
SITUATION  

Naomi and John are talking about what they do in their free time. 
ナオミとジョンは自由時間の過ごし方について話しています。	

Naomi: What do you like to do in your free  
              time? 

 
John  : My job is really busy so I don’t  
             have a lot of free time. I like to go  
             camping and surfing.   
 
Naomi: I like surfing too! We should go  
             together sometime.	

DIALOGUE   

ナオミ：	
自由時間には何をするのが	
好きですか？	
	
	
ジョン： 	
私の仕事はとても忙しいので	
あまり自由時間がありません。	
キャンプやサーフィンにいくのが	
好きです。	
	
	
	
ナオミ：	
私もサーフィンが好きです！	
いつか一緒に行きましょう。	

Lesson 6 
Asking About Leisure Activities 

　余暇の過ごし方を尋ねる	

今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A2 General English 

free time*　ひま、自由時間 
busy　        忙しい	

I like to go camping 
and surfing.	
キャンプやサーフィンに行くのが好きです。	

1 

2 

3 

4 

together　一緒に　	

sometime   いつか	

*free time = spare time　 という時もあります 
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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。 	

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。 	



LANGUAGE FOCUS  

Asking about Free Time Activities 
自由時間の過ごし方を尋ねる	

Simple Present Tense -- Question  単純現在形の疑問文　 

今日のポイント	

A:あなたは料理をするのが好きですか 

B:はい、好きです。週末は家族のために 
   料理します。	

  

A:自由な時間には何をしますか？ 

B:本を読んだり買い物に行ったりします。	

A: Do you like to cook?　 

ACTIVITY 
練習	

1.  Do you like ethnic food? 　 
エスニック料理は好きですか？ 

Activity: Answer the questions.  
練習：　質問に答えてみましょう。	

Hints 
ヒント	

ethnic food  　　　 エスニック料理 
Italian food 　　　　イタリア料理 
Mexican food　　　メキシコ料理 
spicy food  　　　　辛い食べ物 	
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B: Yes, I do. I cook on the weekends for my family.   　 

foreign travel       海外旅行 
domestic travel　 国内旅行	

       
	

A: Do you like to watch movies?	 A:あなたは映画を見るのが好きですか？ 

B:はい、好きです。アクション映画が好きです。	B: Yes, I do. I like action movies. 	

A: What do you do in your free time?  　 

A: How do you spend your free time?　 

2.　Do you like to travel? 
      旅行に行くのは好きですか？  

3.　How do you spend your free time? 
     自由な時間はどのように過ごしますか？	

4.　What do you do in the summer? 
     夏場は何をしますか？ 

B: I read books and go shopping. 

B: I like to travel and take photographs. 
A:自由な時間はどのように過ごしますか？ 

B:旅行に行って写真を撮るのが好きです。	

go to a hot spring　  温泉に行く	

go to karaoke　    カラオケに行く	

go shopping　      買い物に行く	

watch movies　    映画を見る	

go hiking　        ハイキングに行く	

Lesson 6 
Level A2 General English 

I like to go camping 
and surfing.	
キャンプやサーフィンに行くのが好きです。	

5.  What do you do in the winter? 
     冬場は何をしますか？ 
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Asking About Leisure Activities 
　余暇の過ごし方を尋ねる	
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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。 	


