
Class roomEnglish

[Greetings]
https://youtu.be/DFmCB4lsnEs

•こんにちは、みなさん。 Hi、everyone.

•こんにちは︕ How are you? / How are you doing?

•おげんきですか︕ How have you been?

•みんな、おはよう︕

Goodmorning, everyone .

•みんな、おはよう︕

Goodmorning, boys and girls.

•よいごごですね︕ Good afternoon.

しゅうまつはどうでしたか︕

How's your weekend?

https://youtu.be/DFmCB4lsnEs


[Directions１]

https://youtu.be/HXGeOOrHb6k

•がめんを みてください。Look at the screen.

•ほんを みてください。 Look at the book.

•これを みてください。 Look at this

•ほんの さいしょのえを みてください。

Look at the first(second) picture of your book.

•ほんの 2ばんめのえを みてください。

Look at the first(second) picture of your book.

https://youtu.be/HXGeOOrHb6k


[Directions２]

https://youtu.be/Xh3WD6hm4mk

•きいて はなしてください。 Listen and repeat.

•よく きいてください。 Listen carefully.

•Sunの sを かいてください。

Write the letter 's' from the sun

•わたしについて してください。

Repeat afterme.

https://youtu.be/Xh3WD6hm4mk


[Directions３]

https://youtu.be/2TmSj_TWLVE

•ほんを ひらいてください。 Open your book.

•みんな たってください。 Standup, please.

•みんな すわってください。 Sit down, please.

•てを あげてください。 Raise your hand.

https://youtu.be/2TmSj_TWLVE


[Directions４]

https://youtu.be/VrrSZm18ezI

•いっしょに うたいましょう。 Let's sing along.

•いっしょに うたいましょう。

Let's sing together.

•しゅくだいは ここに。 Homework, here!

•どあを しめてください。

Close the door, please.

https://youtu.be/VrrSZm18ezI


[Teacher’s Talk 1]
https://youtu.be/Nfu4lhbl8lE

•なんに なりたいですか？

What do youwant to be?

•もういちど みましょう。

Let's watch it onemore time

•もういちど みたいですか？

Doyouwant towatch it onemore time?

https://youtu.be/Nfu4lhbl8lE


[Teacher’s Talk 2]

https://youtu.be/JEfrzEWBXIc

•すうじを かぞえましょう。

Let's count the numbers.

•みんなで はなしてみよう。

Let's say it together.

•みんあいっしょに。 Together.

https://youtu.be/JEfrzEWBXIc


[Teacher’s Talk 3]

https://youtu.be/Zz4FyBg6Zq8

•それは なんですか？ （名詞の場合）

What is it ?

•えいごで はなしてください。

(Speak) in English.

•それを はなしてください。

Can you say it ?

https://youtu.be/Zz4FyBg6Zq8


[Teacher’s Talk 4]

https://youtu.be/AUEbfWU7M9g

•かれは なにを していますか？

What does he do?

•かのじょは なにを していますか？

What does she do?

•かれは なにを はなしていますか？

What does he say?

•かのじょは なにを はなしていますか？

What does she say?

https://youtu.be/AUEbfWU7M9g


[Teacher’s Talk 5]

https://youtu.be/5HuErneuHpk

•なにか あったのですか？ What happened?

•なにが みえますか？ What do you see?

•だれの えんぴつですか？ Whose pencil ?

•だれの ばっぐですか？ Whose bag?

https://youtu.be/5HuErneuHpk


[Teacher’s Talk 6]

https://youtu.be/i6INH7nn48c

•これを おぼえていますか？

Doyou remember this ?

•じゅんばんを かえてみてください。 Take turns.

•あなたの じゅんばんです。 It's your turn.

•これは あなたのものです。

It's yours。 This is for you.

https://youtu.be/i6INH7nn48c


[Teacher’s Talk 7]

https://youtu.be/E-gkZHvlH7Y

•じゅんび できましたか？ Are you ready ?

•5ふん あげます。

I amgoing to give you 5minutes.

•じかんが おわりました。 Time is up.

https://youtu.be/E-gkZHvlH7Y


[Teacher’s Talk 8]

https://youtu.be/DBVhPjFV3wk

•でてきてください。 Comeout.

•だれが さいしょにしたいですか？

Whowants to go first ?

•一つ えらんでください。 Pick one.

•こたえを かくにんしましょう。

Let's check the answers.

https://youtu.be/DBVhPjFV3wk


[Teacher’s Talk 9]

https://youtu.be/tlnN7oBRsaY

•いっても いいです。 You can go.

•いっても いいです。 Youmay go.

•しゅうくだいを わすれないでください。

Don't forget your homework.

•しゅうまつに あいましょう。 See younext week.

https://youtu.be/tlnN7oBRsaY


[Class Control English １]

https://youtu.be/80ktjEnUad0

•よくやった！

Good job！ / Very good! /Great！ /

Excellent! / Fantastic！

•よく がんばったね！ Nice try.

•よく がんばったね！ Good try.

https://youtu.be/80ktjEnUad0


[Class Control English ２]

https://youtu.be/uAj-BzVjJZc

•ほとんど あたった。 Almost right.

•また やりましょう。 Try again, please.

•げんきに なってください。 Cheer up.

•とても よいです。That'smuch better.

https://youtu.be/uAj-BzVjJZc


[Class Control English ３]

https://youtu.be/DpCcSKRS3sQ

•だれが はなしますか？ Who is talking?

•しずかに してください。 Bequiet, please.

•はなすのを やめてください。 Stop talking.

https://youtu.be/DpCcSKRS3sQ


[Class Control English ４]

https://youtu.be/0wfWQIxSvnU

•まえを みてください。 Look forward.

•うしろを みないでください。 Don't look behind.

•それを かたつけてください。 Put it away, please.

https://youtu.be/0wfWQIxSvnU


[Class Control English ５]

https://youtu.be/-YFKfu3xRlE

•よくないね。Not good.

•かなしい。 I am sad.

•せんせいの はなしを きいてください。

Listen to the teacher.

•わたしの はなしを きいてください。

Listen tome.

https://youtu.be/-YFKfu3xRlE


[Class Control English ６]

https://youtu.be/O6EBXOTHYrM

•すてっかー2まい あげます。

I am going to give you two stickers.

•また、そうすれば すてっかーを あげること

が できません。

If you do that again, I can't give you stickers,

•すてきに なりなさい。 Benice.

•すてきに なりなさい。You need lo be nice.

https://youtu.be/O6EBXOTHYrM
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