
●研修前後で、自分自身が変化したことはありますか？具体的に書いて下さい。 

126 名中 126 件の回答 

 

・英語の文法が少し上達した。 

・発音 

・英語でどんどん話せるようになった。 

・発音の仕方がなめらかに話せるようになりました。 

・あまり緊張しなくなった 

・体で表現することを、恥ずかしがらないこと。 

・英語の発音やアクセントを気をつけています。ネイティブに近づけるように頑張りた

いです。 

・英語を使って外国の方と話すのが不安だったけど、今回の経験を通して外国の方と話

すのに少し自身が持てました。 

・堂々と発表できるようになった 

・発音や会話のリズムなどを気をつけるようになった 

・抑揚など意識するようになった。 

・前より人前で話すことが恥ずかしくなくなったと思う。又、英語の抑揚に気を付けら

れるようになった。アドリブもある程度できるようになったと思う。  

・英語の文法を正確に使うことができるようになった。 

・英語を話すときや日本語でも話すときに少し緊張しなかったです。  

・英語でのレスポンスが多くなってしまった。 

・以前よりも英語に慣れることができた。 

・怖がらずに積極的に挑戦しようとおもった。 

・人前でも恥ずかしがらずはなせるようになった。  

・英語でのコミュニケーション能力の向上 

・英語を楽しめるようになりました。今までは緊張してすごく苦痛でしたが、少し余裕

が生まれて楽しくなりました。 

・緊張せずに発表すること 

・少しだけ自分に自信がつきました。 

・特にありません 

・大きな声で英語が話せるようになった。 演技がうまくなった。 

・楽しんで英語に取り組む、役柄になりきることの大切さを知った。  

・言葉に表現をつけること 

・人前で英語を話すときに以前と比べて恥ずかしくなくなった。  

・無い 

・もっと感情を表現したいと思います。英語は話すだけではなくて、体全体で表現する



ものであると知りました。 

・英語を使うのが楽しくなった。 

・英語の表現力があがった。 

・今まで英語は授業だから、しょうがなくやっていた感じだったけれど楽しむものなん

だと気付かされた。英語の視野が広がった。 

・本物以上の英語を知った 

・コミニュケーション力や、表現力などがついた。 

・感情を込めながら発言をできるようになった。 

・英語の文法が少し上達できた。 

・知らなかった単語を知ることができた。 

・英語の発表で恥ずかしがらずにできるようになった 

・読むときの感情の込め方 

・みんなの前で発表するときの恥ずかしさが前より減った 英語を聞く力が前よりも上

がった 

・話すときの表現の仕方がうまくなったと思った 

・少しだけ自分に自信がついた。 

・人前で英語を話せるようになった、 

・前より、少し英語が好きになったことです。 

・授業のスキットの発表が以前よりも堂々と発表できるようになった。  

・恥ずかしがらずにスキットなど人前で英語を発表することができるようになった。  

・少しだがキャラクターの心情を読み取ってキャラクターになるきる事ができた  

前より積極的に英語を使えるようになった 

・今までは英語が苦手で授業に消極的だったが、自ら英語で喋ろうと努力できた。  

・人前で英語を話すことに対する不安感が薄れたこと。思い切り楽しむことが大切だと

言うことに気付くことができた。 

・ALT と話せるようになった 

・感情を込めながら英語を言えるようになりました。 

・英語を聞くこと、話すことがより楽しく思えた。  

・英語の先生との会話で少し緊張しなくなったことと、  ジェスチャーができたこと。 

・英語での表現力が上がった気がする 

・積極的に英語を話してみるということです。 

・英語の文法が少し上達することができた。 

・恥ずかしさを捨てることができた。 

・授業で積極的に英語を話せるようになった 

・ALT と話すのに抵抗がなくなった。 

・会話表現が多く身についたこと 



・英語のスピーキング力を高めていこうという気持ちが多くなりました。  

・前よりも少し英語に積極的になれた 

・劇で本人になりきること 

・感情も少し入れながら会話文を読めるようになった。 

・英語を使ってリアクションがよりできるようになった。 英語に感情をつけられるよ

うになった。 

