
1 たくさんのこと 21 色々なこと 41 言葉を通して

2 AIの進歩 22 一般的な知識 42 ホームステイの間

3 私たちの生活を変える 23 特定の知識 43 ～の一員

4 AIの時代 24 ～に興味がある 44 ～しなければならない

5 ここに記事がある 25 学び続ける 45 その家のルールに従う

6 私たちの将来の仕事について 26 それはあなたの長所になりうる 46 何か質問

7 そこに何が書いてある？ 27 将来に 47 彼らとコミュニケーションをとる

8 将来の 28 外国語 48 完璧な英語

9 通訳者はどうですか？ 29 英語を勉強する必要がある 49 恥ずかしがらないで

10 ええと 30 大事なこと 50 滞在を楽しんで

11 これを見て驚く 31 ～が得意

12 ～によると 32 ～が得意ではない

13 通訳の仕事を奪う 33 作者の気持ち

14 職業体験で 34 人間による注意深いチェック

15 アドバイスをもらう 35 関係を築く

16 彼女の仕事を説明する 36 私たちを～と結びつける

17 それをとても楽しむ 37 すべてをする

18 勉強すべきことが他のある 38 勉強する意味

19 日本語の深い知識 39 ～になりたい

20 あなたの言葉のセンス 40 人々の間にyour sense of language between people

deep knowledge of Japanese want to be ～

点

There are other things to study reason to study

enjoy it a lot do everything 名前

explain her job connect us to ～

get some advice build relationship 再テスト日：テスト日までの自習時間

on Career Day a careful check by human テスト日：9月17日(土)の講座内

take some translation jobs away writer's feeling ・90点未満の場合は再テストあり(希望者のみ)

According to ～ (be) not good at ～ ・90点以上で合格

surprised to see this (be) good at ～ ・2点×50問=100点満点

Let's see. important things enjoy your stay

How about translator ? need to study English Don't be shy

in the future foreign languages perfect English

What does it say? in the future communicate with them

about our future jobs It can be your strength any question

Here's an article. continue to learn follow the house rules

the age of AI (be ) interested in ～ have to ～

change our lives specific knowledge a member of ～

the progress of AI general knowledge during your homestay
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