
Ｃｌａｓｓｒｏｏｍ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　②－７　 （教師の指示・質問７ ： 呼び掛け・返答・例示・その他・マーカー）
項目１ 項目２ 番号 英語表現 備考

1 class （児童生徒の）皆さん

2 everybody / everyone 皆さん

3 Fine. / I'm fine / Very well. （調子を尋ねられて）いいよ。

4 Not too bad. / So-so. （調子を尋ねられて）まあまあだよ。

5 OK. / Sure. いいですよ。

6 Certainly. もちろん

7 Okie-Dokie. ＯＫ

8 Oh, you don't know. ああ，知らないか。

9 Okie-Dokie. いやはや・・・

10 Why, ～ おやおや，～

11 How about that? こりゃ，傑作だ。

12 Well, well. これはこれは。

13 All right. さあ。　いいですよ。

14 No kidding! 冗談でしょ。

15 Oh, my! なんだ！

16 Why? / How come? なんで？

17 Oh, no! 何てことだ。

18 Oh, well! まあ，いいか。

19 It can't be! まさか。

20 For example? / Such as? 例えば？

21 Like? どんな？

22 Got to be in a hurry. 急がなくっちゃ。

23 I'm glad to see you today. 今日は君の顔を見られてよかった。

24 Over here! ここです。

25 I'm sorry. ごめなさい。

26 I feel sorry for him / her. それは気の毒に。

27 Here you are / go. はいどうぞ。

28 Here you are. さあどうぞ。

29 Next. 次

30 Enjoy your lunch, please. ランチを楽しんで。

その他

呼び掛け

返答

Short
Response

例示

発話

発話

指示

質問
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Ｃｌａｓｓｒｏｏｍ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　②－７　 （教師の指示・質問７ ： 呼び掛け・返答・例示・その他・マーカー）
項目１ 項目２ 番号 英語表現 備考

31 Speaking of ～ ～と言えば

32 In reference to … ～に関連して

33 Attention, please. お知らせします。

34 Briefly / In brief 簡単に言うと

35 In conclusion 結局のところ

36 The point is (that) ～ この話の要点は～

37 But now to our next topic. さ，次の話題です。

38 OK さあ

39 In any case さあ

40 Now, boys and girls, I'll tell you a very important point. さあ，とっても大切なことを話すよ。

41 Apart from joking. / Joking aside 冗談はさておき。

42 Let me back up a little bit. 少し話を戻しましょう。

43 in the next lesson 次の授業で

44 In other word / To put it another way / That is to say 別の言い方をすると

45 In short / To cut / make a long story short / In a word 要するに

マーカー

Discourse
Marker

発話
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