してるね・・・。
Ｂ：厳しくてごめ～ん。手伝うから。
Ａ：どうも。
[expressions]
1. posting the ad : 広告を掲載する、出す
2. organize : 整理する
3. mess : 取り散らかした状態
4. make an excuse : 言い訳をする

Part 3 of 4
A: Sandy, can you help me moving this table to that corner?
B: Sure. Uh-oh…it’s heavier than it looks!
A: Yep. Move slowly…I don’t want to scratch the floor.
B: Ok…
A: Are you really ok?
B: Yes, I’m still ok. But I need to take a rest….phew…my finger hurts!
A: Hey, don’t push yourself too hard. I’ll move this table tomorrow with my friends.
B: No…it’s just 10 more inches to the corner. I’m ok. Let’s more it!
Ａ：サンディ、このテーブルをあっちの角に動かすの、手伝ってくれる？
Ｂ：いいよ～。あら、見た目より重いわ。
Ａ：そうなんだよ。ゆっくり動かしてね。床を傷つけたくないから。
Ｂ：わかった。
Ａ：本当に大丈夫？
Ｂ：うん。まだ、大丈夫。でも休憩したい・・・指が痛い！
Ａ：無理しなくていいよ。明日友達とこのテーブルを動かすから。
Ｂ：だめ。角まであとたったの１０インチだもん。私は大丈夫。動かすわよ！
[expressions]
1. move A to B : A を B まで動かす
2. scratch the floor : 床を傷をつける
3. take a rest : 休憩する、休む
4. Don’t push yourself too hard : 無理をしないで。
Part 4 of 4
A: Thanks, Sandy. You’re stronger than two men!
B: Hey, are you giving me a compliment or is it just a joke?
A: Of course, it’s a compliment. I appreciate your help.
B: Ok. Thanks for your words. Can I ask you to get me a coke in the fridge?
A: Alright. (He streches his arm to the fridge…) Auch!! I stove my finger!
B: Are you ok? How did you do that?
A: I didn’t see well.
Ａ：サンディありがとう。君は男二人分より強いね。
Ｂ：ねぇ。それって誉めてるのそれとも冗談？
Ａ：もちろん誉めてるの。手伝ってくれたこと感謝してます。
Ｂ：わかった。ありがとね。冷蔵庫のコーラ取ってくれる？
Ａ：オーライ。ててっ！突き指した～！
Ｂ：大丈夫？いったいどうやったわけ？
Ａ：よく見てなかったんだ・・・。
[expressions]
1. compliment : 褒め言葉、世辞
2. appreciate your help : あなたの助けに感謝する
3. stove finger : 指をくじく、突き指する
4. How did you do that? どうやったの？
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