
Ｃｌａｓｓｒｏｏｍ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　⑧　（ＡＬＴに関する表現）
項目１ 項目２ 番号 英語表現 備考

1 Could you pronounce the word '～'? ～という単語を発音してくれませんか。

2 Could you say a word for ～? ～に関して一言お願いできますか。

3 Could you give us an expression including ' ～'? ～を使った表現を挙げてくれませんか。

4 Could you tell us what ～ 's like in your home country? あなたの国では～はどんなふうか教えてくれませんか。

5 Do you know any good games for this material? この教材のためのゲームはないですか。

6 If you come up with a good idea, let me know. 何かいいアイディアがあったら教えてください。

7 Do you know any good games? 何かいいゲームがありますか。

8 Any further comment? 何かコメントはありますか。

9 Could you say a few words? 一言お願いします。

10 Do you have any other idea? 他にいいアイディアはありますか。

感謝 11 Thank you for joining us. 加わってくださってありがとうございます。

12 Sorry? / Pardon? え，何ですか。

13 Sorry, I couldn't hear you. すみません，よく聞き取れないのですが。

14 Excuse me?  Would you repeat that, please? すみませんが，もう一度言っていただけますか。

15 Say it again, please. もう一度言ってくれませんか。

16 Would you please speak more slowly? もう少しゆっくり話していただけますか。

17 May I explain it to the students? 児童生徒にそれを説明してやってもいいですか。

18 May I translate it into Japanese for the students? 児童生徒のためにそれを日本語に訳してやってもいいですか。

19 Let's learn a lot of things from Mr. / Ms. ～ ～先生からたくさんのことを学びましょう。

20 Let's enjoy studying English with him / her. 一緒に楽しく英語の勉強をしましょう。

21 Let's give her / him a big hand. 先生に大きな拍手を送りましょう。

22 OK, let's ask him/her about his/her favorite food. それでは，先生の好きな食べ物を聞いてみましょう。

23 Is there something you'd like to share with the rest of the class? みんなに話したいことがありますか。

24 Let's say, "Thank you," to Mr. Baker. ベーカー先生にお礼を言いましょう。

25 Class, let's give Ms. White a big hand! みんなよく頑張りました。，ホワイト先生に拍手を。

26 Let's demonstrate how to do it for the students. 児童生徒にそれをやってみせましよう。

27 Let's call on students to answer the questions. 児童生徒を当てて質問に答えさせましょう。

提示 28 Here is my lesson plan. 指導案です。

29 I'd like to introduce your new English Teacher, Mr. Baker. 新しくお見えになったベーカー先生を紹介します。

30 She is from Australia. オーストラリアからお出でになりました。

31 Today we have a guest with us. / We have a special guest today. 今日はお客さんがいらっしゃってます。

32 This is Mr. Thompson. こちらが，トンプソン先生です。

33 Welcome to our class. ようこそ。
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