
It was a fun day 
Worksheet

̃ れんしゅうしてみよう！　Let’s practice! ̃　


わたしは　ふだん　6じにおきます　でも...


 I usually wake up at 6 but…                                                       
わたしは　きょうのあさ　5:30 におきました。


 I woke up at 5:30 this morning.                                                    
わたしは　あさ　ふだん　あさごはんのあとに　はをみがきます　でも...


 I usually brush my teeth after breakfast        
in the morning but…                                                  
わたしは　きょうのあさ　あさごはんのまえに　はをみがきました。


 I brushed my teeth before breakfast this             
morning.                                                                  
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It was a fun day 
Worksheet

わたしは　ふだん　あさごはんに　おこめをたべます　でも...


 I usually eat rice for breakfast but…                                                    
わたしは　きょうのあさ　パンとフルーツをたべました。


 I ate bread and fruit this morning.                                                        
わたしは　ふだん　8じに　がっこうにいきます　でも...


 I usually go to school at 8 but…                                                                                
わたしは　きょうのあさ　7:30 にがっこうにいきました。


 I went to school at 7:30 this morning.                                                                  
わたしは　ふだん　がっこうのあとに　サッカーをします　でも…


 I usually play soccer after school but…                                                   
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It was a fun day 
Worksheet

わたしは　きょう　がっこうのあと　わたしのともだちと　サッカーをしました。


 I played soccer after school with my               
friends today!                                                               
わたしは　いえにかえってきて、しゅくだいをしました。


 I came home, and did my homework.                             
そして、おふろにはいりました。


 and I took a bath.                                                  
とても たのしい⽇日でした、まま。


 It was a fun day, mom.                                                                     
おやすみなさい。　またあした。


 Good night.  See you tomorrow.                                                   
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It was a fun day 
Worksheet

̃ みほんなしでかいてみよう！　Let’s try! ̃　


わたしは　ふだん　6じにおきます　でも...


                                                                       
わたしは　きょうのあさ　5:30 におきました。


                                                                                                           
わたしは　あさ　ふだん　あさごはんのあとに　はをみがきます　でも...


                                                                                                                       
                                                          
わたしは　きょうのあさ　あさごはんのまえに　はをみがきました。
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It was a fun day 
Worksheet

わたしは　ふだん　あさごはんに　おこめをたべます　でも...


                                                                                                            
わたしは　きょうのあさ　パンとフルーツをたべました。


                                                                                                               
わたしは　ふだん　8じに　がっこうにいきます　でも...


                                                                                                                                     
わたしは　きょうのあさ　7:30 にがっこうにいきました。


                                                                                                                      
わたしは　ふだん　がっこうのあとに　サッカーをします　でも…
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It was a fun day 
Worksheet

わたしは　きょう　がっこうのあと　わたしのともだちと　サッカーをしました。


                                                              
                                                             
わたしは　いえにかえってきて、しゅくだいをしました。


                                                                                 
そして、おふろにはいりました。


                                                                                                       
とても たのしい⽇日でした、まま。


                                                                                                                          
おやすみなさい。　またあした。
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It was a fun day 
Worksheet

̃ テキストをみながらえいごでこたえてみよう！ Let’s challenge! ̃　
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What time did he woke up this morning?

                                                                       

When did he brushed teeth this morning?

                                                                       

What does he usually eat for breakfast?
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What time does he usually go to school?

                                                                                                           

What time did he go to school today?

                                                                       

When does he play soccer?
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It was a fun day 
Worksheet
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Who did play soccer with him?

                                                                                                           

What did he do after he came home?

                                                                                                           

What did he do after he did his homework?
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It was a fun day 
Worksheet

̃ テキストをみながらえいごでこたえてみよう！ Let’s challenge! ̃　
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What time did he woke up this morning?（かれはなんじに今⽇日おきましたか？）

かれは＿＿＿じにおきました。


 He woke up at 5:30. (this morning)                                                                      

When did he brushed teeth this morning?（かれは今⽇日いつはをみがきましたか？）

かれは＿＿＿_______にはをみがきました。


 He brushed teeth before breakfast.                                                                      

What does he usually eat for breakfast?（かれはふだんなにを朝ごはんにたべていますか？）

かれは＿＿＿＿＿＿を朝ごはんにたべています。


 He usually eat rice for breakfast.                                                                                                            
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It was a fun day 
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What time does he usually go to school?（かれはふだん何時にがっこうにいきますか？）

かれは＿＿＿じにがっこうにいきます。


 He usually go to school at 8.                                                                                                          

What time did he go to school today?（かれは今⽇日なんじにがっこうにいきましたか？）

かれは＿＿＿＿＿___にがっこうにいきました。


 He went to school at 7:30.                                                                      

When does he play soccer?（かれはふだんいつサッカーをしますか？）

かれは＿＿＿＿＿___にサッカーをします。


 He usually play soccer after school.                                                                                                        
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Who did play soccer with him?（今⽇日だれがいっしょにかれとサッカーをしましたか？）

かれは_____________＿＿とサッカーをしました。


 He played soccer with his friends.                                                                                                          
What did he do after he came home?（かれは家にかえってきたあと、なにをしましたか？）

かれは_____＿＿＿＿＿をしました。


 He did his homework.                                                                                                          

What did he do after he did his homework?
（かれはしゅくだいをやったあと、なにをしましたか？）

かれは＿＿＿＿＿＿をしました。


 He took a bath.                                                                                                              
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