Classroom English

【参考資料】
〜
１

使ってみましょう。クラスルーム・イングリッシュ

〜

初めのあいさつと活動の前に交わす簡単な会話
Classroom

English

日本語訳

Good morning (Good morning, everyone.) / Hello.(Hi.)

おはよう。こんにちは。

Let's start.

さあ，始めましょう。

How are you ？

元気ですか。

You look fine. (sleepy).

元気（眠そう）ですね。

It's hot (cold) today.

今日は暑い（寒い）ね。

What's the date today?

今日は何日ですか。

It's April 15th.

今日は４月15日です。

What day is it today? It's Monday.

今日は何曜日ですか。月曜日です。

How is the weather today?

今日の天気はどうですか。

It's sunny / rainy / cloudy / snowy.

晴れ（雨，曇り，雪）です。

What did you do yesterday?

昨日は何をしましたか。

Did you have a good weekend?

週末は楽しかったですか。

Did you watch a baseball game last night?

昨夜，野球の試合を見ましたか。

Let's make a top today.

今日は，こまを作りましょう。

Let's talk about the American school life today.

今日は，アメリカの学校生活について話しましょう。

２

活動の中で使う表現
Classroom

English

日本語訳

Let's sing a song.

歌を歌いましょう。

Let's watch "The Very Hungry Caterpillar."

「はらぺこあおむし」を見ましょう。

Look at these pictures.

この絵を見てください。

Look at the blackboard.

黒板を見なさい。

Look at me.

先生(私)を見て。

Let's play a game.

ゲームをしましょう。

Listen carefully.

よく聞いて。

Please make a circle.

輪になりましょう。

Make groups of four.

４人のグループを作りましょう。

Make pairs, please.

ペアを作りましょう。

Face your partner.

相手の方を向いてください。

Let's make two lines.

２列になりましょう。

Do it like this.

こういうふうにやって。

Turn over the cards．

カードを裏返しましょう。

Who will try?

だれかやる？

Who wants to try?

やってみたい人？

Any volunteers?

やってくれる人はいませんか。

All together now.

今度はみんなで。

Are you ready?

準備はいいですか。

Do you understand?

言ったことが分かりましたか。

You can walk in the room.

部屋の中を自由に歩いていいです。
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Ready. Go!

用意，はじめ。

Let's play "Bingo Game".

ビンゴゲームを始めましょう。

It's your turn.

あなたの番です。

Who's next?

次はだれですか。

Whose turn?

だれの番ですか。

Time's up.

時間です。

Let's count the points.

ポイントを数えましょう。

This team is the winner.

こっちのチームの勝ちです。

It was a tie.

引き分けです。

Let's give them a big hands.

拍手をしましょう。

Once more, please.

もう一度お願いします。

Please come here.

こちらに来てください。

Please go back to your seat.

席に戻ってください。

Answer my questions.

質問に答えてください。

Hands (up / down).

手を挙げて(下ろして)ください。

How about you?

あなたはどうですか。

３

語り掛けや確認，つなぎの言葉
Classroom

English

日本語訳

Can you hear me?

聞こえますか。

Can you see this?

見えますか。

Guess what?

何だと思いますか。

Finished? / Are you finished?

終わりましたか。

O.K.? / Are you O.K.？

大丈夫？

Wait a minute.

ちょっと待ってね。

That's right. / All right.

そのとおりです。/いいよ。

Try again. You can do it.

もう一度やってごらん。できるよ

I like it.

いいねえ。

Good guess.

カンがさえてるね。

Here you are.

さあ，どうぞ。

Let's try.

やってみよう。

Then … / O.K. … / Well …

それじゃあ…。では…。じゃあ…。

That's enough. （優しい口調）

それで十分です。

That's enough. （怒った口調）

いい加減にしなさい。

Well …. / Uhm …. / Let me see.

ええと…。

４

ほめ言葉と終わりの言葉
Classroom

English

日本語訳

It's time to stop. That's all for today.

終わりの時間です。今日はこれまでです。

Well done! Good job! Good try! Good challenge!

よくやったね！

Fantastic! Perfect!

すばらしいね！完璧だよ！

Excellent! Wonderful! Great! Super!

すばらしい！すごい！

You did a (good / great) job.

よくできました。

Thank you very much.

ありがとう。
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