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Unit 13 私はふだん 6 時 30 分に起きます。 

≪この課のねらい・・副詞≫  

この課では副詞の使用例を学習します。 

 

副詞はおもに動詞、形容詞や他の副詞そして文全体を説明します。 

 

 1. 頻度を表す副詞には、 

   sometimes, usually, always などがあります。 

 

 2. 時を表す副詞には、 

   now, then, today, yesterday などがあります。 

 

 3. 場所を表す副詞には、 

   here, there などがあります。 

 
※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。 

1. I usually get up at six thirty.  （私はふだん 6 時 30 分に起きます。） 

 

2. Did you go somewhere yesterday?  （昨日どこかへ行きましたか？） 

 

3. I live in Minato ward which is very far from here.   

 （私はここからとても遠い港区に住んでいます。） 

 

4. I enjoyed the movie very much.  （私はその映画をとても楽しみました。） 
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１ - ２・・・Role Playing 

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、覚えるまで練習しましょう。 

 

1.  A: What time do you usually get up?  （ふだん何時に起きますか？） 

 B: I usually get up at six thirty.  （ふだんは 6 時 30 分に起きます。） 

  But sometimes I have to get up at five.  

  （でも時々5 時に起きねばなりません。） 

 A: Oh, I see. I have to get up at five, but I always end up getting up at six. 

  （ああ、そうですか。私は 5 時に起きなければならないのですが、 結局はいつも 6 時に

起きることになってしまいます。） 

 

2. A:  Did you go somewhere yesterday? 

  （きのうどこかへ行きましたか？） 

 B:  Yes, I went to see a movie together with my friends. 

  （はい、友達と一緒に映画を見に行きました。） 

 A:  Oh, really? In fact, I also went to see that movie with my elder sister. 

  （ああ、そうでしたか。実は、私も姉と一緒にその映画を見に行ったんです。） 

 B:  But I didn’t see you there. （でもそこではあなたに会えなかったね。） 

 

3. A: Where do you live?（どこに住んでいるんですか？） 

 B: I live in Minato ward which is very far from here. 

  （私はここからかなり遠い港区に住んでいます。） 

 A:   How far is it from here to Minato ward? 

  （ここから港区までどれくらいの距離がありますか。） 

 B: It is around 25km.（およそ 25 キロメートルです。） 

 

4. A:  Did you enjoy the movie you saw last Sunday? 

  （先週の日曜日見た映画を楽しみましたか?） 

 B: Yes, I enjoyed it very much.（はい、とても楽しみました。） 

 A: Me too, but English was too difficult for me to understand.  

  （ 私も楽しみました、が英語がとても難しくて理解できませんでした。） 

   I wish I could understand English more. 

  （もっと英語が理解できたらなあ。）  
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２ - １・・・Activity   

[      ]内に日本文に合うように適切な副詞を入れて英文を完成し、 

繰り返し発音してみましょう。 

  

1. I studied English very [      ] to pass the examination. 

 （私は試験に受かるため一生懸命英語を勉強した。） 

 

2. She got up [      ] in the morning to catch the first train. 

 （彼女は始発に乗るため朝早く起きた。） 

 

3. I can’t understand what you’re talking about. 

 （あなたの言っていることが理解できません。） 

 Please speak more [      ]. 

 （もっとゆっくり話してください。） 

 

4.  They went to bed [      ] last night, because they had to finish their work. 

 （彼らは昨夜遅く寝ました、なせなら彼らは仕事を終えなければならなかったから。） 

 

5. He can run [      ], but I can’t.   

 （彼は速く走ることができますが、私はできません。） 

 

２ - ２・・・Activity 

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです 

 

1.  A: 【ふだん何時に起きますか？】 

 B: 【ふだんは 6 時 30 分に起きます。】 

  But sometimes I have to get up at five. 

  （でも時々5 時に起きねばなりません。） 

 A: I have to get up at five, but I always end up getting up at six. 

  （ああ、そうですか。私は 5 時に起きなければなりませんが、結局はいつも 6 時におきる

ことになってしまいます。） 

 

2. A:  【きのうどこかへ行きましたか？】 

 B:  【はい、友達と一緒に映画を見に行きました。】 

 A:  Oh, really? In fact, I also went to see that movie with my elder sister. 

  （ああ、そうでしたか。実は、私も姉と一緒にその映画を見に行ったんです。） 

 B:  But I didn’t see you there. （でもそこであなたに会えなかったね。） 
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3. A: Where do you live?（どこに住んでいるんですか？） 

 B: 【私はここからかなり遠い港区に住んでいます。】 

 A:   【ここから港区までどれくらいの距離がありますか。】 

 B: It is around 25km. （およそ 25 キロメートルです。） 

 

4. A:  【先週の日曜日見た映画を楽しみましたか?】 

 B: 【はい、とても楽しみました。】 

 A: Me too, but English was too difficult for me to understand.  

  （ 私も楽しみました、が英語がとても難しくて理解できませんでした。） 

   I wish I could understand English more. 

  （もっと英語が理解できたらなあ。） 

 

Memorize these sentences – １３  

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。 

 

1. I usually get up at six thirty. 

 

2. Did you go somewhere yesterday? 

 

3. I live in Minato ward which is very far from here. 

 

4. I enjoyed the movie very much.   




