レッスンで使える

表現集
- レ アジ ョブ 補 助 教 材 -

目次
ページリンク
L 目次

1. レッスンで使える表現
レッスンでお困りの際に使えるフレーズからレッスンの中でよく使われるフレーズまで、

L 困ったときの表現

便利な表現をご紹介させていただきます。ご活用方法として、講師に伝えたいことが

L よく使う表現

①該当の表現を直接講師に伝える

L レッスン開始の表現
L レッスン進行の表現
L その他よく使う表現
L 覚えて便利な表現

伝わらない場合に下記の通りご利用ください。

②該当の英語表現を Skype のチャットボックスに貼りつけ、講師に伝える

click

1-1. レッスンで困ったときに使える表現

click

1-2. レッスンでよく使う表現

click

1-3. レッスン開始直後に講師がよく使う表現

click

1-4. レッスンを進める上で講師がよく使う表現

click

1-5. その他よく使われる表現

2. 覚えておくと便利な表現
覚えておくとレッスンでも重宝する、便利な英語表現をご紹介させていただきます。
表現を音読して練習し、実際のレッスンの場で使ってみてください！

click

2-1. 覚えておくと便利な表現

注： 本教材は、よりレアジョブレッスンをお楽しみいただくための補助教材となります。
レッスン用の教材ではありませんのでご注意ください。
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1- 1. レッスンで困ったときに使える表現
ページリンク
L 目次

ちょっと待ってください。

Please wait for a moment.

プリーズ ウェイト フォ ア モーメント .

L 困ったときの表現
L よく使う表現

もう少しゆっくり話してもらえますか？

L レッスン開始の表現
L レッスン進行の表現
L その他よく使う表現

わかりません。

Could you speak more slowly?

クドゥ ユー スピーク モア スローリー？

I can not understand.

アイ キャン ノット アンダースタンド .

L 覚えて便利な表現
チャットボックスを使ってもいいですか？

チャットボックスに書いてください。

どういう意味ですか？

辞書で調べます。

< 前のページへ
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Can I use the chat box?

キャン アイ ユーズ ザ チャットボックス？

Please type it down in the chat box.
プリーズ タイプ イット ダウン イン ザ
チャットボックス .

What do you mean?
ワット

ドゥ

ユー

ミーン？

I will look up the word in a dictionary.
アイ ウィル ルック アップ ザ ワード イン
ア ディクショナリー .
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1- 2. レッスンでよく使う表現
ページリンク
L 目次

もう一度言ってください。

Please say it again.

プリーズ セイ イット アゲイン .

L 困ったときの表現
L よく使う表現

わかりました。

L レッスン開始の表現
L レッスン進行の表現
L その他よく使う表現

私もそう思います。

I see.

アイ シー .

I think so, too.

アイ シンク ソー トゥー .

L 覚えて便利な表現
賛成です。

反対です。

今日は＿レッスンがしたいです。

質問があります。

ちょっと考えさせてください。

ヒントを教えてください。

答えを教えてください。

例を教えてください。
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I agree with you.

アイ アグリー ウィズ ユー .

I disagree with you.

アイ ディスアグリー ウィズ ユー .

I would like to have __ lesson today.
アイ ウッド ライク トゥ ハブ ＿ レッスン
トゥデイ .

I have a question.

アイ ハブ ア クエスチョン .

Let me think about it.

レット ミー シンク アバウト イット .

Please give me some hints.
プリーズ ギブ ミー サム ヒンツ .

Please give me the answer.
プリーズ ギブ ミー ジ アンサー .

Please give me some examples.

プリーズ ギブ ミー サム イグザンプルズ .
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1- 3. レッスン開始直後に講師がよく使う表現
ページリンク
L 目次

声は聞こえますか？

Can you hear me?

キャン ユー ヒア ミー？

L 困ったときの表現
L よく使う表現

ビデオで私の姿は見えますか？

L レッスン開始の表現
L レッスン進行の表現
L その他よく使う表現

今日のあなたの先生です。

Can you see me on the video?

