Episode One: Student Handout
Unit 1: Aloha Challenge Basics
Aloha Challenge is an educational reality series with eight bi‐lingual interns
(University students) battling for the position of “Top Producer” and to win the
grand prize of $10,000. Three teams of Japanese and American high school students,
who barely speak each other’s languages, hire and fire interns as their producers in
a four round competition to create the best films and blogs about Hawai’i. As
students compete, they also communicate and learn each other’s language.
Watch the film anytime at: www.alohachallege.tv
Learn the language needed to talk about the show.
VOCABULARY:
た ん ご

Key Vocabulary・単語
かんじ

選ぶ
勝つ
負ける
率いる
録画する
撮影する
審査する
編集する
競う
話し合う
働く

体験学習

えいご

かな

漢字

英語

リーダー
インターン
チーム
プロデューサー
ディレクター／
えらぶ・えらびます
かつ・かちます
まける・まけます
ひきいる・ひきいります
ろくがする・ろくがします
さつえいする・さつえいします
しんさする・しんさします
へんしゅうする・へんしゅうします
きそう・きそいます
はなしあう・はなしあいます
はたらく・はたらきます
アルファ
ブラボ
チャーリー
コンペティション
たいけんがくしゅう
カメラ
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leader
interns
teams
producer
director
to choose
to win
to lose
to lead
to record
to film
to judge
to edit
to compete
to communicate/discuss
to work
Alpha
Bravo
Charlie
competition
Experimental
Learning
activity
camera

~りょく
技術的
協力
~回線

skill
technical
ideas
teamwork
round

スキル ~力
ぎじゅつてき
アイデア
チームワーク・きょうりょく
ラウンド・~かいせん

Vocabulary Exercises:
I.

Story Listening Comprehension: Read the following sentences and mark F if you
think the statement is False and T if you think it is True based on what you saw in
Episode 1 of the Aloha Challenge.
ぎじゅつ

1. _____ クリスさんは技術が高いです。
はたらく

2. _____せいじさんはクリスといっしょに働くのが好きです。
ま

け

3. _____チーム・チャーリーはイントロビデオで負けました。
か

ち

4. _____チーム・アルファはイントロビデオで勝ちました。
しんさ

5. _____ロレンゾさんはイントロビデオを審査しました。
きょうそう

だいきら

6. _____せいじさんは 競 争 するのが大嫌いです。
II. Which of the high school team do you think best matches the following statements?
どんなチームですか。
１．チームワークが一番いいです。

____________________

２．一回戦を勝ちます。

____________________

３．一番よいプロデューサーを選びました。

____________________

４．一番おもしろそうな体験学習をしています。

____________________

５．ディレクターが上手にできそうです。

____________________

GRAMMAR:
I. Use of the dictionary form of verbs. It is ~ to do~
All verbs have a dictionary or “plain” form of verbs.
For example:

たべます⇒たべる
ききます⇒きく
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します⇒する
*See your textbook for a detailed explanation of plain verbs*
The dictionary form can be used in plain or informal speech. It also can be used in
grammar to combine and create more complex ways of speaking, such as:
Dictionary verb + の／こと

+ が + adjective/adverb = It is~to (verb)

きょうそう

競 争 するのが好きです。 I like to compete.

さつえい

撮影するのがとくいです。 I am good at making films.
ひき

高校生を率いることが上手じゃありません。I am not good at leading.
Grammar exercises:
1. Complete the following sentences with an appropriate adjective/adverb of your choice.
スコットさんは高校生を率いるのが＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
ローレンさんは撮影することが＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
あゆみさんはスコットといっしょに働くのが＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
せいじさんはまけることが＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
クリスさんは競争するのが＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
2. What is your feeling about the following activities (fun, like, good at, etc.)? Please
sure to use the above grammar point and explain in a complete sentence.
撮影する＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
負ける＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
勝つ＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
率いる＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
競争する＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
II. State one’s opinion
おも

おも

~と思う・~と思います = think that~
Introduce 。。。とおもいます

and 。。。とおもっています。

Sample sentences:
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おも

1. verb plain form + と思う
チームアルファはこのラウンドに勝つとおもいます。
I think Team Alpha will win this round.
せいじさんはまけないとおもいます。
I think Seiji will not lose.
2. い-adjective + とおもう
おもしろ

チームブラボーのビデオはすごく面白いと思います
I think Team Bravo’s video is very interesting.
メグさんはとてもやさしいと思います。
I think Meg is very nice.
3. な-adjective or noun + だ + とおもう
あおりさんはいいプロデューサーだとおもいます。
I think Aori is a good producer.
たいへん

このコンペティションは大変だおもいます。
I think this competition is tough.
Grammar Exercises:
1. Finish the following sentences with “I think” or “I do not think”.
For example:
Ex1: しょうさんは頭がいい＿＿＿＿＿→ しょうさんは頭がいいと思います。
Ex2: あおりさんは撮影が上手＿＿＿＿→あおりさんは撮影が上手だと思いません。

メグさんはつよいプロデューサー＿＿＿＿＿＿＿＿＿
私はチームブラボーが一番強い＿＿＿＿＿＿＿＿＿
あおりさんは負ける＿＿＿＿＿＿＿＿＿
一回戦ち＿＿＿＿＿＿＿＿＿
一回戦チームチャーリーが勝つ＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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2. Answer the following question completely in Japanese, stating your opinion.
1. Which producer do you think will win the $10,000?

2. Which team do you think will win the competition?

3. Which producer do you think has the best technical skill?

4. Which producer do you think is the best leader?

CULTURE POINT:
1. ~感じ Kanji in this case is different than the word for Chinese characters (The
characters are different too).In this case, it means, “feeling, atmosphere, is like..., type”
etc.
Ex:

かのじょはすごく感じのいい人です。She is a pleasant (nice) person.
かれは感じの悪い人です。

He is an unpleasant (nasty) person.

あの絵は明るい感じです。That is a cheerful picture.
風を感じます。I feel the wind.
Saki-san makes the statement:
あおりさんは常にちょっと混乱している感じがあって
混乱＝confused. 常＝always
What do you think that means?
ほ

さ

2. 掘りを下げる literally means “to dig a hole”
It English we would use the phrases, “To sink our teeth into” or “To get into more deeply”
to mean the same thing.
What do you think the following statement by Sho means?
しょう

ぶんか

きょうみ

ほ

さ

晶 ：すごくハワイの文化というのに興味があって、文化をちょっと掘り下げた
おも

いと思っています。
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