
 

CLASSROOM 

 ENGLISH 

~For teachers~ 



☆始めのあいさつ☆ 

おはようございます。        Good morning, everyone. 

こんにちは。               Good afternoon, class.  

                                 (boys and girls) 

お元気ですか？            How are you (doing)? 

元気です。                Pretty
ま あ ま あ

 good
良 い よ

!! / I’m sick. /  

great/ hungry / sleepy. 

今日は何曜日ですか？     What day is it today? 

今日は月曜日です。       It’s Monday. 

今日は何日ですか？       What’s the date today? 

今日は２月２２日です。     It’s February 22nd. 



今日の天気はどうですか？    How’s the weather today? 

今日は晴れています。       It’s sunny/ cloudy/ windy/  

snowy. 

             

☆終わりのあいさつ☆ 

今日はこれで終わりです。     That’s all for today. 

さようなら。                Good-bye. 

またね。                    See you. / Take care. 

また今度ね。               See you next time. 

 



☆ほめる・励ます表現☆ 

正解です！             That’s right! 

よくできました！          Very good! / You did well! 

すごいよ！                  Great! / Amazing!  

                           Fantastic. / Awesome 

それはいい考えだね！        That’s a good idea! 

がんばりましたね！           Good job!                              

だんだん上手になってきているよ！ 

You’re getting better! 

お手伝いありがとう！         Thank you for your help! 

惜しかった～！              Nice try! / Close! 



もう一回やってみよう！       Please try it again! 

心配しないで！              Don’t worry! 

君ならできますよ！           You can do it! 

  

☆動作やゲーム時の指示☆ 

座ってください。              Please sit down. 

立ちましょう。                Stand up, please. 

まっすぐ立ちましょう。       Stand straight. 

私の後に繰り返しましょう。     Please repeat after me. 

手を挙げてください。          Please raise your hand. 



こちらに来てください。         Please come (over)here. 

ここに立ってください。       Please stand here.  

もう一度言ってください。       One more time, please.  

静かにしましょう。          Please be quiet. 

話してはいけません。       Don’t talk. /chat 

動き回ってはいけません。    Don’t turn around. 

ごまかしてはいけません。    Don’t cheat. 

～を後ろに置いてください。   Put your (desks,chairs) back. 

手を頭に置いてください。    (Put your) hands on your head.  

ジャンケンをしましょう。      Do “rock, scissors, paper.”  

～を取ってください。       Get the …(cards, pencil ). 

一枚取って、回して。        Get one and pass. 



～を取り出してください。     Take out your ~.   

何か質問は？              (Do you have) any questions? 

何かほかにない？        Anything else? 

誰かほかにいませんか？    Anyone else ? 

ボランティアいない？       Any volunteers? 

用意はいいですか？       Are you ready? 

始めましょうか。          Shall we start? / Let’s start! 

ここからスタートしましょう。     Please start (from) here. 

並んでください。             Let’s make a line. / 

Fall in line. / Please line up. 

〇列に並びましょう。(複数列)   Let’s make 〇lines. 

4つのチーム（グループ）に     Let’s make four teams. 



分かれましょう。              /groups. 

円を作ってね。               Make a circle (circles). 

二人一組になりましょう。       Let’s make pairs. 

3人グループになりましょう。    Let’s make groups of three. 

時計回りで進みましょう。       Take turns clockwise.  

 (反時計回り)               (counter clockwise. ) 

自分の席に戻ってください。    Please go back to your seat. 

下がってください。           Please move (to the) back. 

前を向いてください。         Please move to the front.  

顔だけ前を向いて。        Please face to the front.  

あなた（私）の番です。         (It’s) your (my) turn.   

お先にどうぞ。            After you. 



（ためらわずに）どうぞ。       Go ahead. 

時間です。                   Time is up. 

おしまい。                    That’s all. 

終わりました。                 Finished 

ゲームは終わりです。          The game is over. 

やめましょう。                 Please stop. 

終わったら座りましょう。   When you’re done, please sit down.               

あなたが取ったカードを数えてみましょう。  

                    Please count how many cards you have? 

何枚のカードを持っていますか？ How many cards do you have? 

誰が勝ったかな？             Who won?  

勝った人は前にきてください。   Winners, come here. 



これで、良い？            Is this OK? 

日本語で（英語で）～は何？  What’s …… in Japanese(English)?  

どうでしたか？                How was it? 