・英語を研修前よりも楽しんで取り組むようになった。 

・今まではあまり登場人物になりきるのは苦手でしたが、少し得意になれました。  

・自然に英語を喋れるようになった。 

・人前での発表を堂々とすること。 

・物語を英語で表現するということがなかったので、英語で表現できるようになりまし

た。 

・劇をクラスみんなでしたときに英語で何かを表現するという表現力が身についたと

思います。 

・英語での授業でなりきることが恥ずかしくなくなった。 

・自分は英語があまり得意ではないが、実際に声を出してみてしっかり通じる英語を話

したいと感じるようになった。 

・研修後から、教科書に出てくる本文の発音の仕方を注意するようになりました。機能

語は短く言ったり「ネイティブの人はこんなふうに言うんだろうな」と想像して練習

するようになりました。 

・自分から明るく英語に取り組むことができるようになった。 

・英語が苦手で自分の英語に自信が持てなくて人前での発表がすごく嫌だったけど、思

い切ってやることが大切とわかった。 

・英語が苦手で英語のときはなかなか自分を出せなかったけれど自信がついて自分を

出せるようになった 

・英語の会話が今まで苦手だったけれど楽しくできるようになったこと  

・ペーパー上の知識でなく、実際に英語を使うときの状況を考えられるようになった。 

・単語を見ただけでどういう意味かなんとなくですが理解できるようになりました。  

・英語を使うことの楽しさや大切さが実感できたこと 

・英語を使うときにテンションが高くなるようになって、堂々と話すことができるよう

になった。 

・英語の楽しさを身を持って感じられたので、英語に積極的に取り組めるようになりま

した。 

・いつでも明るく居るようになった。 ・発音を今まで以上に気をつけるようになった。 

・団結力や英語力が深まった。 

・自分の英語の発音に正確性を前よりも求めるようになった。 発音記号を意識して音・



読できるようになった。 

・どうとうとはなせるようになった。 

・童話などで自分が英語でなりきる力 

・英語を話すときに演技力にきをつけるようになった。 

・いつもよりも恥ずかしがらずに発表ができるようになった。 

・ALT の先生が言っていることをもっと理解しようと思った 

・全く意味がわからな文でも頑張ってり理解しようとする粘り強さ  

・人前で話すことがもともと苦手でしたが、大きな声で英語を話せるようになりました。 

・劇を通して「なりきり力」の大事さを学べました。 

・以前よりも普段の英語授業の発表活動が楽しく感じた。 

・英語を話すときのなりきり力が上がった感じがしました。 

・間違いを恐れずに英語を話すことです。 

・英語で話すことの恥ずかしさが少し少なくなった。 

・英語に感情をいれやすくなった気がする。まだまだだけど心なしか少しだけ緩急をつ

けられるようになった気がする。 

 

 

●どんな活動が良かったですか？具体的に書いて下さい。 126 名中 126 件の回答 

 

・大きなカブの劇 

・かぶの劇 

・フルーツバスケット 

・最初にジェスチャーで名前を紹介するゲームが体を動かすことによってノリノリに

なれて良いウォーミングアップになりました。 

・大きなカブがみんなと協力して発表することができた。 

・なんでもバスケット 

・短めの文をに感情を込めるというのが良かったです。分自体も難しくなく、やりやす

かったです。 

・大きなカブの劇や、テキストの役になりきる活動。 

・ペアでの小道具を使った発表がとても楽しかった  

・やはり、目玉でもあった「劇」のアクティビティーが一番楽しく、普段の授業では経

験できないような「発音の仕方」、「流れ方」など色々本場の人を実際に見て・聞いて学

べるものが多かったので、良かったと思いました。  

・教えてもらったスキットをみんなの前で発表したこと。 先生にアドバイスを貰えて

自分の問題点がわかった。  

・劇での英語を高める活動。 you can do it を使った様々な場面の練習。 



・二人組でミニ劇をしたこと 

・大きなカブのスキット 

・劇の活動 

・最初に言い方を変えてミニスキットをしたこと。  

・全体的に体の動きを使って表現する場面が多かったところです。  

・前半の You can do it. No,Ican't. 

