
SITUATION  
Mike is asking about Sam’s daily routine. 
マイクはサムの日課を聞いています。	

Mike: What time do you get up 
          on weekdays?    
         
Sam: I get up at 6:30.      
            
Mike: And what do you do in the  
          morning? 
 
Sam: I eat breakfast, take a shower 　　　   
　　　　and leave home at 8:00.　	

DIALOGUE  	
Directions: First repeat after your tutor and then practice each role. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。 	

マイク：	
平日は何時に起きるの？	
　	
　	
　	
サム：	
６時半に起きるよ。　	
　　　　 　	
　　　　　　　　	
　　　　　　	
マイク：	
それで、朝は何してるの？	
	
	
	
	
サム：	
朝ご飯を食べて、シャワー浴びて、 
８時に家を出るよ。　　　　	
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PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY	

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A1 General English 

get up　　   起きる	

weekday　 平日	

eat　          食べる	

breakfast　朝食	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

I get up at 6:30. 
私は６時半に起きます。	

1 

2 

3 

4 
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take a shower　シャワーを浴びる	

leave　             去る	

home　             家	
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LANGUAGE FOCUS 	
今日のポイント	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

Lesson 34 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	

work out　 運動する	

go to bed　寝る	

how often　どのくらいの頻度で	

5 

Activity1: Answer the questions below. 
練習1：　下記の問いに答えましょう。	

ACTIVITY 

What time do you get up? 
I get up at 6:30.　　　	
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take a train　         電車に乗る	

come back home　帰宅する	
fruit　                    果物	

何時に起きますか？	

６時半に起きます。	

練習	
6 

Activity2: Ask your tutor about their routine. 
練習2：　先生の日課を尋ねましょう。	

1. What time do you get up? 
2. What time do you eat lunch? 
3. What time do you go to bed?　	

4. What do you do after dinner?	

5. How often do you drink coffee?	

6. What time do you go home? 

I get up at 6:30. 
私は６時半に起きます。	

What time do you ~?	

Talking About Daily Routines　 
日課について話す 
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