
SITUATION  
Yoko is asking when Hiro studies English. 
ヨウコはヒロにいつ英語を勉強しているか尋ねています。	

Yoko: Wow, you got a perfect score 
　　  in English. When do you    

           study?   
         
Hiro : I usually study English  
          at night.      
            
Yoko: I should do that, too.             

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。 	

ヨウコ： 
わぁ、英語で満点取ったのね。	
いつ勉強しているの？	
　	
	
	
	
	
ヒロ： 
ぼくは大抵夜に英語を	
勉強しているよ。　	
　　　　 　　　　　　　　　	
　　　　　　	
	
ヨウコ： 
私もするべきだわ。	

Lesson 36 
今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY	

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A1 General English 

perfect　完全な	

score　  点数	

study　  勉強する	

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 usually study English  
at night. 
私はたいてい夜に英語を勉強します。	

1 

2 

3 

4 

Using Frequency Adverbs To Describe Routine　 
頻度を表す副詞 

usually　 通常	

at night　夜に	

should　 ～するべきだ	
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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 36 
Level A1 General English 

5 

Activity: Use the cards below to complete each sentence and then read aloud by yourself. 
練習: 下記のカードを使って英文を完成させた後に一人で読んでみましょう。	

I always study English at night. 
I usually study English at night. 
I often study English at night. 
I sometimes study English at night. 
I seldom study English at night. 
I never study English at night. 

Frequency Adverbs 
頻度を表す副詞	

私はいつも夜に英語を勉強します。	

私は大抵夜に英語を勉強します。	

私はしばしば夜に英語を勉強します。	

私は時々夜に英語を勉強します。	

私はめったに夜に英語を勉強しません。	

私は夜にけっして英語を勉強しません。	

練習	
6 

1. I always                        in the morning. 
2. I usually                        in the afternoon. 
3. I often                         over the weekend. 
4. I sometimes                        during the weekend. 
5. I seldom                        at night. 
6. I never                       on weekdays.	

I usually study English  
at night. 

ACTIVITY 
0％	

100％	

always usually often sometimes seldom never 

私はたいてい夜に英語を勉強します。	

Using Frequency Adverbs To Describe Routine　 
頻度を表す副詞 
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drink milk read comic books go shopping 

go camping study play soccer 

Hints 
ヒント	

drink milk  　 
牛乳を飲む 
read comic books    
マンガを読む	

go shopping 
買い物に行く 
go camping 
キャンプに行く 
play soccer 
サッカーをする	


