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学習準備 (用意するもの)

You need 

1. a notebook
2. a pencil or pen
3. a dictionary
4. 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。

Travel in 
Australia



First time to watch
Watch this video about the Ten top places to visit in Australia

Before you  watch

● Which you do you think are the top ten places to visit in Australia and why?
○ Make sure to write your ideas down. This helps you focus more on the language later.

Now watch the video.

● Were your ideas the same as those mentioned in the video?
● Do you agree with the top ten places to visit?

ご覧になる前に

● オーストラリアで訪れるべき場所のトップ 10はどこだと思いますか、またその理由は？
○ 自分の考えを必ず書き留めておきましょう。そうすることで、後で言語に集中することができます。

では、ビデオを見てみましょう。

● あなたの考えは、ビデオに出てきたものと同じでしたか？
○ 訪れるべき場所のトップ 10に同意しますか？

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


Second time to watch
Watch this video about the Ten top places to visit in Australia again

Before you  watch

● Can you remember any specific details from each of the ten places recommended in the video?

Now watch the video a second time.

● Pay close attention to the reasons why the ten places are recommended 
● Talking about travel involves using a wide variety of adjectives to describe places and phrases for activities 

that people can do in those places. Listen and note down examples you hear.

ご覧になる前に

● ビデオで紹介されている 10箇所の場所について、具体的な内容を思い出せますか？

もう一度、ビデオを見てみましょう。

● 10カ所のおすすめスポットの理由に注目してみてください。
● 旅行の話をするときには、場所を表す形容詞や、その場所でできることを表すフレーズなど、さまざまな表現を使

います。聞いて、聞いた例をメモしてみましょう。

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


Test yourself : 自分で試してみましょう。

Two or three days after you watched the videos try writing about the top ten 
places to visit in Australia based on the video you watched.

Don’t check your notes or a dictionary, try to remember the words and phrases 
you need.

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

ビデオを見た2～3日後に、見たビデオに基づいて、オーストラリアの

観光地トップ10を書いてみてください。

ノートや辞書を確認せず、

必要な単語やフレーズを覚えるようにしましょう。

書き終わったら、2つ目のビデオに戻って、それを見て、

同じ単語やフレーズを使っているかどうかチェックしてください。