・講師の先生とクラスのみんなで自己紹介をした活動です。普段は恥ずかしくてできな

いことでも自分をさらけだしてできるから良いと思いました。  

・体を張った自己紹介 

・英語の講師の方々の特徴的な喋り方や、 英語の会話の中からのネイティブアクセン

トがとても良かった 

・英語のミニゲーム 先生たちと親しくなれた。 

・場面を考えてセリフに感情を込めて練習する活動  

・みんなで劇をしたこと ・英語で会話をしたこと ・自分で文を考えて、ペアの子と楽

しくできたこと 

・大きなかぶのスキット 

・授業序盤の歌やゲーム 

・感情を行動で表現すること。 

・最後に行ったみんなで劇をやったことで感情の表現の幅を広げることができたと思

う。 

・実際の外国の先生に来ていただいて質問などすべて英語だったので普段の授業より

も濃い内容でした。劇を通して英語力を身につける活動は聞きやすい声の大きさや発音

の仕方・これはどういう意味なのかといった自分で考えることができたので良かったで

す。 

・大きなかぶで小道具を使い、みんなで楽しみながら、役になりきること。  

・最初は二人ペアでの練習で、それから二人の発表で、それから劇という流れがあり、 

だんだん発表になれていく流れが良かったです。 

・みんなで劇を発表したこと。 感情の込め方 

・２人組になってミニ劇をしたのが面白かったです。 

・A さんと B さんに分かれて気持ちを込めて発表をするということ。 

・ネイティブの方と話せたので発音や言葉のアクセントなどを学ぶことができました。 

・クラス全体の体育館でやった発表が良かったです。 

・ペアでのスキットが良かった。短時間で完成度の高いスキットができたと思います。 

・ペアで会話をして、ネイティブのリアクションを学んだこと 

・大きなカブの発表で、ほかの班の発表も見比べることができたこと。 

・自己紹介 



・「大きなかぶ」の英語劇 

・体を使って、英語を楽しんだことです。 

・言葉の発音の仕方が良くわかった。テンションの上げ下げや英語を楽しむということ

も学べて良かった。 

・劇を通じて色々な表現の仕方や、単語、文法など、授業ではやらないような発展的な

ものを学べたこと。 

・ペアでのスキット 

・スキットは、楽しんでできる上にそれで今の自分の英語力の範囲内で会話や文を工夫

して考える力が身についてとても良かったです。ペアの子と一緒に考えるのはとても楽

しかったです。  また、劇では知らない単語もいくつかあったりして勉強になったし、

短い時間で劇を完成させる事によってチームワークも鍛えられたと思います。  そし

てこれは決まった活動ではないのですが、先生に質問するときも日本語が通じない分少

ない知識でどうやって疑問を文にするかという力が求められて良かったです。  

・クラスの全員で大きなかぶの劇したこと。 

・みんなで英語で自己紹介をしたときに、ジェスチャーと合わせてジュリアンさんとし

ながらやってとても楽しかったです。 

・劇を通して英文を読む力だけでなく、表現力なども身につけることができたこと。 普

段の授業では詳しくできない部分が多くできたこと  わからない単語などがあったら

すぐに聞いて理解することができたこと 

・ミニスキット  drama 

・2 つの場面の「あなたはできる」という会話をペアで発表する活動。  

・柔道場で最初にしおりを使って行ったやつが発音の仕方のコツなどに繋がり良いと

思っ    た 

・はじめに自分の名前を自己紹介したことです。 

・初めてあった先生に英語だけで質問して英語だけで答えるという活動が、自分が持っ

ている力をすべて発揮しようとできたので良かった。 

・班ごとにスキットを発表する活動。 

・みんなの前で発表すること。 

・劇も初めのペアでの会話などで、感情を込めて英語を読んだこと。 すごくオーバー

リアクションでもその方が伝わりやすいことを知ることができた。  

・劇をする前にやったペアの短い劇 

・劇をするのが楽しかったので、楽しみつつ学べたのが良かったです。  

