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How Do We Talk About Japanese Food ? 
In the IELTS exam they want to know if you can 
talk about a wide range of topics, many of which 
you might be unfamiliar with. 

In this How Do WE Talk About? series, we look 
at how people from all over the world talk about 
things they are passionate about and hopefully 
give you plenty of great ideas to use in the 
IELTS test.

IELTSの試験では、幅広いトピックについて話すこ

とができるかどうかが問われますが、その中には

あなたがよく知らないものもたくさんあります。

この「How Do WE Talk About」シリーズでは、世界

中の人々が情熱を持っている事柄についてどのよ

うに話しているかを見ていき、 IELTSテストで使える

素晴らしいアイデアをたくさんご紹介します。



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をもつ
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

Think about the topic, what ideas do 
you have? Write them down in a 
notebook. Don't worry about using 
correct English at this stage.

テーマについて考えましょう。

まずはどんなアイデアがあるかをノートに書き出

してみましょう。この段階では、正しい英語を使う

ことは気にしなくて大丈夫です。

How do we talk about
Japanese food?



First time watching
Watch this video with Anthony 
Bourdain in Japan

Did the speaker mention any of the 
ideas you wrote down in your 
notebook? Was there anything that 
inspired or excited you?

あなたがノートに書き留めたアイデアについ

て、講演者は何か言及しましたか？

刺激を受けたり、興奮したことはありました

か？

https://www.youtube.com/watch?v=eNT73sCafPE&ab_channel=CreativeEmbersCreativeEmbers
https://www.youtube.com/watch?v=eNT73sCafPE&ab_channel=CreativeEmbersCreativeEmbers


Second time to watch the video
Watch the video a second and third time 

● Pay closer attention to the words and phrases 
used

● You don’t need to write everything down, try 
to get a few phrases related to the topic 

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２，３度繰り返して見てみましょう。

● 使われている単語やフレーズに注目する。

● すべてを書き留める必要はありませんが、トピックに

関連するいくつかのフレーズを集めてみてください。

３度目の視聴時には字幕を設定してみましょう。

聞き取りだけでは気づかなかった役立つフレーズを

新たに得られるかもしれません。



Test yourself : 自分で試してみましょう。

After you watched the video try writing about Japanese food, 
its traditions and culture using the same language from the 
video.

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.

ビデオを見た後は、日本食やその伝統、文化について、ビデオと同じ言葉を
使っ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。


