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1

Personal
Narratives

 Study and practice saying the text aloud while listening to the
audio. Also, practice questioning and answering using the text.

2 西山先生

3

My Favorite Things
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にしやませんせい

no.3-2
no.
16

everyday breakfast

わたしは、毎日、朝ごはんを食べます。

Ａ．朝ごはん

まいにち

usually

1 リさん
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no.15

た

rice

sometimes

indicates object of the action.

↑ ↑eat
わたしは、毎日、朝ごはんを食べます。
まいにち

あさ

Watashi wa, mainichi, asagohaN o tabemasu.

bread

たいてい、ごはんを食べます。ときどき、パンを食べます。
Taitee, gohaN o tabemasu.
when I eat rice

everyday breakfast

always

あさ

Watashi wa, mainichi, asagohaN o tabemasu.

あさ

Tokidoki, paN o tabemasu.
fish

egg

dried seaweed

ごはんのときは、 魚 とたまごとのりも、食べます。
さかな

た

GohaN no toki wa, sakana to tamago to nori mo, tabemasu.
and

bread

miso soup

そして、みそしるを飲みます。

いつもパンを食べます。

の

Soshite, misoshiru o nomimasu.

Itsumo paN o tabemasu.
indicates object of preferences 好

, skills

↑ like
わたしは、パンが好きです。

, 上手

，etc.

わたしは、魚が大好きです。さしみも、好きです。
だい す

す

Watashi wa, sakana ga daisukidesu.

Sashimi mo, sukidesu.

す

Watashi wa, paN ga sukidesu.
usually

grilled fish

焼き 魚 も、好きです。すしも、大好きです。

toast

や

ふつうは、トーストを食べます。

ざかな

Yakizakana mo, sukidesu.

Sushi mo, daisukidesu.

Futsuu wa, toosuto o tabemasu.
is a close equivalent to "or".
bagle

↑↑
ときどき、クロワッサンやベーグルを食べます。
sometimes

croissant

when I eat bread

sandwich
↑
ときどき、サンドイッチも、作ります。
つく

vegetables

ぎゅうにゅう

PaN no toki wa, paN to koohii to gyuunyuu to sarada desu.

だい

Hamu to yasai no saNdoicchi ga daisukidesu.
fruits

Tokidoki, yooguruto mo, tabemasu.

Watashi wa, koohii ga daisukidesu.

ハムと野菜のサンドイッチが大好きです。
salad

ときどき、ヨーグルトも、食べます。
わたしは、コーヒーが大好きです。

love

や さい

when I eat breakfast

朝ごはんのときは、いつも、コーヒーを飲みます。
AsagohaN no toki wa, itsumo, koohii o nomimasu.

a lot

サラダとフルーツも、たくさん食べます。
Sarada to furuutsu mo, takusaN tabemasu.

two or three times a day

そして、１日に２・３回、コーヒーを飲みます。
にち

and

orange juice

drink

そして、いつもオレンジジュースを飲みます。
Soshite, itsumo orenji juusu o nomimasu.
(black) tea

の

tea with milk

紅茶も、飲みます。ミルクティーが好きです。
こうちゃ

Koocha mo, nomimasu.

salad

yogurt

is a close equivalent to "also".
prepare

ham

milk

パンのときは、パンとコーヒーと 牛 乳 とサラダです。

Tokidoki, kurowassaN ya beeguru o tabemasu.

Tokidoki, saNdoicchi mo, tsukurimasu.

coffee

Mirukuthii ga sukidesu.

かい

Soshite, ichinichi ni ni-saNkai, koohii o nomimasu.
(black)tea↑

is usually replaced with

in negative sentences.
I don’t really like

紅茶は、飲みません。紅茶は、あまり好きではありません。
こうちゃ

Koocha wa, nomimaseN.

Koocha wa, amari sukidewaarimaseN.

Unit

3

