話し放題コースおすすめ活用法
「聞き放題」「読み放題」コースで聞いたり読んだりしたコンテンツについて、オンラ
インレッスンで先生とトークしよう！

●レッスンの進めかた
①ネイティブキャンプサイト内にて「フリートーク」を選択
②講師とレッスンを開始
③講師に e ステーション用のレッスンフローを使いたい ( I’d like to use the lesson
flow for e-station.) と伝える

●講師について
講師は、ｅステーションのコンテンツ内容を知りません。必ずどういったコンテンツに
ついてトークをしたいのか、先生と情報を共有してからトークを進めてください。

【オンラインレッスンでの会話例】
本やストーリーについてトークする場合

◆コンテンツの情報を共有する
今日は、e ステ―ションのコンテンツについてトークしたいです。
Today I want to talk about the contents of e-Station.
『賢者の贈り物』というストーリーを読みました。
I read the story “The Gift of the Magi.”
O. ヘンリーが書いたものです。O.ヘンリーはご存知ですか？
It was written by O. Henry. Are you familiar with O. Henry?

若い夫婦についての話です。
It’s a story about young married couple.

◆内容について話す
『賢者の贈り物』の例
ジムとデラは貧しいながらも幸せでした。クリスマスのとき、デラはｼジムになにか贈
り物をしたかったのですがお金がなかったので、自分の美しい髪を売りました。そして、
ジムに腕時計用のチェーンを買いました。ジムはデラが髪を切ったことを知るととても
驚きました。クリスマスの朝、ふたりが贈り物を交換すると、ジムからの贈り物はデラ
の長い髪をとかすためのくしだとわかります。そして、ジムも自分の腕時計を売ったの
でした。
Jim and Della were very poor, but they were happy. At Christmas, Della wanted
to buy a gift for Jim, but she had no money, so she sold her beautiful hair. Then
she bought a chain for Jim’s watch. When Jim saw that Della had short hair, he
was very surprised. Della told him that she had sold her hair to buy his gift. Then
they exchanged gifts, and Jim’s gift for Della was an expensive set of combs for
her long hair. He had sold his watch to buy it.

◆感想を伝える
とても面白かったです。
I enjoyed it very much.

悪くはなかったですが、思っていたものと違いました。
It was not bad, but it was not what I expected.

ちょっと難しすぎましたが、イラストがたくさんあったので理解することができました。
It was a little too difficult for me, but there were a lot of pictures, so I was able
to understand.

最初はオチわからなかったのですが、もう一度読んで理解できました。
I couldn’t understand the point of the ending at first, but I understood after
reading it again.

◆話をふくらます
（先生も）本を読みますか？
Do you read books?

どんな本を読みますか？
What kind of books do you read?

おすすめはありますか？
Do you have any recommendations?

ニュース、インタビュー、スピーチなどについてトークする場合

◆コンテンツの情報を共有する
Today, I want to talk about the contents of e-Station.
今日は、e ステ―ションのコンテンツについてトークしたいです。

e ステで宇宙飛行士のインタビュー動画を見ました。
On e-Station I saw a video of an interview with an astronaut.

XXX についてのニュースを聞きました。/ XXX のスピーチを聞きました。
I listened to news about XXXX. / I listened to a speech by XXXX.

今月上旬のニュースです。/ 10 月 10 日のニュースです。
It’s a news story from the beginning of this month. / It’s a news story from
October 10th.

VOA によるインタビューです。VOA はご存知ですか？
It’s an interview on VOA. Do you know about VOA?

宇宙の話題が好きなので、このコンテンツを選んでみました。
I like topics about space, so I chose these contents.

◆内容について話す
動画ではこの宇宙船に乗っていた飛行士が失敗時の体験について話しています。
In this video, an astronaut who was on a spacecraft/space shuttle talks about
experiencing a problem in space.

動画(ニュース)によると、ロシアのスペースシャトルの発射直後に問題が起き、宇宙ス
テーションにたどり着けなかったそうです。
According to the news story, a Russian space shuttle had some trouble just after
the launch and it didn’t reach the space station.

このニュースのこと知っていますか？ / これについて聞いたことありますか？
Do you know about this news? / Have you heard about this?

◆感想を伝える
おもしろかったです。
I enjoyed it. / It was very interesting.

勉強になりました。
It was very informative.

英語のスピードが速すぎて、ついていけませんでした。
The English was too fast for me. I couldn’t follow it.

でも、訳を読んで内容を理解することができました。
But I understood the story after I read the translation.

アメリカが宇宙ステーションにスペースシャトルを出しておらず、ロシアだけが出して
いることをこの記事で初めて知りました。
Before I read the article, I didn’t know that the U.S. isn’t sending space shuttles
to space stations and only Russia is sending them.

続報が気になります。
I look forward to reading/hearing more news. / I want to hear what happens
after this.

恐い出来事だと思います。
I think the incident was frightening.

ひどい(残忍な)ニュースだと思います。
I think the news was terrible/horrible.

◆話をふくらます
フィリピンで話題のニュースはなんですか？
What’s the hot/big news in the Philippines?

日本では、今台風のニュースで持ち切りです。
In Japan, the typhoon is the big news/topic right now.

