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〈リスニングセクション〉 

イーグルスがホテル・カリフォルニアを提訴 

Eagles sue Hotel California 
 
乗客引きずり降ろし事件で航空業界への規制強化か 

Airlines threatened with legislation after United 
dragging 

 

 

  

      〈リーディングセクション〉 

      ブラピ、酒浸りと離婚の真相を告⽩ 

      Pitt opens up about drinking, split with Jolie 
       

      東京五輪の警備に AI 参上 

      AI joins Tokyo 2020 security detail 
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