
クラスルーム・イングリッシュ 
 

ネイティブ・スピーカー   教師が不安を抱いたまま英語を話すと，児童も消極的

のように話せませんが…   になります。ネイティブ・スピーカーのように話すこと  

は，プロのスポーツ選手になるのと同様，相当な努力が 

必要で，一朝一夕にはできません。英語は国際共通語と  

して使われているので，外国の方に伝わる英語であれば  

十分です。大切なのは，英語を積極的に使う姿を児童に  

示すことです。  

 

                授業で大切なのは，児童が英語を使って友だちとたく  

さん関わることです。教師が英語を使うことにより，児  

童が混乱し，児童の活動に支障を来すなら，日本語で話  

すべきです。具体的には，初めての活動や，ルールが複  

雑な活動を行うときは，教師は日本語で話した方がよい  

でしょう。逆に，慣れている活動を行うときやほめると  

きは，積極的に英語を使いましょう。  

 

                ○ 笑顔で話す。  

               ○ 児童の反応を見ながら，ゆっくり，はっきり話す。 

               ○ 短い文を話す。  

○ 伝わっていないと感じたときは，もう一度繰り返す。 

               ○ ジェスチャー，イラスト，実物を用いる。 

               ○ 自分が話した英語をすぐに日本語に訳さない。  

 

 

 

クラスルーム・イングリッシュ一覧 
 小学校外国語活動研修ガイドブック（文科省発行）の「クラスルーム・イングリッシュ」

を簡素化した表現を載せました。英語として不正確な表現もありますが，授業の中で，児

童とのやりとりの中で使えば十分伝わると判断しました。  

日本語をそのまま英語にせず，省略する所は思い切って省略し，簡単な単語で短い英文

（１文５単語以内）にしました。  

 

（例）今日も暑いですが，４５分間，楽しく授業をしましょう。  

              ↓         ↓  

              省略 「楽しみましょう」という言い方に変える  

   It’s hot, but let’s enjoy English. 

      

■ はじめのあいさつ 

おはようございます。  
Hello. / Hi. / Good morning. 

Good morning. は午前中ならずっと用いることができます。  

こんにちは。  
Hello. / Hi. / Good afternoon. 

Good afternoon. は昼過ぎから夕方 6 時頃まで用います。  

みなさん，こんにちは。  Hello, everyone. / Hi, class. 

外国語活動の時間です。  It ’s English time. 

 

授業中はどのくらい英語    

を使うべきですか。  

英語で話すときに注意するこ

とは何ですか。  



今日の調子はどうですか。 How are you? 

今日もがんばりましょう。 
Let ’s enjoy Gaikokugo-katsudo. 

英語で「がんばる」という言い方はしないので，enjoy で代用します。 

よろしくお願いします。  英語にこの表現はありません。  

今日は何曜日ですか。  

木曜日です。  

What day is today? 

It ’s Thursday. 

今日は何月何日ですか。  

10 月 31 日です。  

What ’s the date today? 

It ’s October 31st . 

今日の天気はどうですか。 

○○です。  

How ’s the weather? 

It ’s sunny/ cloudy/ rainy/ snowy. 

 

■ おわりのあいさつ 

今日はこれで終わります。  That ’s all. / That ’s all for today. 

今日の授業は楽しかったですか。 Did you enjoy? 

また会いましょう。  See you. / Goodbye. / Bye.  

気をつけて帰ってください。  Take care. 

さようなら。  Goodbye. / Bye-bye. / Bye. 

 

■ 授業の開始 

立ちなさい。  Stand up. 

座りなさい。席に戻りなさい。  Sit down. 

こちらを見なさい。  Look (at me). 

準備はいいですか。  Are you ready? 

始めましょう。  Let ’s begin. 

※ 授業中の躾に関わることは，日本語できちんと話しましょう。  

 

■ ほめる（一言で）  

正解です。  Yes. / Good. / That ’s right. 

よくできました。  

Good! / Great! / Good job! / Great job!   You did a 

good job! / Wonderful! / Excellent! / Super! /  

Fantastic! / Perfect! 

おめでとう。  Congratulations! 

ありがとう。  
Thanks. / Thank you. /  

Thank you very much. 

よくがんばったね。  Nice try! / Good try!  

○○さんに拍手しましょう。  （教師がその児童の方を向きながら）Big hands! 

 

■ ほめる（良かったことを具体的に指摘して） 

大きな声で話した児童をほめる。  Big voice. Great! 

学級の前で発表した児童をほめる。  Nice demonstration. 

アイコンタクトの良い児童をほめる。  Good eye contact. 

良いジェスチャーの児童をほめる。  Nice gestures. 

学級全体が活発にインタビュー活動を行っ

たことをほめる。  
Good interview. You are wonderful!  

