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Ashim, this is Kota.　
　
He's here to help you.
　
Hi. I'm Kota.
　
Hi. I'm Ashim.
　

Where are you from?　

Nepal.
　
I see. We'll make a kite today.
　
Do you fly kites in Nepal?
　
Yes. A kite is a changa in Nepali.

We fly kites during the Dashain Festival.
　
That's interesting.
　
In Japan, we fly kites at shogatsu, the New Year.
 
Let's make a nice kite to fly at the New Year!

アシム、こちらはコウタです。

彼はあなたを手伝うためにここにいます。

こんにちは。私はコウタです。

こんにちは。私はアシムです。

あなたはどこ出身ですか。

ネパールです。

なるほど。私たちは今日凧をつくるつもりです。

あなたはネパールで、凧を上げますか？

はい。凧はネパールではチャンガといいます。

私たちはダサイン・フェスティバルの間凧を上げます。

それは面白いですね。

日本では、私たちは新年のお正月に凧を上げます。

新年に上げるための素敵な凧を作りましょう。



Unit6-Part2 Kota が学んだこと

Today, I'll talk about my work experience at an elementary school.
　

I helped a teacher with an arts and crafts class.　
　
The students made Japanese kites.
　
I helped a student from Nepal.
　
We were able to communicate well because we talked in English.
　
It was my first time, but I enjoyed working with the students.

I also learned that teaching is hard work.

今日は、私は小学校での職場体験についてお話します。

私は図工の授業で先生のお手伝いをしました。

生徒たちは日本の凧を作りました。

私はネパール出身の生徒を手伝いました。

私たちは英語で話したので、コミュニケーションを上手に取ることができました。

それは私の初めての時でしたが、私は生徒たちと作業をして楽しみました。

私は教えることは大変な作業だということも学びました。



Unit6-Part3　難しかったことは？
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What did you think of the students?　

　
They did a good job, so I enjoyed working with them.
　
What was difficult about the job?

There were many students in the class,
but I had to pay attention to each one.　
　
They all need help sometimes.
　
Was anything surprised?
　
Well, teachers have to do a lot of preparation for each 
class.　
You learned a lot, didn't you?
　　
Do you want to do it again?
　　
Yes!
　
I'm glad to hear that.

あなたはその生徒たちについてどう思いましたか？

彼らはよくやっていたので、私は彼らと一緒に作業をして楽しみました。

何がその仕事について難しかったですか。

その授業にたくさんの生徒たちがいましたが、一人一人に気をつけなければ

なりませんでした。

彼らは皆、時々手助けが必要です。

何か驚いたことはありましたか？

えっと、先生たちはそれぞれの授業のためにたくさん準備しなければならない。

あなたはたくさん学んだのですね。

あなたはまたそれをしたいですか？

はい。

私はそれを聞いてうれしいです。



Unit6-Goal　職場体験について報告しよう

Iwent to an aquarium for my work experience.　

I helped the staff with an event, the “Touch Pool　.”
　
In that event, you can touch fish, shrimps, and starfish.
　
I stood by the pool to introduce the names of the fish to small children.

　

Some asked me questions, but I couldn't answer them all.　

　
Iwas happy when I could.
　
Now I want to learn more about sea animals.

Working at an aquarium is not easy because we must take care of living 
things, but it was fun anyway.

私は自分の職場体験で水族館へ行きました。

私は「タッチプール」というイベントでスタッフの手伝いをしました。

そのイベントでは、あなたたちは魚やエビ、ヒトデに触れることができます。

私は小さな子供たちに魚の名前を紹介するためにプールのそばで立っ

ていました。

何人かの子供たちが私に質問してきましたが、私はそれらすべてを答え

ることができませんでした。

私は答えることができたとき、うれしかったです。

今では、私は海の動物についてもっと学びたいと思います。

私たちは生き物の世話をしなければならないので、水族館で働くことは

簡単ではありませんが、それでもやはり楽しかったです。