・劇をやって英語を実際に使うこと 

・二人で行うミニスキット 

・午前中に行った活動で文をただ読むだけでなくその場面にあった話し方をする活動  

・体を動かす活動 フルーツバスケット 



・劇の発表をする活動 

・スキット、劇 

・英語を使って劇を行ったり、劇の中でですが、歌を歌うのが楽しかったです。  

・大きなかぶの劇をみんなでやったのが良かった。普段英語だけで劇をやることはない

し、いい機会になった。 

・2 人ペアでやる劇の活動が良かったです。 

・二人組になって、小さい劇をつくってみんなの発表を見合ったこと。  

・実際に現地の人と話すことで抵抗がなくなった 

・みんなの前で劇をすること。 

・演劇などを通して楽しみながら英語を習得するというところが良いと思った。  

・英語のフルーツバスケット。英語の意味、単語の意味を瞬時に理解し、動くという瞬

発力というのだろうか。そういう力が研修の前よりも成長したと思う。 劇 大きなか

ぶ 及びその練習 英語で役を演じることに対し羞恥心がなくなった。怖いという気持

ちは少しあったが、それよりも楽しんでできた。練習もみんなで色々と考えて楽しくで

きたから。 

・演技(劇)を通してより場面にあった英語というものを知れたこと。  

・クラスで 2 グループに別れ、劇をしたこと 

・人前で話すこと。（劇をしたこと） 

・ペアでの発表 

・大きなカブ 最初の英語のゲーム 

・みんなで一つの劇をする活動 

・大きな蕪を演技るのがとても面白かったです。 

・最初の方にあったオーバーな読み方のやつが良かったと思う。  

・音読をしながら表現力を高める？（ゴジラになりきったり怒鳴ったり？など） 

・練習したスキットをすぐに発表するのが良かったです。   

・英語の活動をとうした劇の練習 

・一人ひとりに短いセリフが合ったこと、短い歌があったこと 

・柔道場で最初にしおりを使って行った活動が発音の仕方のコツなどに繋がり良かっ

たなと思った 

・「大きなかぶ」の劇 

・クラスのみんなで大きなかぶの劇をしたこと 

・自分たちで物語を考えて、発表したスキット 

・ペアで決まった文章をがった設定で読んで発表した活動 

・最後の劇 

・動きをつけて会話すること。 

・大きなカブの発表 



・みんなと協力した劇が楽しかった。 

・I liked playing with them in a way that I don't in Japan.  

・おおきなカブ 

・クラスの人たちと一緒に力を合わせて取り組んで最後にたくさんの人の前で発表し

た劇の活動。 

・二人組になって、自分で内容を考えて発表を行った。 

 

 

●MLS 講師の先生にメッセージがあれば自由に書いて下さい。 

（英語・日本語どちらでも可）  126 名中 117 件の回答 

 

・楽しかったです。 

・Thank you very much, Juria. 

・とても楽しかったです。貴重な体験をありがとうございました。  

・今回は貴重な時間をいただきありがとうございました。  とても勉強になりました。 

・Thank you very much, Juria 

・英語の話し方でとても参考になりました。これからも上達できるように頑張りたいで

す。 

・今回とても貴重な体験をさせていただきありがとうございました。とても楽しかった

です。 

・もう一回やりたいです。このような機会はとても貴重でした。本当に楽しかったです。 

・長い時間指導してくださりありがとうございます 先生方のおかげで英語で会話する

とき自信が持てるようになりました 

・貴重な体験をありがとうございました。英語による劇は、最初はちゃんとできるか心

配でしたが、とても楽しんで活動することが出来ました。また GS をするときはよろ

しくお願い致します。 

・Thank you juria!!she is very good teacher. l like her very much. Take care!! 

