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2018 年度シドニー異文化体験付英語講座最終回 受講生たちの感想、振り返り 

1 年間の講座の最終回の後に、受講生のみなさんに 1 年間の感想を書いていただきま
した。 
 
「みんなの夢について聞けてよかった。1 年間で普通に生活していては体験できない多くのこと

ができたと思う。シドニーにいって英語を使う機会が得られたと思う。英語を勉強する意味を知

れたと思う。参加できて良かった。」 

 

「とうとう最終日の今日もペペは輝いていた。輝きに輝いていた。最高とはこの男のためにある

のだろう。出会いは一期一会とよくいうが、本当にその通りだ。私はこの出会いを大切にしたい。

もちろん Rommy さんリーダーの方々には感謝しかない。ありがとうございました。この 1 年は

自分にとって重要な 1 年で来たばっかりでほとんど友達もいないようなときに最高の男、ペペ

をはじめ Pepe’s Kitchen の皆、月曜日クラスの皆、リーダーの皆さん、そして Rommy 先生に出

会えたことは本当に財産になるなと思いました。英語でコミュニケーションすることに多少不

安はあったけど、本当にリーダーの皆さんが優しく接して下さって本当に本当に楽しかった で

す。これをきっかけに仲良くなった仲間とは今後も交流していきたいと思います。ありがとうご

ざいます。」 

 

「教師になりたい人率多くて驚いた。夢があってうらやましい。思ったよりも英語って使って楽

しいってわかることができたと思う。ありがとうございました。」 

 

「今回が最後の講座ということでなんとなくしんみりとした気持ちでしたがいざ講座が始まる

やいなや、みんな変わらず元気いっぱいでした。そんな気持ちもどこかへ吹き飛んでいってしま

いました。来週からはこの素敵な光景に囲まれ眺めることができなくなると思うと、今日が大変

名残惜しく感じます。とにかくありがとうございました。1 年間ありがとうございました。」 

 

「グループアクティビティ何とかやりおえられてよかったです。スピーチも緊張したけど言え

ました。人見知りの私なので普通だったらできない友達や関係が 1 年間の講座のおかげでたく

さんできました。やっぱり英語も人とのかかわりも大好きだなと改めて思いました。ありがとう

ございました。」 

 

「最後の講座ということでパーティー形式でみんなとお話することができてとても楽しかった

です。グループアクティビティもとても楽しかったです。このクラスで一緒に英語を学べて良か

ったです！これまで英語を話すことが苦手でした。しかし、この講座を通して毎週英語に触れた

り、シドニーへ行って海外でしか得られない経験をしたりしたことで、英語を話すことへの苦手

意識をなくすことができてとても良かったです。Rommy 先生やリーダーさんたちが楽しく、分
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かりやすく講座を作り上げて下さったので、とても楽しく英語を学ぶことができました。この講

座に申し込んで本当に良かったです。ありがとうございました。」 

 

「いいクラスだったなあとしみじみ思いました。みんなと仲良くなれてよかったです。このクラ

スのことは忘れません！ありがとうございましたあああ―――！！！」 

 

「みんなの将来の夢をきけたこと。実は外国人が苦手でした。町を歩いているとき、前から外国

人が歩いてくるとびびって下を見たり、びくびくしていました。しかしこの講座を受けてシドニ

ーに行き、いろんな外国人とかかわることで、その抵抗がなくなりました。広大のコミュニケー

ション英語のスピーキングでは外国人講師の方と楽しく会話できるくらいまで成⾧できまし

た！！ありがとうございました！！」 

 

「自分自身のことを見つめなおすためのよいきっかけになりました。ありがとうございました。

1 年間ありがとうございました。異文化体験ということでしたが、異文化というものを鏡として

自分自身を見つめなおすきっかけとなりました。自分自身を知るということはこの先の人生で

きっと生きてくると思います。とてもよい体験をさせて頂きました」 

 

「オードブル食べながらおしゃべりできて楽しかった！最初は不安いっぱいで英語で話せと言

われてもなかなか上手くしゃべれなくてちゃんと上達するのかな…って思っていました。だけ

ど毎回の講座を通してしゃべるのが楽しいと思える自分がいました。 いろんな人と仲良くなれ

てシドニーでもたくさんのいい思い出ができて本当にこの講座を受けてよかったと心の底から

思います。Rommy さん、ぞうさん、リーダーさん、1 年間弱ありがとうございました(*^^*)本

当に本当に楽しかったです♡」 

 

