Step1

Audio check / Video check
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At first, we will check our audio & video. OK?
Hajime ni Kankyo check wo shimasu. Iidesuka? (OK)
はじめに環境チェックをします。いいですか？
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Can you hear me? (Can ・ you ・ hear ・ me?) Can you hear me?
Kikoe masuka? ／Watashino koe ga kikoemasuka?
聞こえますか？／私の声が聞こえますか？
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Can you see me? ( Can・ you・see・me?) Can you see me?
Miemasuka?／ Watashi ga miemasuka?
見えますか？／私が見えますか？
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Now I will send a message on the chat box. （I・send・you・a・message…）
imakara message wo okurimasu. Iidesuka?
今からメッセージを送ります。いいですか？name（ネーム）／なまえ
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Can you see the message in chat box?
Chat box no message ga miemasu ka?
チャットボックスのメッセージが見えますか？
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Let me introduce myself.（Let・me・introduce・myself）
jikosyokai wo simasu iidesuka?
自己紹介をします。
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My name is **（My・name・is **）
watashi no namae wa ** desu
私の名前は○○です。
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What is your name?
Anata no namae wa nan desuka?
あなたの名前は、なんですか？
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Lesson Sentence
Let's study lesson sentence first.
mazu, lesson no kotoba wo oboemasyou
まず、レッスンの言葉を覚えましょう
If you understand, you say 'I understand'
Wakatta toki, kou itte kudasai. 'I understand'
分かった時、こう言って下さい。「I understand」
If you don't understand, you say 'I don't understand'
Wakaranai toki, kou itte kudasai. 'I don't understand'
分からない時、こう言って下さい。「I don't understand」
When you want me to wait, you say 'Wait a moment , please.'
Matte hoshii toki niha, kou itte kudasai. 'Matte kudasai'.
待って欲しい時、こう言って下さい。「Wait a moment, please」
When you want me to say it again, you say 'Say it again please'
Mou ichido itte hoshii toki, kou itte kudasai. 'Mou ichido itte kudasai'
もう一度言って欲しい時には、こう言って下さい。「Say it again please」
When I confirm your understanding, I say 'Do you understand?'
Anataga wakattaka kakunin suru toki, watashi ha kou iimasu 'Wakari masu ka?'
あなたが分かったか確認するとき、私は「Do you understand?」と言います。
「分かりますか？」という意味です。
When Lesson will start, I say 'Let's start’. Do you understand?
Lesson wo hajimeru toki, watashi ha kou iimasu 'Hajime masyou'.
Hajimeru toiu imi desu. Do you understand？
レッスンを始める時、私は「Let's start」と言います。
「始めましょう」という意味です。分かりましたか？
When Lesson's finished, I say 'Lesson's finished'. Do you understand?
Lesson ga owaru toki, watashi ha kou iimasu 'Lesson's finished'.
Owari toiu imi desu.
レッスンが終わる時、私は「Lesson is finished」と言います。
「終わりましょう」という意味です。Do you understand？
When your action is right, I say 'That's correct'. Do you understand?
Anatano action ga tadashii toki, watashi ha kou iimasu 'That's correct.'.
Seikai toiu imi desu. Wakari mashita ka?
あなたが正しい時、私は「That's correct. !」と言います。
「正解」という意味です。Do you understand？
When your action is wrong, I say 'That's not good'. Do you understand?
Anata ga machigatte iru toki, watashi ha kou iimasu 'That's not good'.
Dame desu. Do you understand？
あなたのアクションが間違っている時、私は「That's not good」と言います。
「ダメです」という意味です。分かりましたか？
Can you remember this word 'Homework'.
Kono kotoba wo oboete kudasai.'Homework' shuku dai toiu imi desu.
この言葉を覚えて下さい。Homework「Shuku dai」という意味です。
Can you remember this word'Examination'.
Kono kotoba wo oboete kudasai.'Examination' Shiken toiu imi desu.
この言葉を覚えて下さい。Examination「試験」という意味です。