キャン ユー シー ミー オン ザ ビデオ？

I will be your tutor today.

アイ ウィル ビー ユア チューター トゥデイ .

L 覚えて便利な表現
あなたの名前は何ですか？

何とお呼びしましょうか？

自己紹介をしてください。

今日は何をしましたか？

< 前のページへ
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What is your name?

ワット イズ ユア ネイム？

What should I call you?

ワット シュッド アイ コール ユー？

Can you tell me about yourself?

キャン ユー テル ミー アバウト ユアセルフ？

What did you do today?

ワット ディド ユー ドゥ トゥデイ？
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1- 4. レッスンを進める上で講師がよく使う表現
ページリンク
L 目次

レッスンを始めましょう。

Let's begin today's lesson.

レッツ ビギン トゥデイズ レッスン .

L 困ったときの表現
L よく使う表現

＿を見てください。

L レッスン開始の表現
L レッスン進行の表現
L その他よく使う表現

今＿ページを見ていますか？

Please look at __.

プリーズ ルック アト ＿ .

Are you in page __?

アー ユー イン ページ＿？

L 覚えて便利な表現
＿ページに進みましょう。

チャットボックスは見られますか？

＿と言ってください。

あなたに A の役をやっていただき、
私が B の役をします。

＿を読んでください。

< 前のページへ
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Let’s go to page __.
レッツ

ゴー

トゥ

ページ＿ .

Can you see the chat box?

キャン ユー シー ザ チャットボックス？

Please say __.

プリーズ セイ ＿ .

You will be A. I will be B.

ユー ウィル ビー A. アイ ウィル ビー B.

Please read __.

プリーズ リード ＿ .
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1- 5. その他よく使われる表現
ページリンク
L 目次

正解です。

That's the correct answer.
ザッツ ザ コレクト アンサー .

L 困ったときの表現
L よく使う表現

もう一度言ってください。

L レッスン開始の表現
L レッスン進行の表現
L その他よく使う表現

質問はありますか？

Please say it again.

プリーズ セイ イット アゲイン .

Do you have any questions?

ドゥ ユー ハブ エニー クエスチョンズ？

L 覚えて便利な表現

< 前のページへ
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2- 1. 覚えておくと便利な表現
ページリンク
L 目次
L 困ったときの表現
L よく使う表現
L レッスン開始の表現
L レッスン進行の表現
L その他よく使う表現
L 覚えて便利な表現

What do you mean by...? …はどういう意味ですか？
（例）What do you mean by that?（それどういう意味？）
as good as it gets 最高によい
（例）A: How do you like this story?（このストーリーはどうですか？）
B: It's as good as it gets.（最高です）
I'm sorry to be late 遅れてすみません
A: I'm sorry to be late.（遅れてすみません）
（例）
B: It's OK.（問題ないです）※レッスンに遅れた時に使いましょう
a piece of cake 簡単なこと／朝飯前
A: How was the exam?（テストはどうだった？）
（例）
B: It was a piece of cake.（簡単だった ）
nothing special 特にないです
A: Do you have any plans for today?（今日の予定は？）
（例）
B: No, nothing special.（特にないです）
be going to 〜 ～へ行くところだ。～するつもりだ 。
（例）I'm going to go to USJ on Sunday.（日曜に USJ へ行きます）
How about…? …はどうですか？
A: Where do you want to go during the vacation?
（例）
（休みの間どこへ行きたい？）
B: How about New York?（ニューヨークはどう？）
give it a try 試してみる。やってみる 。
A: Can you think of any examples?（なにか例を挙げられますか？）
（例）
B: OK, I'll give it a try.（よし、やってみます）
get it 理解する
A: Do you get it?（わかった？）
（例）
B: I got it.（わかった ）
get better よくなる
It will get better.（うまくいくよ）
（例）
※ Your English is getting better. と褒められた人も多いはず！
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