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Unit 3 朝から夜までの表現 

≪この課のねらい･･一日の活動の表現≫ 

この課では、毎日の出来事を起床から就寝までを英語で言えるように学習します。 

 

＊【流れ】起床 → 朝食 → 仕事 → 午前中 

  → 昼食 → 午後 → 仕事のあと → 帰宅 →  

 夕食 → 夕食後 → 就寝  

  

※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

１ – １・・・Basic Expressions 

重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

I. I usually get up at seven. （私はふだん 7 時に起きます。） 

 

2. I leave home at seven fifty. （私は 7 時 50 分に家を出ます。） 

 

3. Work begins at eight forty five.（仕事は 8 時 45 分に始まります。） 

 

4. We eat lunch at noon. （12 時に昼食をとります。） 

 

5. I work until 6 and get home by 7. 

 （私は 6 時までは働いて 7 時までには帰宅します。） 

 

6. I always take a bath for half an hour after dinner. 

 （いつも夕食後 30 分間入浴します。） 

 

7. I go to bed at about eleven every night. （毎晩 11 時ごろには寝ます。） 
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２ - １・・・Activity 
 

講師と一緒に発音練習をして下さい。 

 

1. I usually get up at seven. （私はふだん 7 時に起きます。） 

 

2 I eat breakfast at seven thirty.  

 （私は 7 時半に朝食をとります。） 

 Today’s menu is toast and hot milk. 

 （今日のメニューはトーストとホットミルクです。） 

 

3. I leave home at seven fifty. （私は 7 時 50 分に家を出ます。） 

 I go to work by walking to the station and riding the train. 

 （私は駅まで歩き電車に乗って仕事へ行きます。） 

 

4  I arrived at the office at eight thirty. （私は 8 時 30 分にオフィスに着きました。） 

 

5. Work begins at eight forty-five.（仕事は 8 時 45 分に始まります。） 

 

6. We have two meetings before noon. （午前中に 2 つの会議があります。） 

 

7 We eat lunch at noon. （12 時に昼食を取ります。） 

 We usually eat bento for lunch. (たいていは昼食に弁当を食べます。) 

 

8. I sometimes drink coffee at the coffee shop near my office after lunch. 

 (私は時々会社の近くの喫茶店でコーヒーを飲みます。） 

 

9. I work until 6 and get home by 7. 

 （私は 6 時まで働いて 7 時までには帰宅します。） 

 

10. I always watch a baseball game on TV while drinking beer. 

 (私はいつもビールを飲みながらテレビで野球の試合を見ます。）） 

 

11. I eat dinner with my family. (家族と一緒に夕食をとります。) 

 

12. I always take a bath for half an hour after dinner. （いつも夕食後 30 分入浴します。） 

 

13. I go to bed around eleven every night. （毎晩 11 時ごろには寝ます。） 

 

14. I always read a book before sleeping.（眠る前はいつも本を読みます。）  
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２ – ２・・・Activity 
 

次の質問に対して自由に答えましょう。 

 

1. What time do you usually get up every morning? （ふだん毎朝何時に起きますか？） 

 

2. How do you go to work? （仕事へはどうやって行きますか？） 

 

3. What kind of work do you do? （仕事は何ですか？） 

 

4. How many hours do you work every day? （毎日何時間仕事しますか？） 

 

5. What do you usually eat at lunch time? （ふつうランチには何を食べますか？）  

 

6. What do you do after work? （仕事の後何をしますか？） 

 

7. What time do you get home every day? （毎日何時に帰宅しますか？） 

 

8. What do you usually eat for dinner? （普段は夕食に何を食べますか？） 

 

9. What do you do before going to bed? （就寝前に何をしますか？）  

 

10. What time do you go to bed every night? （毎晩何時に寝ますか？）  

 

 

Memorize these sentences – ３   

 
この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 

I. I usually get up at seven. （私はふだん 7 時に起きます。） 

 

2. I leave home at seven fifty. （私は 7 時 50 分に家を出ます。） 

 

3. Work begins at eight forty five.（仕事は 8 時 45 分に始まります。） 

 

4. We eat lunch at noon. （12 時昼食を取ります。） 

 

5. I work until 6 and get home by 7. 

 （私は 6 時までは働いて 7 時までには帰宅します。） 

 

6 I always take a bath for half an hour after dinner. 

 （いつも夕食後 30 分入浴します。） 

 

7. I go to bed at about eleven every night.  

 （毎晩 11 時ごろには寝ます。） 

 




