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Who Were The Neanderthals?
テーマ：ネアンデルタール人とは？



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 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をしましょう。

Who Were The
Neanderthals?



Three Steps to Improve Your Listening
Step 1

On the YouTube video settings, set the viewing speed to 0.75. This will usually make it slow enough for you to more 
clearly hear the individual words. 

Make sure you have your notebook and pencil ready to make notes on any interesting information you hear.

Step 2

Watch the video again, this time with subtitles. This helps you to visually confirm which words you heard, giving you 
more confidence in your understanding.

Step 3

Remove the subtitles, reset the play speed to Normal. Watch the video again, you will almost certainly be able to 
understand significantly more. This process helps your brain bridge the gap between slower, clearer speech, and 
faster, less clear speech.



リスニング上達のための3つのステップ

ステップ１

YouTubeのビデオ設定で、視聴速度を0.75に設定します。
これは、通常、個々の単語をよりはっきりと聞き取ることができる程度の速度です。
興味深い情報をメモするために、ノートと鉛筆を用意しておいてください。

ステップ２

ビデオをもう一度、字幕付きで見てみましょう。
どの単語が聞こえたのかを視覚的に確認することで、より自信を持って理解することができます。

ステップ３

字幕を外し、再生速度を通常に戻します。再度ビデオを見ると、かなり理解が深まっていることでしょう。
このプロセスにより、脳は、ゆっくりとした明瞭な音声と、速くて明瞭でない音声とのギャップを埋めることが
できます。



Watch the video a first time
Watch this video about Who were the Neanderthals?

Follow the three steps. Were you able to recognise more 
words and phrases during step 3?

3つのステップを踏んでみましょう。

ステップ3では、より多くの単語やフレーズを

認識することができましたか？

https://www.youtube.com/watch?v=FMc81qpCQ3g&ab_channel=NationalGeographicNationalGeographicVerified


Test yourself:自分で試してみましょう。

Two or three days after you watched the video try writing a short text about
Who the Neanderthals Were.

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

When you have finished, go back to the video and compare your ideas with what the speaker says, 
and check if you used the same words and phrases.

ビデオを見た2～3日後に、ネアンデルタール人とは何者かについて、短い文章を書いてみてください。

なぜ話者が「みんなで天文学の猛特訓をするべきだ」と考えているのか。

メモや辞書を見ないで、自分の考えを書いてみてください。

書き終わったら、ビデオを見て、自分の考えと話者の発言を比較し、

同じ単語やフレーズを使っているかどうかをチェックしてください。


