
平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    後期後期後期後期    英会話口座英会話口座英会話口座英会話口座ＣＣＣＣクラスクラスクラスクラス    

    

                                                    谷田部谷田部谷田部谷田部        徹徹徹徹    

    

私私私私ののののフィリピンフィリピンフィリピンフィリピン旅行旅行旅行旅行    

私私私私はははは 11111111 月月月月にににに妻妻妻妻ととととフィリピンフィリピンフィリピンフィリピン旅行旅行旅行旅行にににに行行行行きましたきましたきましたきました。。。。    

私私私私のののの旅旅旅旅ののののスタイルスタイルスタイルスタイルははははバックパッカーバックパッカーバックパッカーバックパッカーですですですです。。。。    

フィリピンフィリピンフィリピンフィリピンのののの４４４４つのつのつのつの島島島島をををを車車車車ととととフェリーフェリーフェリーフェリーでででで回回回回りましたりましたりましたりました。。。。    

そしてそしてそしてそして、、、、深深深深いいいい青青青青いいいい海海海海ででででスキューバースキューバースキューバースキューバーダイビングダイビングダイビングダイビングをしましたをしましたをしましたをしました。。。。    

私私私私はははは海海海海ガメガメガメガメとととと泳泳泳泳ぎぎぎぎ、、、、そしてそしてそしてそして鯵鯵鯵鯵のののの竜巻竜巻竜巻竜巻をををを見見見見ましたましたましたました。。。。    

ボラカイボラカイボラカイボラカイのののの浜浜浜浜はははは、、、、とてもとてもとてもとても白白白白くくくく綺麗綺麗綺麗綺麗ですですですです。。。。    

そしてそしてそしてそして海海海海はははは澄澄澄澄んだんだんだんだ青色青色青色青色をしていますをしていますをしていますをしています。。。。    

私私私私たちはとてもたちはとてもたちはとてもたちはとても楽楽楽楽しいしいしいしい時間時間時間時間をををを過過過過ごしましたごしましたごしましたごしました。。。。    

しかししかししかししかし、、、、空港空港空港空港でのでのでのでのトラブルトラブルトラブルトラブルもももも有有有有りましたりましたりましたりました。。。。    

会話会話会話会話がががが判判判判らずらずらずらず私私私私達達達達ははははパニックパニックパニックパニックですですですです。。。。    

又又又又、、、、フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン人人人人のののの友人達友人達友人達友人達のののの会話会話会話会話もももも直直直直ぐにぐにぐにぐに終終終終わりますわりますわりますわります。。。。    

私達私達私達私達はははは色色色色々々々々なことをなことをなことをなことを話話話話したいのでしたいのでしたいのでしたいので、、、、そのためにそのためにそのためにそのために英会話英会話英会話英会話のののの勉強勉強勉強勉強をしますをしますをしますをします。。。。    

バネッサバネッサバネッサバネッサ先生先生先生先生、、、、教教教教えてえてえてえて下下下下さいさいさいさい。。。。    

宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

My travel in My travel in My travel in My travel in PhilippinePhilippinePhilippinePhilippine    

I went to I went to I went to I went to Philippine Philippine Philippine Philippine with my wife on November.with my wife on November.with my wife on November.with my wife on November.    

My travel is a backpacker style.My travel is a backpacker style.My travel is a backpacker style.My travel is a backpacker style.    

I travel around 4 islands by the car and the ferry.I travel around 4 islands by the car and the ferry.I travel around 4 islands by the car and the ferry.I travel around 4 islands by the car and the ferry.    

And And And And IIII played Scuba diving in deep blue sea. played Scuba diving in deep blue sea. played Scuba diving in deep blue sea. played Scuba diving in deep blue sea.    

I swam with the I swam with the I swam with the I swam with the turturturturtletletletle and saw the fish and saw the fish and saw the fish and saw the fish’’’’s s s s 「「「「horse mackerelhorse mackerelhorse mackerelhorse mackerel」」」」tornado.tornado.tornado.tornado.    

The beach ofThe beach ofThe beach ofThe beach of「「「「BorakaiBorakaiBorakaiBorakai」」」」is very white , very beautiful , and the sea is clear blue.is very white , very beautiful , and the sea is clear blue.is very white , very beautiful , and the sea is clear blue.is very white , very beautiful , and the sea is clear blue.    

We hadWe hadWe hadWe had very enjoy time. very enjoy time. very enjoy time. very enjoy time.    

But I encountered the trouble in the airportBut I encountered the trouble in the airportBut I encountered the trouble in the airportBut I encountered the trouble in the airport at check at check at check at check----in.in.in.in.    

I did not understand what the airport I did not understand what the airport I did not understand what the airport I did not understand what the airport officialofficialofficialofficial said, and I became panic. said, and I became panic. said, and I became panic. said, and I became panic.    

The conversation with PhThe conversation with PhThe conversation with PhThe conversation with Philippine ilippine ilippine ilippine friendfriendfriendfriend ends immediately too. ends immediately too. ends immediately too. ends immediately too.    

I want to speak a lot.I want to speak a lot.I want to speak a lot.I want to speak a lot.    

I study English conversation for that.I study English conversation for that.I study English conversation for that.I study English conversation for that.    

Please teach me, Teacher Vanessa.Please teach me, Teacher Vanessa.Please teach me, Teacher Vanessa.Please teach me, Teacher Vanessa.    

Thank you vThank you vThank you vThank you very much.ery much.ery much.ery much.    



        

        

        

                


