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先生や友だちの言うことを          先生や友だちのことを             静かにして 先生や 

しっかりと聞きましょう。        しっかりと見ましょう。              友だちに注目！ 

お願いをするときは忘れずに。    返事ははっきりと。     いつも友だちと名前を 

Please.  Thank you.    Yes. / No.     呼び合いましょう。 

What did you do yesterday, Yuki? 「ユキ、昨日は何をしたの？」 

I watched TV and I studied English. 「テレビを見たり英語を勉強したよ。」 
 

Three Rules  3 つのルール 

Three Promises  3 つの約 束  

Daily event    日 常の出来 事  

What are you going to do today, James? 「ジェームズ、今日は何をする予定？」 
I’m going to go shopping at Umeda.  「ウメダで買い物をするつもりだよ。」 

What will you do tomorrow, Daisuke?  「ダイスケ、明日は何をするの？」 
I’ll play soccer with my friends.  「友だちとサッカーをする予定だよ。」 

What time do you go to bed, Iku?   「イク、（いつも）何時に寝るの？」  
I go to bed at ten o’clock.   「10 時だよ。」 

What do you do after school, Kumi?  「クミ、放課後は何をしているの？」 
I usually go to the library.   「いつもは図書館へ行くよ。」 
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I wake up at seven o’clock. 
わたしは（朝）7 時に起きます。  

 

In the morning 

I study English at school. 
わたしは学校で英語を勉強します。  

In the afternoon 

I play a video game at home. 
   わたしは家でコンピュータゲームをします。  

In the evening 

I go to bed at ten o’clock. 
わたしは（夜）10 時に寝ます。  

At night 

wake up   wash my face  brush my teeth  go to the bathroom  put on clothes    comb my hair 
                                                          

   say good morning            change into shoes  say good-bye     walk to school  go to school by bicycle 
   to my mother    eat breakfast            to my mother and (my) father 

say hello to my friends  read a book  study science     take notes       use a computer    wash my hands                                                          

prepare lunch   have lunch  feed the animals  water the flowers       play music        do P. E.                                                     

     clean the room   chat with friends     go to the gym  play basketball  play in the school yard   
 say goodbye to my friends                                               

      walk home    say “I’m home.”  go out to play     read comics    play a video game  go for a walk  
                                      with friends        take a walk 

   go on an errand     help my mother    eat dinner     wash dishes   talk to my friend  exchange e-mail 
                        preparing for the meal                           on the phone 

do homework   take a bath  change into pajamas        turn off the light   sleep well  have a funny  
    prepare classes for tomorrow                    set the alarm clock                            dream                                                  










