
Ｃｌａｓｓｒｏｏｍ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　②－３　 （教師の指示・質問３ ： 活動）
項目１ 項目２ 番号 英語表現 備考

1 Listen to the ＣＤ and answer the questions. ＣＤを聴いて，質問に答えなさい。

2 Let's listen to a CD. ＣＤを聞きましょう。

3 I'll read five sentences.  (I'll read) each one twice. 五つの文を読みます。それぞれ２回ずつ。

4 I'll ask you some questions. 英語で質問をします。

5 Let's play a gesture game.  Guess what they are doing. 彼らが何をしているか当ててください。

6 Please listen. 聞いてください。

7 Repeat. 繰り返しなさい。

8 We go around the circle and introduce ourselves. ぐるりと順番に自己紹介します。

9 Look at the blackboard (this picture, this book, this card). 黒板（この絵，この本，このカード）を見なさい。

10 Could you please read the passage slowly? この文章をゆっくり読んでくれませんか。

11 Please read this page aloud. このページを音読してください。

12 Please read this page silently. このページを黙読してください。

13 Let's take a look at our last / previous lesson. この前の授業を振り返ろう。

14 We will perform the skit. これから私たちがスキットを演じます。

15 We will read the dialogue. これから私たちが対話を読みます。

16 Now, let's go on to the next activity. さあ，それでは次の活動へ移りましょう。

17 Let's start over. 最初からやってみよう。

18 Let's quickly review what we have learned so far. ざっと復習をしてみましょう。

19 Take a look at the reference book. 参考書を見なさい。

20 Let's play a gesture game. ジェスチャーゲームをやりましょう。

21 I'll ask you some questions.  Are you ready? 質問をします。用意はいいですか。

22 Get everything ready on your desk. 授業の準備をしなさい。

23 Make a note of the main point. 趣旨をノートに書きなさい。

24 Let's perform the skit. スキットを演じてみましょう。

25 Let's go over our last lesson. 前回の授業のおさらいをしましょう。

26 Tell me the brief outline of the story we've read last time, please. 先回やったお話のあらすじを話してください。

27 Could you spell out / write down the word on the blackboard? その単語のつづりを黒板に書いてくれませんか。

28 Give it a title. / Give the title of it. タイトルを付けなさい。

29 Circle the correct picture on your paper. 正しい絵に○を付けてください。

30 Choose the right picture. 正しい絵を選んでください。

31 Point to the correct picture. 正しい絵を指してください。
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Ｃｌａｓｓｒｏｏｍ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　②－３　 （教師の指示・質問３ ： 活動）
項目１ 項目２ 番号 英語表現 備考

32 Please bring the correct card to me. 正しいカードを持ってきてください。

33 Let's run through our last / previous lesson. ちょっと思い出してみましょうか。

34 Let's move on (to the next topic). / Let's change the topic. 次の話題へ移りましょう。

35 Go on. 続けて。

36 Please work with the person next to you. 隣の人とペア・ワークをしてください。

37 Please read from the beginning. 始めから読んでください。

38 Let's go back on track. 話を戻そうか。

39 Let's watch a video. ビデオを見ましょう。

40 Let's review. 復習しましょう。

41 Write the sentences down, please. 文を書き留めなさい。

42 Let's move on to another topic. 別の話題に移りましょう。

43 First, let's sing a song together. まず，歌をみんなで歌いましょう。

44 Listen carefully.  Raise the correct card quickly. よく聞いて，正しいカードを素早く挙げてください。

45 If you have finished reading, please raise your hand. 読み終えた人は手を挙げてください。

46 Let's practice. 練習しましょう。

47 Guess what I'm drawing. 私が何を描いているか当ててください。

48 Fill in the blanks as I read. 私が読むとおり，空所を埋めなさい。

49 Listen to me and repeat after me. 私が読むのを聞いて後に続いて読みなさい。
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