「グループアクティビティは Siri が全く反応してくれませんでした。この講座を受けていなか

ったら、私は今ごろ英語に全く触れない生活をして、海外への興味もなくなってしまっていたと

思います。毎週ここにきてリーダーさんとお話したり、他の友達と話すことで私のモチベは保た

れていました！おかげでニュージーランド行くことになりました！！！これから学部の勉強も

忙しくなるけど英語の勉強は続けていきたいです。講座のみんなと出会えて本当にうれしかっ

たです」 

 

「スピーチをして 1 年間で自分が少し成⾧したことを感じた。講座はとても楽しく、毎週楽しみ

だった。内容は楽しみながらも身になって、TOEIC のスコアも上がりそうだ。来週のテストが

たのしみである。月曜日のメンバーはとても良い人ばかりで何より、ロミー先生とぞうさんのコ

ンビは最強だった。1 年間楽しく学べました。ありがとうございました。」 
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「最後のクラスで自分の将来についてしっかりスピーチできたので良かった。最初は英語で話

すことにためらいを感じていたりして、上手く英語を話せないこともあったけど最後はしっか

り英語で話すことができて成⾧を感じました。チューターのあいりさんやダンボさん、ロミーさ

んすごく楽しい時間をありがとうございました。」 

 

「最終回らしい講座で良い締めができた。みんな英語で自分の伝えたいことを話せていたので、

みんな変わったなと思った（もちろん自分も変わりましたが）楽しい最後でした。入学当初、人

前では影も同然だった自分が今ではごく普通に話していることが信じられません。それぐらい

自分を成⾧させてくれたのは間違いなくこの英語講座です。自分の世界に閉じこもらずに外に

出てみようといったことを教えてくれました。それはとても大切なことでした。実際にシドニー

に行ったときや講座内でこれまでとは違う自分をみつけることができました。この体験は忘れ

ることはないでしょう。1 年間ありがとうございました。」 

 

「1 年間楽しかったです。スピーチは少しきんちょーしましたが自分自身も話すことを楽しみな

がらできたので良かったです。英語が好きになりました。4 月はこんなん楽しくてしょうがなく

思うなんで思ってもみませんでした。英語を話す機会がたくさんあったことがなにより私にと

って一番良かったことです。来年も講座に関われてうれしいです。」 

 

「あっという間に最終講座をむかえてしまいました。発音は難しいので練習あるのみですね。最

初はなじめるか心配でしたがとても楽しいメンバーやリーダーの方々に出会えて楽しい 2018 年

初めての大学生活でした。英語だけでなくて普段のことも笑いながら話せる仲にもなれてとて

も良かったです。Rommy 先生の雰囲気が、リーダーの方々の雰囲気がとても楽しい講座になっ

た要因だと思うのでぜひ来年以降も続いてほしいです。今までたくさん準備して頂きありがと

うございました。時間があれば、講座前に顔を出したいと思います。」 

 

「みんな色々な夢をもっていてすごいなと思った。1 年間ありがとうございました。この講座を

とって良かったです。英語が少し好きになったし、みんなの前で話したりするのが苦手だったの

が少しましになりました。トトロさんも色々とありがとうございました。」 

 

「久しぶりに先輩に会えてうれしかったです。楽しく学習できました。どの曜日の講座に行って

も優しく出迎えてくれて幸せでした。とても楽しかったです。」 

 

「ただ全てに感謝。まき先生、素敵な回答をありがとうございました。私の中ではいまだに去年

の英作文が響いています。某大手の模試で、英作文が０点（なんて書いてあるの）とコメントさ

れて以来、英作と speaking がネックでしたが、克服できました。最後にまなみさんには本当に

感謝しています。素晴らしいリーダーに出会えたことに心から感謝しています（P.S.他のリーダ
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ーさんも優しくして下さりありがとうございました。）」 

 

「めずらしく Manami さんは何もしませんでした。ただ「帰れ」って言われて悲しんでいまし

た。楽しかったです。ありがとうございました。初めは行くのがとても嫌でしたがオーストラリ

ア行った後は楽しかったです。Manami さんのおかげかもしれませんね…」 

 

「あんまり最後感がなかったけど、来週 TOEIC だと思うとすごく現実味が湧きました。ポテサ

ラおいしかったです。Manami さんに会うのが最後かもしれないので寂しいです。こちらこそ 1

年間ありがとうございました。班のメンバーと Manami さんのおかげで 1 年頑張ることができ

たと思います。班がとても楽しくあまり好きでない英語も嫌々じゃなく学ぶことができたと思

います。班で仲良くてまき先生ににらまれることとちょっかいをだされることがちょくちょく

あった気がするけど、それも楽しかったです。これから英語に触れる機会を増やしていけたらい

いなと思います。ありがとうございました。」 

 

