
Ｃｌａｓｓｒｏｏｍ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　②－５　 （教師の指示・質問５ ： テキスト・辞書・テスト・課題・宿題）
項目１ 項目２ 番号 英語表現 備考

1 You can see the word on page 100. 100ページに載っています。

2 We left off at line 10 on page 32. 32ページの10行目まで終わっていました。

3 Look at the words at the bottom / top of page 38. 38ページの下（上）の単語を見なさい。

4 Let's pronounce the new words. 新しく出てきた単語を発音しましょう。

5 Pick out the topic sentence for each paragraph. 各段落の主題文を抜き出しなさい。

6 Open your books to page 32. 教科書32ページを開きなさい。

7 Take out your books. / Get out your books. 教科書を出しなさい。

8 We are going to start on the 11th line from the top (bottom) of page 32. 今日は32ページの上（下）から11行目から始めます。

9 Read the chapter loudly / aloud. その章を声に出して読みなさい。

10 Read the chapter silently. / Read the chapter to yourself. その章を黙読しなさい。

11 I want someone to read this page. だれかにこのページを読んでもらいましょう。

12 Look at the picture in the upper left-hand corner of page 38. 左上の写真を見なさい。

13 Guess the meaning through the context. 文脈から意味を推測しなさい。

14 What is the theme of this chapter? この章のテーマは何でしょう。

15 Which page (is the word on)? / Which page is it? 何ページにありましたか。

16 Look up the word '～' in your dictionary, please. ～という単語を辞書で調べなさい。

17 If you don't know the meaning, look it up in your dictionary. 意味が分からない人は辞書を引いてください。

18 Check the spelling by using the dictionary. つづりを辞書で確かめなさい。

19 It is the second definition. / It is the second meaning of the word. 二つ目の意味です。

20 Look for the noun form of this word. 名詞形を調べなさい。

質問 21 What does your dictionary say about that? 辞書には何て書いてありますか？

22 It is just a word quiz on lesson 16. 16課の単語テストです。

23 This part will be on the test. ここはテストに出しますよ。

24 The results of the quiz will have some effect on your grade. 小テストの結果は成績に入ります。

25 Next time we're going to have a quiz. / We'll have a short quiz next week. 次の時間に小テストをします。

26 Write down five times each word you failed to spell. 書き間違えた単語をそれぞれ５回ずつ書きなさい。

27 The deadline is next Monday. / Hand them in by next Monday. 期限は月曜日です。 / 月曜日までに出しなさい。

28 Please review what we studied today. 今日勉強したところを復習しておいてください。

29 Here is your assignment. 宿題です。

30 Hand in / turn in your homework / assignments, please. 宿題を出しなさい。

31 Please preview/prepare chapter 6. 第６章を予習しておいてください。

32 Hand in your papers, please. 答案を出しなさい。

33 Don't copy your friend's homework. 友だちの宿題を写してはいけませんよ。

34 Everyone, I'll give you homework. みなさんに宿題を出します。
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