
ALT / JTE Communication
A) Do you have _(1)_ you'd like to teach _(2)_?
B) I have _(1)_ I'd like to teach _(2)_.
C) If I don't understand _(1a)_, will you please teach 

it? If I see it, I will understand.
D) Please tell me if the _(1a)_ changes.
E) Could you make _(1b)_?
F) Can you be the head teacher for this _(1c)_?
G) Do you know this _(1c)_?
H) Can you _(3)_ of what we're doing in class 

_(2)_?
I) Is _(4)_ ok? 
J) This _(4a)_ is incorrect.
K) I'll _(5)_ with the _(1c)_.
L) Could you please _(5)_ with the _(1c)_?

(1) a lesson, a game, an activity, a song, something
(a) the lesson, the game, the activity, the song, 

something, the grammar, the spelling, the 
English, the Japanese

(b) a lesson, a game, an activity, a song, 
something, vocabulary cards, a picture, a 
worksheet, an example

(c) lesson, game, activity, song, grammar, 
spelling

(2) now, today, tomorrow, next week, next month, 
next time

(3) write a summary, give me an explanation, show 
me an idea

(4) my accent, the spelling, the grammar, the 
English, the Japanese, the lesson plan
(a) accent, spelling, grammar, English, Japanese, 

lesson plan
(5) send a fax, e-mail, call

A) Can we talk about the lesson?
B) How do you think the lesson went?
C) The students learned the material.
D) The students didn't learn the material.
E) I think the lesson went well / bad.
F) It was too (easy / hard / boring / loud).
G) Would you like me to plan the lesson?
H) Could you please plan the lesson?
I) Would you like me to prepare anything?
J) Are the students' accents ok?
K) How shall we communicate outside of school?
L) Can you explain this in Japanese to the students?
M) Can we check in with each other before class?
N) Have you done this activity at another school?
O) Please tell me if there's something I should change.

A) _(2)_教えてほし_(1)_がありますか？

B) 私は_(2)_、_(1)_を教えてほしです。

C) もしあの_(1a)_を分からなかったら、生徒に教えてく
ださい。見たら、分かると思います。

D) もしその_(1a)_が変わったら、教えてください。

E) あなたは_(1b)_を作ってください。

F) あなたはこの_(1c)_で主で先生をできますか？

G) _(1c)_を知っていますか？

H) _(2)_のクラスのすることで_(3)_もらっていいですか？

I) _(4)_は正しいですか？

J) _(4a)_は間違っています。

K) 私は_(5)_で_(1c)_を教えてあげます。

L) _(5)_で_(1c)_を教えてもらいますか？

(1)  レッスン、ゲーム、すること、音楽、何か
(a) レッスン、ゲーム、すること、音楽、何か、

文法、綴り字 （つづりじ）、英語、日本語
(b) レッスン、ゲーム、すること、音楽、何か、

単語カード、絵、ワークシート、例
(c) レッスン、ゲーム、すること、音楽、文法、

綴り字
(2)  今、今日、明日、来週、来月、次のレッスン
(3)  書いて、教えて、何を考えて
(4)  私の発音、綴り字、文法、英語、日本語、レッスン

(a) 発音、綴り字、文法、英語、日本語、レッスン
(5) FAX（ファックス）、E メール、電話

A)  レッスンのことを話しましょうか？
B)  あのレッスンはどうでしたか？
C)  生徒はレッスンのことを習った。
D)  生徒はレッスンのことを習わなかった。
E)  レッスンはよかった／悪かったと思います。
F) （簡単な／難しい／つまらない／うるさい）過ぎました。
G)  あなたは私にレッスンを作ってほしですか？
H)  あなたはレッスンを作ってください。
I)  私は何か作ってほしですか？
J)  生徒の発音は正しいですか？
K)  学校いない時どう連絡しましょうか？
L)  あなたは生徒に日本語でこれを説明してもいいですか？
M)  クラスの前に連絡し合いましょうか？
N)  他の学校にこれをしましたか？
O)  もし何かを考える必要があれば、教えてください。