「IT’ was very interesting! はじめは英語を使った講座ということでかたくるしいイメージがあ

り、緊張していましたがこの講座は楽しく英語を使うことで英語を覚えられたのでとても良い

経験になった」 

 

「たのしかった。おいしかった。楽しかったです。英語を話す楽しさが分かりました。」 

 

「たのしかった。たのしかったです。特に後期が楽しかったです」 

 

「最後の講座だったけど今までで全部のアクティビティを通して一番話せた気がして本当に楽

しかったです。みんなの将来の夢を聞くことができて自分も頑張ろうと思えました。1 年間サポ

ートしてくれた講座の皆さん、本当にありがとうございました！受講して良かったです！！」 

 

「リーダーさんからのメッセージがとても心に残った。1 年間本当にありがとうございました。

受講してすぐは下書きもなしにその場で考えて英語で話すなんて絶対できなかったけど今日み

んなの前で間違いはあっても英語で話せたことは自身につながりました。リーダーさんや先生、

友達のおかげだと思います。今まで英語や海外の文化には興味のある方だったけれど、シドニー

へ留学してもっと勉強したいと思うようになりました。大学生のうちにもっと ⾧期的な留学に

挑戦してみたいです」 

 

「大学でしかできないことをやっていきたいと思います。この講座を受けて知り合いが増えて、

何回も海外も行きたいと思った。」 
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「楽しかったです。アクティビティ緊張しました。もうちょっとうまくまわしたかった。この講

座を受けて良かったです。また次海外行こうと思えました。他の学部の人としゃべる機会もあっ

たし良かったです」 

 

「Future Plan の話の切口はたくさんあるのだなと思いました。教日の先輩と話ができてうれし

かったです。1 か月間講座に来れないときはありましたが、どの講座も楽しく、シドニーでも英

語を使いながらグループの人と協力して旅行することができました。英語を使うこと、人前で話

すことの苦手意識がうすまりました。いろんな人と仲良くなり英語に親しめた有意義な講座で

した」 

 

「短い間でしたがありがとうございました。とても楽しい講座でした。1 年間という短い間でし

たがありがとうございました。とても楽しかったです。この 1 年間で英語スキルが上がったよう

に思います。今回の講座を生かして海外に行ってみたり海外の人達とコミュニケーションした

いと思うようになりました」 

 

「みんなの今日のスピーチを事前に考えていないはずなのにすごいスピーチをしていて本当に

見習うことがいっぱいだと思ったんですけど、私も少し上達したのかなと思いました。マキ先生、

リーダーのみなさん、一緒に受けた 30 のみんなに感謝です。授業の後、夜までの講座はしんど

かったけど楽しかったです。やはり将来は英語をつかうことが多いので英語を継続してやろう

と思います。ありがとうございました。」 

 

「なにごとにもチャレンジすることの大切さを実感した。リーダーがサポートしてくれたので

最後まで楽しめました。英語に対する苦手意識がなくなったのでこれからも勉強をつづけるこ

とができそうです。外国に行ったことによって視野が広くなったことがとても大事な宝物にな

りました。」 

 

「思ったより学食でした（笑）ポテサラおいしかった！！まなみさんに会えてよかったです By

マッキー。自分はコミュニケーションが得意な方ですが、英語でというと話は別です。でもこの

講座を受けてから少しだけ英語で冗談を言えるようになりました。めちゃめちゃうれしかった

です」 

 

「いくみさんありがとうございました‼‼！私も Future Plan 叶えられるように頑張って My 

terrible brain を改良していくのでいくみさんもスーパー日本語教師になってください！！最初

は人前で日本語を話すのも苦手だったのに今では人前で拙いながらも英語で話すこともできる

ようになりました。この講座のおかげだと本当に思っています！ありがとうございました！」 
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「前期からの講座も今日が最後だということが信じられません。最後の講座も楽しかったです！

約 1 年間ありがとうございました！！今まで英語に苦手意識があり、特に人前で話すなんて…

と思っていましたが、この講座を受講するうちに人前で英語を話すということに抵抗がなくな

っていくのを感じました。今では英語学習のモチベーションが上がり、もっと英語を話せるよう

になりたい！留学へ行きたい！と思うようになりました！（そのおかげで START に挑戦しよう

と思えたと思います）約 1 年間ありがとうございました！！」 

 

