
1 さようなら！金曜日に会いましょう。 Bye! See you on Friday. 
See you Friday.

2 日曜日に働きますか？ Do you work on Sundays? 
Do you work Sundays?

3 そのコンサートは１１月２０日あります。 The concert is on November 20. 
The concert is November 20.

4 金曜日の夜出発します。 I'm leaving on Friday night. 
I'm leaving Friday night.

5 週末は食べに出かけるのが好きです。 They like to eat out on the weekend. 
They like to eat out on weekends.
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AT

8:00  
10:30 
midnight, etc.　真夜中、など

I start work at 8:00 in the morning. 
朝８：００に仕事を始めます。 
The banks close at 5:00. 
銀行は５時に閉まります。

night　夜に 
the end of…  の終わり

I can't sleep at night. 
夜眠れません。 
I'm taking a trip at the end of October. 
１０月末に旅行に行きます。

ON

Sunday (s), Monday (s), etc.　日曜日/月曜日など 
April 25  /  June 6, etc.　４月２５日、６月６日 
Monday morning  /  Tuesday afternoon  /  Friday night, etc.　月曜日の朝/ 火曜日の午後/ 金曜日の夜 など 
New Year's day, etc. お正月、など

IN

April ４月  /  June ６月, etc. 

2009  /  1968, etc.

What are you doing this weekend? 
この週末何をしますか？ 

We go on vacation every summer. Last summer we went to Europe. 
毎夏バケーションに出かけます。昨夏はヨーロッパに行きました。 
I'm leaving next Monday. 
次の月曜に出発します。

the spring 春  /  summer 夏  /  fall 秋  /  winter 冬 

the morning 朝  /  afternoon 午後  /  evening 夜

6 １０月に旅行します。 I'm taking a trip in October.

7 エーミーは１９８８年に生まれました。 Amy was born in 1988.

8 その公園は、秋が美しいです。 The park is beautiful in the fall.

9 夜よく出かけますか？ Do you often go out in the evening?

10 急いで！電車が５分で出ます。 Hurry! The train leaves in five minutes.

11 さようなら！数日後に（またすぐ）会いましょう。 Bye! I'll see you in a few days.

EXERCISES（演習）:

12 エイミーは1988年に生まれました。 Amy was born in 1988.

13 私は今朝８時に起きました。 I got up at 8:00 this morning.

14 私は朝早く起きるのが好きです。 I like to get up early in the morning.

15 夜に星を見るのが好きです。 I like to look at the stars at night.

16 私の兄(or弟)は五月に結婚しました。 My brother got married in May.

17 私たちは夏によく浜辺に行きます。 We often go to the beach in the summer.

18 明日の夜７；３０に会いましょう。 Let’s meet at 7:30 tomorrow night.

19 この会社は1989年に創業しました。 The company started in 1989.
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20 月末にお金を送ります。 I'll send you the money at the end of the month.

21 そのカフェは夕方開店し、真夜中（深夜１２時）に閉店します。 The café is open in the evening. It closes at midnight.

22 ６月６日に On June 6

23 夕方（晩）に In the evening

24 ２時半に At half past two

25 水曜日に On Wednesday

26 1997年に In 1997

27 ９月に In September

28 ９月２４日に On September 24

29 木曜日に On Thursday

30 11:45に At 11:45

31 大晦日に On New Year's Eve

32 昼間に At noon

33 今朝 In the morning

34 金曜日の朝 On Friday morning

35 土曜日の夜 On Saturday night

36 夜に At night

37 １日の終わりに At the end of the day

38 週末に On the weekend / at the weekend

39 冬に In the winter

40 １０月に旅行をします。 (A) I’m taking a trip in October.

41 日曜日に仕事をしますか？ Do you work Sundays? 
Do you work on Sundays?

42 夜いつも疲れを感じます。 (B) I always feel tired in the evening.

43 次の土曜日に出発します。 (A) I'm leaving next Saturday.

44 ティムは５月１８日に新しい仕事を始めました。 Tim started his new job on May 18. 
Tim started his new job May 18.

45 ローラは２００２年に高校を卒業しました。 (A) Laura finished high school in 2002.

46 私たちは、毎火曜日に会います。 (B) We meet every Tuesday.

47 私たちは、夜はあまり出かけません。 (B) We don't often go out at night.

48 木曜日はあなたに会うことが出来ません。 I can't meet you Thursday. 
I can't meet you on Thursday.

49 リサは月曜日の夜にサムを見かけました。 Lisa saw Sam Monday night. 
Lisa saw Sam on Monday night.

50 この月末に、出発します。 (B) I am leaving at the end of this month.

51 ティムは金曜日にジムに行きます。 Tim goes to the gym on Fridays. 
Tim goes to the gym Fridays.

52 電車は５分で出発します。 The train leaves in five minutes.

53 この数日の間に電話します。 I'll call you in a few days.

54 私の試験は、２週間後にあります。 My exam is in two weeks.
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55 トムは３０分でここに来るでしょう。 Tom will be here in 30 minutes.

56 彼らは週末に外食するのが好きです。 They like to eat out on weekends.

57 次の金曜日に行きます。 I'm going next Friday.

58 私はいつも夜疲れを感じます。 I always feel tired in the evening.

59 今晩あなたは家にいますか？ Will you be at home this evening?

60 昨夏フランスへ行きました。 We went to France last summer.

61 ローラは１９９４年に生まれました。 Laura was born in 1994.

62 週末にあなたは何をするつもりですか？ What are you doing on / at the weekend.

63 毎日曜日ロバートに電話できます。 I call Robert every Sunday.

64 次の日曜日にテニスをしましょうか？ Should we play tennis next Sunday?

65 先週末のパーティに行けませんでした。 I couldn't go to the party last weekend.

66 出かけます。１時間で戻ります。 I'm going out. I'll be back in an hour.

67 夜はあまり出かけません。 I don't often go out at night.
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