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Language for Beginning the Lesson: At the Start! 

It’s English time! 「さあ！英語の時間です！」 

Let’s start today’s lesson! 「今日のレッスンを始めよう！」 

Today, we are going to learn … .And we can say.... 「今日は...について勉強

します。そして…と言えるようになりましょう！」 

Today's goal: We can say …  

「今日のめあて：…と言えるようになろう！」 

Are you ready? 「準備できた?」 

 

Language to Start the Lesson: Beginning an Activity 

Please stand up. 立ってください。 

Please sit down. 座ってください。 

Please take out a (pencil, a notebook, a piece of paper).  

(鉛筆/ノート/紙)を出してください！ 

Please take one (worksheet) and pass the rest back. 

プリント（ワークシート）を 1 枚とって残りを後ろにまわしてください！ 

 

Language for Doing Activities: Textbook Activities 

Please open your books to page… 教科書の…ページを開けてください。 

Please write...in your (notebook/textbook).  

…をノートに/教科書に書いて(書き込んで)ください 

Please look at the picture on page… 

…ページの写真（絵）を見てください。 

Key Language for the Classroom 

You can 
do it! 
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Language for Doing Activities: Speaking 
 
Please come to the (front of the room/blackboard). 
(前に/黒板のところに）来てください。 
Let’s make a (pair/group of 3/4/5). 
(ペア/3,4,5 人のグループ)を作りましょう！ 
Please repeat after (me/ALT’s name)     
(私の/ALT の名前)に続いて繰り返してください。 
	

Let’s line up.  列を作りましょう！ 
Please face (each other/the blackboard). 
(お互いの顔を/黒板を)見てください。 

Let’s make a circle. 輪になりましょう！ 

Please talk to your partner.  パートナーと話しましょう！ 

Please talk to three classmates. クラスの 3 人と話しましょう！ 

Please ask (ALT’s name).  

(ALT 名前 例：タイソン先生に) 聞いてください。 

 

Language for Doing Activities: Checking for Understanding 
 

Please raise your hand if you know the answer. 

答えがわかったら手をあげてください。 
Please raise your hand if you have a question. 

質問があったら手をあげてください。 
Does everyone understand? 

(皆さん)分かりましたか？                              
 

Do your 
best! 
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Language for Doing Activities: Ending the Lesson 
Are you finished? 終わりましたか？ 
Please pass your worksheets from back to front. 
プリント(ワークシート)を後ろから前にまわしてください。 

Please put away your (textbooks/notebooks/pencils).          
(教科書/ノート/鉛筆)を片付けて(しまって)ください。 

 
Language for Communicating: Student Talk 
Please help me. すみません！教えてください！ 

I have a question. 質問があります。 

How do you spell...in English? …の(英語の)綴り（スペル）は何ですか？ 

How do you say...in English? …は英語で何と言いますか？ 

What does...mean?  …はどういう意味ですか？ 

One more time, please.  もう一度言って（やって）ください。 
 
Feedback During the Lesson 
Nice eye contact!  目を見て話せましたね ！ 

Great clear voice!  素晴らしい！はっきりした声ですね！ 

Great gestures!  素晴らしいジェスチャーですね！ 

Nice guess! あたりました！その通り！ 

Good volunteering!  すすんで（発言/行動）してくれてよかった！ 

Great confidence! そう！自信をもって（いていいです）！ 
 
Feedback After the Lesson 
Great teamwork today!  今日はいいチームワークでしたね！ 

Nice speaking, today!  今日はよく話せましたね！ 

You had good energy in today’s class!  今日の授業では頑張りましたね！ 

Go for it! 