・とっても楽しかったです。とても高いテンションで面白かったです。  

・頑張ってください！！応援してます！！！応援してください！！！ありがとうござ

います！！！サンキュー！ 

・ありがとうございました 

・とっても楽しかったです！またやりたいです。 

・先生のおかげで授業でも恥ずかしがらず発表できるようになりました。ありがとうご

ざいます。 

・我々のまだなれない雰囲気の中での元気にやってくださりありがとうございました。 

・明るく楽しい活動でとても楽しかったです。この活動を活かしてこれからの英語もが



んばります。 

・可愛かったです 

・この度はお世話になりました。これから更に英語力を身に着けていきたいです！  

・お忙しい中、英語の指導ありがとうございました。私は英語を話すことは得意な方で

すが人前で話すと上がってしまいます。でも大きなカブの演技を通してそんなこと忘

れてしましました。とてもおもしろかったです。ありがとう。ルーシー！！  

・今回の GLOBAL STUDIES は非常に自分のためになるものでした。とくに、序盤の歌

やゲームは緊張して発言できずにいた自分をほぐすようにしてくれてその後の活動

は気持ちよく取り組むことができました。ありがとうございました。  

・劇の練習前のウォーミングアップが、わかりやすくてよりおもしろくなりました あ

りがとうございました 

・どうすればいいか、わからなくて困っているときも優しく教えてくださってありがと

うございました。今後も四ツ葉に来られることがあったらよろしくおねがいします。 

・劇が難しかった。 

・本当に楽しかったです。一日という短い時間でしたがお世話になりました。これから

も頑張ってください。 

・体を使った英語の活動はとてもおもしろかった。  

・お急がし中、私達のために講習に来ていただきありがとうございます。先生方のおか

げで英語に対するみかたが変わりました。今後もこの機会を活かして、英語力をのば

していきたいです。 

・本当に楽しかったです。楽しかっただけでなくて、英語で自分を思いっきり出して、

英語も自分も好きになりました。講師の先生方もひっぱってくださって緊張せずにで

きました。本当にありがとうございました！！ 

・途中でいなくなってしまったから、とても短い時間のみでしたが、楽しめて嬉しかっ

たです。 

・とても明るくて、英語が少し好きになりました。  

・Thank you ,Julia. She teach to us, so we can speak English very well. 

・Thank you very much, Juria, 

・楽しかったです。ありがとうございました。 

・ジュリア先生へ すごいフレンドリーではなしかけやすかったです。  また、FF が好

きなのがいっしょだったので嬉しかったです。とても勉強になりました。ありがとう

ございます。 

・分かりやすく、てきぱきと説明して下さったので進みが早くとても楽しかったです。

ありがとうございました。 

・Thank you very much. 

・この前は、ありがとうございました。とても楽しかったです。また機会があればお願



いします。 

・発表をして、以前よりも自信がつき、授業中に人前で堂々と発表できるようになりま

した。英語で楽しみながらも多くのことを学べました。ありがとうございました。  

・今回はこのような貴重なお時間を頂いて私達の成長するためを教えてくださってと

ても感謝しています。英語は苦手意識のあるものだったのですがとても楽しく活動が

できすごくいい経験になったと思います。これからの英語の授業やコミュニケーショ

ンに役立てていければなと思います。いい経験をさせていただいて本当にありがとう

ございました。 

・１日ありがとうございました。遠くからお越しいただいたのに遅くまでありがとうご

ざいました。これからも英語を頑張りたいです。 

・面白かったです！ 

・先生のおかげで楽しく授業ができました。ありがとうございました。  

・Global Studies の際はありがとうございました。皆さんのおかげで明るく活動するこ

との大切さを改めて実感することができました。また機会がありましたらよろしくお

願いします。 

・ジュリアさんなどに教わったことで英語の楽しさがわかりました。また、ALT の人と

話す事ができるようになりました。ありがとうございます。これからは英語を楽しみ

ながら学んでいきたいです。 

・先生の授業、とても明るく、楽しい内容で、一日英語に楽しみながらやることができ

ました。ありがとうございました。 

・わざわざ来ていただきありがとうございました。おかげでもっと英語を楽しいと思え

るようになりました。もっと、英語を話せるようになりたいです！！  

・楽しく、グローバルスタディーを進めていただきありがとうございました。  

・今回、授業を受けて初めてのことが多くて少し不安な気持ちがありましたが、いざ先

生の授業を受けてみてとても楽しい気持ちになり不安な気持ちがなくなりました。み

んなで作り上げた、大きなかぶはとても良い経験になりました。これからも今回学ん

だことを生かして英語をしていきたいと思います。  

・先生が明るく対応してくれたので、すごくやりやすかった。 

・Thank you!! 

・英語を楽しみながら、身につけることができました。ありがとうございました。  

・Dear juria. Thank you for Global Studies I was very fun. I couldn't speak English, but 

I can speak English! "Global Studies" is very interesting. thank you very much. I'm 

studying English hard. thank you Take care Daichi  

・講師の方が非常に明るく、とても楽しく英会話表現を学ぶことができ、非常に有益な

活動になりました。 

・今回の授業ではたくさん話しができてとても楽しかったです。堂々と英語を話す、会



話することが大切だと強く感じました。ありがとうございました。  

・大変楽しい講習を本当にありがとうございました。今回の経験はこれから四ツ葉学園

での英語学習において極めて役に立つものだと感じました。普段は英語を学んでいる

だけですが、このように習った英語を会話に活かす学習もこれからはあってもいいか

なと思いました。 

・リアクションが面白かったです 

・すごく明るくて、面白かったです。以前より、英語で話すことに自身を持てました。 

・先日はありがとうございました。 とても楽しく英語に触れることができました。普

段なら恥ずかしくてなかなかできないこともできて嬉しかったです。改めて英語は身

近なところにあるのだとわかりました。また、こんな活動をしたいです。 Thank you 

for you!!! I speak English better. So ,I'm very happy. I want to meet you again. 

