
30分間の自主学習

語彙力強化アクティビティ

Phillip James Language School
Fun and Reliable



Food
Brazil vs Japan
テーマ：フード　ブラジルVS日本



学習準備 (用意するもの)

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

Food
Brazil vs Japan

Make a note of words and phrases 
in both English and your own 
language you know related to food 
from Brazil and food from Japan.

ブラジルの食べ物や日本の食べ物に関連して

知っている英語や母国語の単語やフレーズを

メモしておきましょう。



You should watch the videos two or three times.

First time - just watch and enjoy.

● Make notes about what you see and hear in both English and your language.
● Were any words and phrases used that you wrote in your notes from Thinking Time?

Second/Third times:

● Pay more attention to the words and phrases.
● Use the subtitle captions to pick up any useful words.
● Make notes about some interesting new ideas or facts that you learned from the videos.

語彙力アップ



Watch this video in which non-Brazilians try popular food from Brazil.

Did the words and phrases you wrote down previously match what you saw 
in the video?

What other words might you use to describe some of the food you saw?

Make a note of any new interesting information you learned about Brazilian food from this video.

ブラジル人以外の人がブラジルの人気料理を試すビデオを見てみましょう。

前に書いた単語やフレーズは、ビデオで見たものと一致しましたか？

ビデオで見たものと一致しましたか？

このビデオで見た食べ物を表現するのに、他にどんな言葉がありますか？

このビデオを見て、ブラジル料理について新たに知った面白い情報があれば、メモしてください。

Watch the first video

https://www.youtube.com/watch?v=ID947u8KicI


Now watch this video with 25 must-try dishes in Japan.

Did the words and phrases you wrote down previously match what you saw 
in the video?

What other words might you use to describe some of the food you saw?

Make a note of any new interesting information you learned about Japanese food from this video.

それでは、日本で絶対に食べたい 25の料理を紹介したビデオをご覧ください。

前に書いた単語やフレーズは、ビデオで見たものと一致しましたか？

ビデオで見たものと一致しましたか？

このビデオで見た料理を表現するのに、他にどんな言葉がありますか？

このビデオを見て、日本の食べ物について新たに知った面白い情報があれば、メモしてください。

Watch the second video

https://www.youtube.com/watch?v=UF4jVfU4PkA


Test yourself : 自分で試してみましょう。

Two or three days after you watched the videos try writing a short text about Brazilian food and/or 
Japanese food.

If you want to write about both topics, it is a good idea to make comparisons. How are the 
different types of food similar/different? Are the same ingredients used? What about what they 
look like?

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

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

ビデオを見た 2～3日後に、ブラジル料理や日本料理について短い文章を書いてみましょう。

両方のトピックについて書きたい場合は、比較をするのが良いでしょう。異なるタイプの食べ物は、どのように似ているのか、あるいは違う
のか？同じ材料を使っていますか？見た目はどうなのか？

ノートや辞書を見ないで、自分の考えを書きましょう。

作業が終わったら、ビデオに戻って見てみましょう。

そして、同じ単語やフレーズ、アイデアを使っていないかどうかをチェックします。


