
SITUATION

You and your tutor are starting your first lesson.

あなたと先生は最初のレッスンを始めるところです。

Tutor: Hello. Can you hear me?

You  : Yes. I can hear you clearly.

Can you hear me?

Tutor: Yes. Hi, my name is Donna. I will 

be your tutor today.  How are you 

today?

You  : Fine. 

Tutor: Great. Me too! Is this your first 

English lesson?

DIALOGUE

Directions: First repeat after your tutor and then practice each role.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。

先生：
もしもし。聞こえますか？

あなた：
はい、はっきり聞こえます。聞こ
えますか？

先生：

はい。こんにちは、私の名前はド
ナです。私が今日のあなたの先
生です。今日は元気ですか？

あなた：
元気です。

先生：

すばらしい。私も元気です。これ
はあなたの初めてのレッスンで
すか？

Level Check A

Tutor should conduct a level check at the end of the lesson.

Getting Started

はじめに

今日のフレーズ
PHRASE OF THE DAY

VOCABULARY

状況

ダイアログ

語い

tutor 講師 hear 聞こえる

clearly はっきりと

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。

I can hear you clearly.

はっきり聞こえます。
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LANGUAGE FOCUS 

Phrases To Get You Started
はじめるためのフレーズ

今日のポイント

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。

ACTIVITY
練習

Activity 1: If you have the following trouble what do you say to your tutor?
練習１： 下記のトラブルの時、あなたは先生になんと言いますか？

Hints
ヒント

cannot ～できない

understand 理解する

saying 言っていること、発言

question 質問

word 単語
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A: How are you?

B: I am fine.   (Fine) (Good) (A little sleepy)

How about you? (What about you?)

A: Can you hear me?  (Can you see me?)

B: Yes.   (No, not clearly.)
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Ａ：元気ですか？

Activity 2: Now practice starting your first lesson with your tutor. 

Try to use some of the phrases from the language focus. Listen carefully to your tutor.
練習2： では、先生と初回レッスンの練習をしましょう。language focusで習ったフレーズを使ってみましょう。

先生の言うことをよく聞きましょう。

I can hear you clearly.
はっきり聞こえます。

Getting Started

はじめに

Ｂ：元気です。（元気です）（よいです）（少し眠いです）
あなたはどうですか？（あなたはどうですか？）

Ａ：聞こえますか？（（私の姿が）見えますか？）

Ｂ：はい。（いいえ、はっきりしません）

カメラを動かしてもらえますか？

マイクを調整してもらえますか？

映像を調整してもらえますか？

すみません。分かりません。

くり返してもらえますか？

チャットボックスに打ち込んでもらえますか？

1. You cannot hear your tutor.

先生の声が聞こえません。

3. You do not understand what your tutor is saying.

先生の言っていることが分かりません。

4. You want your tutor to say the question or word again.

先生に質問や単語をもう一度言ってほしいです。

2. You cannot see your tutor clearly.

先生がはっきり見えません。

Can you move your camera?

Can you fix your mic?

Can you fix your video? 

Sorry. I don’t understand.

Could you repeat that? 

Could you type that in the chatbox?

Direction: : Now listen to your tutor’s advice on which textbook level is recommended for you.
課題： 講師からあなたにおすすめのテキスト・レベルに関するアドバイスを受けましょう。
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Level Check A

Level Check
練習
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