・グローバルスタディーをしていてとても楽しくて、一日がとても早く過ぎていったよ

うな気がしました。これからも英語を楽しんで頑張っていきます。ありがとうござい

ました。 

・とても楽しく研修を受けることができました。最初の自己紹介から、あまり緊張せず

にできました。ありがとうございました。 

・Thank you for coming for us this time. This activity was very helpful. 

とても面白かった。明るくできた。楽しかった。 

・このような機会が今までなかったので本当によい経験になりました。まだ、講師の先

生の言っていることがわからないこともありました。それは、まだ、語彙力が十分に

ないということです。だから、これから英語の活動を通して語彙力を身に着けていき

たいと思います。また、それと同時に正しい文法も理解して、いつか、英語で色んな

人と話したいです。今回は本当にいい経験になりました。今回学んだことを生かして、

学校の方でも頑張ろうと思います。ありがとうございました。  

・この度はお世話になりました。これから更に英語力を身に着けていきたいです。  

・今回は僕たちに楽しく勉強をさせてくださり、ありがとうございました。はじめは緊

張していましたが、ジュリアンさんたちが楽しく接してくださったので心が楽になっ

て楽しくできました。またできたら嬉しいです。 

・今回は四ツ葉学園にお越しいただきありがとうございました。 私は今までの英語の

授業で、間違えることが恥ずかしくてなかなか大きな声で発表することができません

でした。しかし、今回活動した、英語での劇は、皆、間違えることを恐れず堂々と楽

しそうにしていたので、私も堂々と活動することができました。それ以降の普段の英

語の授業もハキハキとできています。わたしが人前でも恥ずかしがらずに英語を喋れ

るようになったのは、今回のドラマ・アクティブランニングがあったからです。本当

にありがとうございました。 

・楽しく授業してくれてありがとうございました。普段の授業では感じない緊張感があ



り、ワクワクしました。まだまだ英語は得意ではありませんが、将来話せるようにな

りたい・頑張りたいなどの気持ちがでてきました。今回は貴重な時間を本当にありが

とうございました。 

・Thank you for yours teaching! It was very interesting and fun for me. I learned really 

English so, I study English harder. If l meet you, I want to speak with you more. Take care 

of your halth. 

・先生のおかげで楽しく面白い劇にすることができました。 また、私自身も積極的に

楽しく英語に関わることができました。 

・今回はわざわざ四ツ葉学園に来て英語を教えていただきありがとうございました。学

校ではいつも文法だったり、話すための語彙力をつけるような勉強をしていますが今

回のグローバル・スタディーズを通して英語の本質が少し学べた気がします。きっと

授業で習う英語と、日常で使う英語は違うと思います。将来外国へ行ったとき今回学

べた間違えを恐れずに堂々とすることの大切さを活かせたらいいなと思います。今回

はありがとうございました。 

・今回はありがとうございました。最初はよくわからなくて不安しかなかったけれどだ

んだん英語に自信が湧いてきました。とても楽しかったです。 私は英語が苦手で嫌

いでもありました。けれど時間を重ねるごとに楽しくなってきました。 嬉しかった

です。わからないことがあったときに私の下手な英語を理解してくれて教えてくれた

先生のおかげです、本当にありがとうございました！ 

・忙しい中わざわざ学校にお越しいただき、またわかりやすく教えてくださりありがと

うございました。 

・Thank you for your teaching. I was really fun and interesting. I could use ”really English”. 

I want to use English a lot. P.S. If I have some mistake, please miss it. Sincerely yours, 

Kazumi 

・難しく大変な研修だと思っていましたがとても楽しい研修でした。有難うございまし

た。 

・I really enjoyed the global studies. In the global studies we actually get to use English 

without worrying about making mistakes. Thank you for coming from Tokyo. It was 

very fun and interesting. 