 

■ 励ます 

あきらめないで。  Don ’t give up. 

心配しないで。  Don ’t worry. / No problem. 



惜しい。  Close! / Almost! 

がんばって。（「幸運を祈っています」の意味） Good luck. 

恥ずかしがらないで。  Don ’t be shy. 

笑顔でね。  Smile. 

落ち着いて，焦らないで。  Relax. 

 

■ ゲームや活動の開始  

○○ゲームをしましょう。  Let’s play  ○○  game. 

チャンツをしましょう。  Let ’s chant. 

歌を歌いましょう。  Let ’s sing (a song). 

大きな声で歌いましょう。  Big voice! 

机を合わせなさい。  
Desks together. 

（教師は机を動かすジェスチャーをする。）  

机を後ろに下げなさい  
Desks back. 

（教師は机を下げるジェスチャーをする。）  

Hi, friends! を取り出しなさい。  
Hi, friends! , please. 

（教師は Hi, friends! を児童に示す。）  

10 頁を開きなさい。  Open your Hi, friends! , page 10. 

鉛筆を持ちなさい。  Pencil, please. 

机をきれいにしなさい。  Clear your desks. 

 

■ ゲームや活動 

まっすぐ並びなさい。  Line up. 

２列になりなさい。  Two lines, please. 

４チームになりなさい。  Make four groups. 

ペアになりなさい。  Make pairs. 

４人組になりなさい。  Four students one group. 

相手を代えなさい。  Change partners. 

向かい合いなさい。  Face to face. 

円になりなさい。  Make a circle. 

円になって座りなさい。  Make a circle and sit down. 

歩いてインタビューしなさい。  Walk around and interview. 

歩いて相手を見つけなさい。  Walk and find a partner. 

ここに立ちなさい。  Stand here. 

ここから始めなさい。  Start here. 

待ちなさい。  Wait. 

こちらに／前に／中央に  来な

さい。  

Come here. / Come to the front.  

Come to the center. 

後ろに下がりなさい。  Step back. 

最初は誰ですか。  Who ’s first? 

やりたい人はいませんか。  Any volunteers? 

あなたの番ですよ。  It ’s your turn.  

さあ，やってみてください。  Go ahead. 

役割を交代しなさい。  Change your roles. 

じゃんけんをしなさい。  Do janken. 

質問はありますか？  Any questions? 

太郎さんから始めます。  Let ’s start with Taro. 

 



■ カードゲーム・ボードゲーム 

一人が先生の所に来なさい。  One student, come to me. 

（カードを渡しながら）はい，どうぞ。  Here you are. 

カードを切りなさい。  Shuffle the cards. 

カードを配りなさい。  Deal the cards. 

カードを机の上に置きなさい。  
Cards on your desks. 

（カードを置くジェスチャーをする。）  

CD を聞いてカードをとりなさい。  Listen to the CD. Take the card.  

カードを何枚取りましたか。  
How many cards? 

How many cards do you have? 

数えましょう。  Let ’s count. 

さいころ  １個は die，２個以上は dice 

マス目  space(s) 

サイコロを振りなさい。  Roll the dice. 

 

■ ゲームや活動の終わり  

ゲーム終了の指示。  Stop. / Time is up. / Game over.  

終わったら座りなさい。  When you finish, sit down. 

誰が勝ったかを尋ねる。  （教師が手を挙げながら）Winner? 

５班の勝ちです。  Group 5 is the champion. 

がんばりましたか。どうでしたか。  Did you enjoy (the game)? 

何枚カードを持っていますか  How many cards (do you have)?  

もう一度やりましょう。  Let ’s play again. 

 

■ 様々な表現  

手伝ってくれますか。  Help me. 

絵を指さしなさい。  Point at the picture. 

ワークシートに名前を書きなさい。  （教師がワークシートを持って氏名欄に書く仕草

をしながら）Your name, please. 

線を引きなさい。  （教師が鉛筆を持って線を引く仕草をしながら）

Line, please. 

CD を聞いて点と点を線で結びなさい。  （教師が鉛筆を持って線を引く仕草をしながら）

Listen to the CD and line. OK? 

大きな声で言ってください。  Big voice, please. 

何が見えますか。  
What ’s this? 

これはなんでしょう。  

先生のあとについて繰り返しなさい。  Repeat. 

先生を見なさい。  Look at me. 

先生に見せなさい。  Show me. 

（物を渡しながら）はい，どうぞ。  Here you are. 

手を挙げなさい。  Raise your hands. 

静かにしなさい。話をやめなさい。  Be quiet. / Stop talking.  

目を閉じなさい。  Close your eyes. 

目を開けなさい。  Open your eyes. 

あと１分です。  One minute. 

練習しましょう。  Let ’s practice. 

一緒に言いましょう。  Let ’s say together. 

 


