
Ｃｌａｓｓｒｏｏｍ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　②－１　 （教師の指示・質問１ ： 開始時・終了時・説明・確認）
項目１ 項目２ 番号 英語表現 備考

1 Let's begin. / Let's start. / Let's get started. / Shall we start? 始めよう。

2 Now let's start today's lesson! さあ，今日の授業を始めましょう。

3 In any case, let's get started. さあ，始めよう。

4 Is everyone ready to begin? みんな準備はいい？

5 Are you ready to start? 準備はいい？

6 Let's stop here for a while. このへんにしておこうか。

7 Let's call it a day. / Let's wind things up. さあ，終わりにしようか。

8 We will take up where we left off tomorrow. 続きは明日。

9 Class is over. 終わりです。

10 Finished. 終了

11 OK, it's time to say goodbye. そろそろ終わりの時間です。

12 We had a great time!  Thank you so much. 楽しい時間をありがとうございました。

13 I'll play the CD twice. ＣＤは２回かけます。

14 I will ask some questions after that. 後から質問をします。

15 I'm going to play the CD now. これからＣＤをかけます。

16 Here it goes. こんなふうにやります。

17 I'll read each one twice. それぞれの文を２回ずつ読みます。

18 I will pick some of you to answer my questions. 何人かの人に当てて，私の質問に答えてもらいます。

19 Look at me.  This is how to do it. 見てください。このようにします。

20 We have five more minutes. / We've got five minutes left. あと５分あります。

21 We are running short of time. 残り時間が少なくなってきました。

22 We have little time left. 残り時間がほとんどありません。

23 How was the test? / How were the results of the exams? 試験の結果はどうだった。

24 Did your grade improve / drop? 成績は上がりましたか（下がりましたか）。

25 What's the matter (with you)? / What's wrong (with you)? どうかしたの。

26 Can you read the phonetic symbols in the dictionary? 発音記号は読めますか。

27 Is this true? 本当ですか？

28 Did you find it? / Have you got it? 見付かりましたか。

29 Are you well? もう大丈夫ですか。

30 Are you ready? 用意はいいですか。

31
Do you understand? / Understand? / Understood? / Got it? /
Are you with me? / Get the picture? / You got the message? 分かりましたか。
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