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Speaking/Vocabulary
Why you should visit Cameroon



学習準備

You need 

● a notebook
● a pencil or pen
● a dictionary
● Access to YouTube



考える時間

あるトピックについて考える時間が
あると、感情的になる傾向がある
ため、より多くの言語を記憶する
能力が高まります。



Thinking time Make a note of words and phrases 
in both English and your own 
language you know related to the 
topic.

トピックに関連して知っている英

語と母国語の単語やフレーズを

メモする。

Why you should 
visit Cameroon



First time watching
Watch this video about why you should 
visit Cameroon..

Did the speaker mention any of the 
ideas you wrote down in your 
notebook? Do you think Cameroon 
looks like an amazing place to visit?

あなたがノートに書き留めたアイデアに

ついて、スピーカーは何か言及しました

か？　カメルーンは訪問するのに素晴ら

しい場所だと思いますか？

https://www.youtube.com/watch?v=8nmgBZvY9LQ


Second time to watch the video
Watch the video a second and third 
time and make notes on the following

● Write down the five reasons why the speaker 
thinks you should visit Cameroon

● Pay attention to the nouns and adjectives the 
speaker uses

● What is the final, extra reason why you should 
visit Cameroon?

You may want to add captions on the third time you 
watch to help you pick up some really useful 
phrases

ビデオをもう一度見て、以下のことをメモしてみてください。

● 話し手が、あなたがカメルーンを訪れるべきだと考

える5つの理由を書いてください。

● 話し手が使っている名詞や形容詞に注意してくだ

さい。

● あなたがカメルーンを訪れるべき最後の理由は何

ですか？

3回目の視聴時にキャプションを追加すると、本当に役に

立つフレーズを拾えるかもしれません。



Second Video: Listening Practice

Now watch this second video on Culture, 
People, Climate of Cameron

Does the video mention similar topics to those 
mentioned in the first video?

Do you think there are any similarities between 
your county and Cameroon?

このビデオでは、最初のビデオで触れられていた
ものと同じようなトピックについて触れられています
か？

あなたの国とカメルーンには何か共通点があると
思いますか？



Listen Again

Watch the second video again, and make 
careful note on the main areas the presenter 
talks about

● Culture

● People

● Climate Nature



Test yourself : 自分で試してみましょう。

After you watched both videos try writing about Cameroon.

Don’t check your notes or a dictionary, just write the process.

When you have finished, go back to the video, watch it, and 
check to see if you used any of the same words and 
phrases.

ビデオを見た後、海外援助のメリットとデメリットについて書いてみてくださ
い。

ノートや辞書を見ないで、ただ過程を書いてみてください。

書き終わったら、ビデオに戻って見て、同じ単語やフレーズを使っていない
かチェックしてみましょう。


