
せつめい トピック３ たべもの だい５か

3 よく 　 　 　 　 　 ます
Yoku 　　　　　　　 masu

構造図

使い方
どのくらいの頻度でするかを言うときに使う

Koohii o yoku nomimasu.
コーヒーを　よく　のみます。

I drink coffee often.

基本文

よく

あまり
V

ます。

ません。

Hose-san wa koohii o yoku nomimasu.

Shin-san wa koocha wa amari nomimasen.

A: Yoku niku o tabemasu ka.

B: Iie, niku wa amari tabemasen.

Jose often drinks coffee.

Mr. Shin doesn't drink tea very often.

A: Do you often eat meat?

B: No, I don't eat it very often.

①ホセさんは　コーヒーを　よく　のみます。

②シンさんは　こうちゃは　あまり　のみません。

③Ａ：よく　肉を　たべますか。

②Ｂ：いいえ、肉は　あまり　たべません。

例文

Grammar Notes Topic3 Food Lesson 5

Structure

Use

Basic sentence

Examples

3 よく 　 　 　 　 　 ます
Yoku 　　　　　　　 masu

Used when saying how frequently something is done.

Koohii o yoku nomimasu.
コーヒーを　よく　のみます。

I drink coffee often.

よく

あまり
V

ます。

ません。

Hose-san wa koohii o yoku nomimasu.

Shin-san wa koocha wa amari nomimasen.

A: Yoku niku o tabemasu ka.

B: Iie, niku wa amari tabemasen.

Jose often drinks coffee.

Mr. Shin doesn't drink tea very often.

A: Do you often eat meat?

B: No, I don't eat it very often.

①ホセさんは　コーヒーを　よく　のみます。

②シンさんは　こうちゃは　あまり　のみません。

③Ａ：よく　肉を　たべますか。

②Ｂ：いいえ、肉は　あまり　たべません。

Estructura

Uso

Oración básica

Ejemplos

3 よく 　 　 　 　 　 ます
Yoku 　　　　　　　 masu

Se usa para expresar la frecuencia con la que algo se realiza.

Koohii o yoku nomimasu.
コーヒーを　よく　のみます。

A menudo tomo café.

よく

あまり
V

ます。

ません。

Hose-san wa koohii o yoku nomimasu.

Shin-san wa koocha wa amari nomimasen.

A: Yoku niku o tabemasu ka.

B: Iie, niku wa amari tabemasen.

José a menudo toma café.

El Sr. Shin no toma té con mucha frecuencia.

A: ¿Come usted carne con frecuencia?

B: No, no como carne muy a menudo.

①ホセさんは　コーヒーを　よく　のみます。

②シンさんは　こうちゃは　あまり　のみません。

③Ａ：よく　肉を　たべますか。

②Ｂ：いいえ、肉は　あまり　たべません。

Explicación gramatical Tema 3 Comida Lección 5



A.「よくＶます」で、頻度が高いことを示す。「あまりVません」で、頻度が

　高くないことを示す。

解説Commentary
A.「よくＶます」 indicates a high frequency.「あまりVません」 indicates that

   an action is not done frequently.

Explicación
A.「よくVます」 indica que una acción se realiza con mucha frecuencia.

  「あまりVません」 indica que una acción no se realiza frecuentemente.