・講師の方が乗りよく元気に授業をしてくださったおかげで、こっちも元気にノリノリ

にできたので楽しかったです。英語がもっと好きになりました。  

・こんにちは。私たちのためにありがとうございました。 ところで私はひとつ気にな

ったことがあります。 先生は２L のペットボトルで飲んでいましたが、アメリカで

はそれが普通なのでしょうか。 

・どの先生も明るくて、とても楽しかったです。初めは、ノリについていけなくて困っ

たけれど、やっていくうちに慣れることができました。またこのような機会があった



ら今回よりも上手に、楽しく取り組みたいです。 

・とても楽しかったです！また機会があったら GS をしたいです。お忙しいところあり

がとうございました。 

・貴重な体験をさせていただきありがとうございました。 この経験を生かして英語の

学習を頑張って言いたいと思います。  

・ありがとうございました。 

・とても明るくしてくれて楽しかったです。アドバイスを的確にくれて良くすることが

できました。It was very fun。It was bright, energetic and easy to understand.Thank 

you for this time.I will do my best without forgetting this. 

・英語をとても楽しめました。ありがとうございました。 

・Thank you for the other day. I was happy to answer the question. Thanks to you, I was 

able to study with pleasure. 

・自分は ALT の先生以外の外国の方と話したことがないのですが、たくさん話してたく

さんのことを吸収できました。 

・先日はお忙しい中ありがとうございました。最初はジュリア先生の大きくて透き通っ

た声に驚いて、自分もこんななにハキハキと英語を喋れるか不安でした。しかし、ミ

ニスキットなどを通していくうちに、だんだん不安がきえて、楽しかったです。thank 

you！ 

・講習では私達にわかりやすく、そしてとても楽しく英語を教えていただいてありがと

うございました。先生の授業で私は人前でも恥ずかしがらずに発表する大切さを学べ

ました。本当に楽しい体験でした。 

・今回の GSⅱでは、様々な活動を通して英語はもちろん、表現することの楽しさを学

ぶことができました。おかげで、その後の英語の授業での発表活動も楽しんであまり

緊張せずにすることができました。すごくたのしい活動をありがとうございました。 

・初対面の人と英語を練習するのはとても緊張しましたが大きなカブの劇などいろい

ろ楽しかったです。英語で劇をするのは初めてでしたが自分なりに頑張りました。今

回で英語を話すときのなりきり力が上がった感じがしました。ありがとうございまし

た。 

・忙しい中、ありがとうございました。とてもいい経験になりました。 これからも英

語を頑張っていこうと思います。 

・ジュリア先生へ この前の講習のとき、いろいろなことを教えてくださってありがと

うござます。講習を受ける前は「単語を間違えたら嫌だな」とか「恥ずかしいな」な

ど英語で話すのがあまり好きではありませんでしたが、講習を受けて少し英語で話す

ことの抵抗が少なくなりなした。もっと英語を勉強してスラスラ話せるようにがんば

ります。 

みんながつまらなくならないように明るくふるまってくれてありがとうございまし



た。 

ジュリア先生のおかげで、英語で会話をする時に自身を持って英語を話せるようにな

りました。今回の研修はとても楽しく、良い思い出になりました。今回ジュリア先生

に教えてもらったこと、今回の研修で学んだことをこれからの英語の学習に活かして

いきたいです。本当にこの研修が楽しかったです。これからも頑張ってください。色々

なことをおしえていただき本当にありがとうございました。 

・ジュリア先生へ  先日は私達のために講習をして下さりありがとうございました。

私はこのような活動が初めてでとても緊張していました。でも、先生の明るいお話の

おかげで緊張がなくなり、とても楽しい活動となりました。そして、英語を使って積

極的に話す力がついたと思います。この経験を活かし、これからの学習につなげてい

きたいです。今回は本当にありがとうございました。 

・英語をうまく使えるようになりました。 

・It was fun during this time! I'm really thank you very much. You were energy, bright, 

friendly, and very cute. I want to see you again. Please be fine!!!!!!  

・沢山の貴重な体験ができてとても楽しかったです。これからも努力を重ねてもっと英

会話がスラスラできるようにします！ 

・英語は嫌いだけれど、これからも頑張ろうと思えました。ありがとうございました。 

先生方がとても明るくて、とても楽しかったです。また来てくださいね。  

  

 

 

 

 


