レッスンで良く使われるフレーズです。

英語フレーズ集

何て言っていいか分からないときは確認してみてね。

予約時のメッセージ
I’d like to have the placement test.

レベルチェックをお願いします。

______ is taking your class today.

＿＿＿＿ がレッスンを受けます。

Zoom ついて
I use zoom for the first time.

始めて Zoom を使います。

I will re-enter the room. Please wait.

退室して再度入り直します。少し待ってください。

My microphone is not on mute.

私のマイクはミュートになっていません。

Your screen is blinking.

あなたのスクリーンが点滅しています。

I will try another device.

別のデバイスを試してみます。

音声の確認
Can you hear me well?

私の声がよく聞こえますか？

Yes, I can.

はい、聞こえます。

No, I can’t. I cannot hear you well.

いいえ、聞こえません。

Could you turn the volume up?

音量を上げてもらえますか？

Could you turn the volume down?

音量を下げてもらえますか？

I will share the sound / music / video.

サウンド / 音楽 / ビデオ をシェアします。

映像の確認
Can you see me clearly?

私が良く見えますか？

Yes, I can.

はい、見えます。

No, I can’t. I cannot see you well.

いいえ、見えません。

Please press this button.

このボタンを押してください。

I will share my screen.

私の画面をシェアします。

Let me know if you can see it.

画面が見えるか教えてください。

It’s not moving.

画像が止まっています。

It’s blurry.

ぼやけています。

講師の話すスピード
Could you speak more slowly?

もっとゆっくり話してもらえますか？

Could you speak a little faster?

もう少し速く話してもらえますか？

よく聞き取れないとき
Could you say it again?

もう一度言ってください。

Could you type it in the chat box?

チャットボックスに打ってもらえますか？

I’ll type it into the chat box.

チャットボックスに入力します。

よく分からないとき
What’s the meaning of this word?

この単語の意味は何ですか？

Could you use more simple word?

もっと簡単な言葉を使ってもらえますか？

I don’t know the answer.

答えが分かりません。

Could you give me a clue?

ヒントをください。

Please give me the answer.

答えを教えてください。

Could you slow down the lesson pace?

レッスンをゆっくり進めてもらえますか？

発音について
Is my pronunciation correct?

私の発音は正しいですか？

Yes, it’s correct.

はい、正しいです。

This word is hard to pronounce.

この単語は発音するのが難しいです。

How do I pronounce this word?

この単語はどのように発音しますか？

Please listen and repeat after me.

聞いた後、私に続いて言ってください。

講師からの指示
Do you have your textbook?

テキストは持っていますか？

Open your book to page _____.

＿＿ ページを開いてください。

Please look at the picture.

絵を見てください。

Let’s move on to the next topic.

次のトピックに行きましょう。

Let’s sing a song.

歌いましょう。

Let’s play a game.

ゲームをしましょう。

For your homework, please answer _____ page __.

宿題として＿＿ ページの______をやってください。

質問
Is everything okay so far?

ここまで大丈夫ですか？

Yes, it’s fine.

はい、大丈夫です。

Do you have any questions so far?

ここまでで何か質問はありますか？

