
 

 

 

 

 

おめでとう Congratulations. 

すばらしい/すごい Excellent. / Wonderful. / Nice. /  

Fantastic. / Perfect. / Great. / Super. 

/ Amazing. / Marvelous. / Splendid. 

よくできました Good. / Good job (work). / Well done.   

そうです Yes. 

いいですよ All right. / O.K. 

完璧です Perfect. 

天才です Genius. 

おもしろい Interesting. 

それでいいですよ That’s good. / That’s right. / Oh, yes. 

がんばりましたね Good try. / Good work. / You did it. 

おしい Close. / Almost. 

大丈夫です No problem. / It’s O.K. 

心配しないで Don’t worry. / Take it easy. 

もう一度がんばって Try again. 

がんばって Good luck. / Do your best. 

できるよ You can. 

立ちましょう Stand up. 

座りましょう Sit down. / Take your seats. 

始めましょう Let’s begin. / Let’s start. 

歌いましょう Let’s sing. 

チャンツを言いましょう Let’s chant. 

(キーワードゲームを)しましょう Let’s play (the Keyword game). 

ここへ来ましょう Come here. 

戻りましょう Go back. 

もう一度 One more time. / Once more. 

～を聞きましょう Listen to ~. 

注意深く聞きましょう Listen carefully. 

～を見ましょう Look at ~. 

向かい合いましょう(背中あわせになりましょう)  Face to face. (Back to back.) 

1stSTEP 

指示をする Please をつけると， 
丁寧な指示になります。 

ほめる・励ます 笑顔で，児童の目を見て 
大きな声で！ 

Close の発音注意！

詳しくは，ALT に！ 



顔を上げましょう Face up. 

手を挙げましょう Raise your hands. / Hands up. 

手をおろしましょう Hands down. 

手を(頭)に置きましょう Hands on (your head). 

大きな声で言いましょう Louder. / Loud voice. / Big voice. 

(消しゴムを)出しましょう (Eraser), please. 

静かにしましょう Be quiet. / Stop talking. / No talking. 

みんなで言いましょう Say it together. 

もう一度言いましょう Say it again. 

(私の)後に繰り返して言いましょう Repeat after (me). 

英語で言いましょう In English. 

日本語でもいいですよ In Japanese, O.K. 

日本語は使いません No Japanese. 

待ちましょう Wait. 

ペアをつくりましょう Make pairs. / Make a pair. 

グループをつくりましょう Make groups. / Make a group. 

(3)人グループをつくりましょう (3) students, 1 group. 

(私に)見せましょう Show it (to me). 

じゃんけんをしましょう Do janken. 

名前を書きましょう Write your name. 

拍手をしましょう (拍手をする相手に向かって）Big hand. 

(私の)まねをしましょう Copy (me). 

あててみましょう(予想してみましょう)  Guess. 

数えましょう Let’s count. 

確かめましょう Let’s check. 

机を寄せましょう Desks together. 

机を後ろに下げましょう Desks back. 

(カードを)混ぜましょう Shuffle (the cards). 

(カードを)集めましょう Collect (the cards). 

カードを表(裏)に返しましょう Face up (down). 

持ってきましょう Bring to me. 

(Hi, friends!)を開けましょう Open your (“Hi, friends!”). 

(Hi, friends!)を閉じましょう Close your (“Hi, friends!”). 

さわってはいけません Don't touch. 

急ぎましょう Hurry up. 

もっと早く Faster. / More quickly. 

ゆっくりと Slowly. 

気を付けて Take care. / Be careful. 

やめましょう Stop. 

終わりましょう Finish. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次(初め)はだれですか Who’s next(first)? 

準備はいいですか Are you ready? / Are you OK? 

だれかわかりますか Who knows? 

だれか助けてくれますか Any volunteers? / Help me. 

他に誰かいませんか Anyone? 

知っていますか Do you know? 

わかりましたか Are you O.K.? 

なぜですか Why? 

だれが勝ちましたか Who’s the champion? / Who’s the winner? 

何回勝ちましたか How many wins? 

何ポイントですか How many points? 

あなたはどうですか How about you? / And you? 

あなたもですか You, too? 

終わりましたか Finished? / Are you finished? 

(終わったかを尋ねた後）まだですか Not yet? 

かけ声（「さん，はい！」） One, two! / Ready go! / Here we go! 

みんなで一緒に All together. 

時間になりました Time’s up. 

時間が過ぎました Time’s over. 

ゲームは終わりです Game over. 

A グループ Group A 

( B )チームに(１)ポイント (1) point for team (B). 

１列目，２列目… Row 1, row 2… 

はい，どうぞ Here you are. 

どういたしまして You’re welcome. / Not at all. / Sure. 

もちろんです/いいですよ Sure. 

落ち着いて Relax. 

どうぞ Go ahead. 

確認する 自信をもって 
言えるものを増やします！ 

2ndSTEP 

その他 
こんな英語も使えると
いいですね！ 

…と先生が尋ねても，

児童の答えは，必ずし

も英語で求めません。 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰かあててみましょう Guess who? 

何か(どこか)あててみましょう Guess what (where)? 

(赤く)色をぬりましょう Color it (red). 

線をひきましょう Draw a line. / Line, please. 

切り抜きましょう Cut it out. 

のりでつけましょう Glue it on. 

(絵)を指さしましょう Point at (the picture). 

引き分けです It's a tie. 

手をたたきましょう Clap your hands. 

足を鳴らしましょう Stamp your feet. 

肩を軽くたたきましょう Tap your (shoulders). 

回りましょう Turn around. 

あなたの番です。 Your turn. 

１つ選びましょう Choose one. 

片づけましょう Let’s clean up. 

１．英語だけで伝えない 
    絵カードやジェスチャー・表情など，視覚的な情報を一緒に 

使えば，子どもたちが理解しやすくなります。 

   ２．その時間に使うものを決める 
「これだけは使う」と決めて，授業に臨むようにします。 
決めたものを使えれば，クリア！ 

   ３．自信があるものを何度も使う 
  何より，子どもたちに正しく伝わることが大切です。 

先生がリラックスして使えるものを，何度も使います。 

４．発音は気にしすぎない 

英語を使って指導することを大切にしましょう。 

   ５．すぐに日本語に訳さない 
１度で伝わらなければ，ジェスチャー等をつけて何度か繰り返します。 
伝えようとする先生の気持ちを子どもたちはキャッチします！ 

 


