Hello!

Homework

Classroom English

活動中の指示

Let’s get started.

では始めます。

Did you do your homework?

宿題はやってきましたか？

Hand in your homework.

宿題を提出してください。

Please pass your worksheets up to the

プリントを前に回してください。

front.
Getting ready

Reading

Look at the blackboard.

黒板を見てください。

Look at these pictures.

絵を見てください。

Take one and pass them back.

一枚とって後ろに回してください。

Take out your notebooks.

ノートを出しなさい。

Write it in your notebooks.

ノートに書きなさい。

Open your textbooks.

教科書を開けてください。

Please turn to page 12.

12 ページをめくってください。

Are you ready?

準備はいいですか？

Let’s read the conversation (dialog)

一緒に会話（文）を読みましょう。

together.
Repeat after me.

私のあとについて繰り返して。

Read it again, please.

もう一度読んでください。

Speak louder, please.

もっと大きな声で話しましょう。

Answering

Raise your hand.

手をあげて。

Questions

Anyone?/Anyone else?

誰か？ほかに誰か？

How about you?

あなたはどう？

What do you think of (about) school

制服についてどう思う？

uniforms?

Group work

Finishing

How do you feel about “Kumamon”?

くまモンについてどう感じる？

That’s right!

そのとおり・正解です

Make a group of four.

4 人グループを作って。

Make a line.

列を作りなさい。

Work in pairs.

ペア活動をしなさい。

You are going to practice this in pairs.

これをペアで練習します。

Ask your partner a question.

パートナーに質問をしてください。

Write down your partner’s answer on

あなたのパートナーの答えをワー

the worksheet.

クシートに書いてください。

Let’s decide a group leader.

リーダーを決めましょう。

It’s almost time to stop.

そろそろ終わりにします。

That’s all for today.

今日は終わりです。

Goodbye, everyone.

さようなら、皆さん。

★The Three Golden Questions of English class★

①How do you say いらっしゃませ in English?
②What does dandelion mean?
③How do you spell コングラチュレーション ?

Understanding What do you mean?

どういう意味ですか？

Please speak more slowly.

もっとゆっくり話してください。

Say that again, please.

もう一度言ってください。

Could you repeat that again?
I’m sorry. I don’t understand.

ごめんなさい。わかりません。

I have no idea.

わかりません。考えが浮かびません。

Useful words for class.
Cheering

Impressions

Good luck!

がんばって。

Don’t worry.

気にしないで。

You can do it.

君ならできるよ。

Good.

いいよ。

Sounds good.

いいね。

Great

すごいね。

Wonderful/Excellent/Fantastic/Super/Terrific/
Awesome/Wow!

すばらしいね。

I like it.

いいね。

I love it.

とてもいいね。

Good job/Well done.

よくやったね。

You did it.

やったね。

Perfect.

完璧です。

Good thinking/Good idea.

いい考えだね。

Interesting!

おもしろいね。

Good try! / Close.

（失敗だったけど）がんばったね。

OK. / So-so.

まあまあ。