「将来のことについて発表するという難しいお題もまあまあの英語で話せるようになった。英

語がとても話せるようになったと思うのでとてもいい経験になった 。また海外にも行ってみた

いと思った。」 

 

「1 年間一緒にがんばってきたメンバーの将来の話が聞けてとてもためになったと思う。人とコ

ミュニケーションをとるのが日本語でもあまり上手ではなかったが、ここではみんなが英語で

積極的に話しかけてくれたので自分も自然と話すことができて、成⾧することができたと思う。

いまではこの講座が終わることにさみしさも感じているがこれからは知らない人と話すことに

なるので新しいスタートを切る思いで自分の英語力をより高めていきたい」 

 

「とても楽しかったです。1 年間ありがとうございました。とても楽しかったです。お金持ちに

なれるよう英語などがんばりたいです」 

 

「人前でスピーチする度胸はつきました。お腹いっぱいに食べれて良かったです。最初は話す

ときもなかなか英語が出てこずに苦労しましたが、最終講義にはある程度英語が出てくるよう

になって成⾧は感じました。シドニーを経験したことで人との話の仕方も変わりましたし、他の

人と比べて積極的に物事に取り組めるようになりました。この経験を忘れずに生きていきたい

です。彼女ができるように頑張ります。あと、徳光さんがイケメンすぎます。約 1 年間ありがと

うございました。」 

 

「食事がおいしかった。1 年間どの講座も楽しく受けれました。始まる前は知らない人ばっか

りが周りにいる中で授業をすることに緊張していましたが、行ってみると面白い人ばかりで、と

ても居心地よかったです。これから、大学生として今しかできないことをしていけるよう、いろ

いろと行動を起こしていきたいです。」 

 

「オードブルおいしかったです。みんなの将来の夢を聞くことができて自分のモチベーショ

ンが上がった。ロミーをはじめリーダーのみなさん 1 年間ありがとうございました。特にけんじ

は問題児ばかりのグループになってしんどかったと思いますが、毎回やさしくリーダーしてく

ださってありがとうございました。シドニーでは自分の課題だった間違いをおそれず英語で話
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しかけることができたのでよかったです。バイトでも外国の方に話しかけられた時に身振りや

表情でもコミュニケーションができるようになったのでこの講座をとってよかったです 。自分

を変えることができる講座なのでぜひ受講してほしい」 

 

「みんなの前で自分の将来についてスピーチするのはとても緊張したけど、今まで講座で得

てきたものを思い出して話すことができました。食堂での食事はとても楽しかったし、おいしく

て関わって下さったみなさんに感謝です。リーダーからのコメントやロミーからのコメントを

心においてこれから大学生活頑張っていきたいです。講座に参加する前は衛生は一人で知らな

い人たちばかりだからこれから 1 年間やっていけるかとても不安に思っていました。でもメン

バーはみんないい人たちばかりで講座もシドニーでの生活もとても充実していて本当にいい思

い出になりました。ロミー先生もリーダーの先輩方も店⾧もみなさんいつも優しくて入学する

前にこの講座の参加を自分で決めて両親にお願いをして本当に良かったと感じています。1 年間

の講座を通してさらに英語を使うことが好きになったし、精神的にも強くなれた気がします。貴

重な経験ができて良かったし、これからの糧にしていければと思います。1 年間ありがとうござ

いました。」 

 

「最後にみんなでパーティーできて楽しかった。初めての海外体験を一緒にできた仲間は特

別なものになりました。かけがえのない友達ができて良かったです。楽しかったのはもちろんで

すが、様々なことを学べたし、体験できたので良かったです。」 

 

「最後のばんさん？楽しかったです。準備して下さった方々に感謝です。中高の授業では put

ばかりで output のスタイルの授業ははじめてだったので嫌だなと感じていました。しかし、シ

ドニーに行ってから話す度胸がついて自分から行動をおこすことに抵抗を感じなくなりました。

積極的に英語に触れたいと思うきっかけにもなりました。また同じ体験をした仲間ができまし

た。シドニーでの体験が将来の何かしらのきっかけになったらいいなと思います。授業を楽しく

盛り上げてくれたリーダーたち、シドニーでも助けになってくれた Rommy や徳光さん、資金の

援助をして送り出してくれた両親、色々な方々に感謝の気持ちです。1 年間ありがとうございま

した。」 

 

「最後の授業で自分の夢を皆の前で発表できたことで自分の夢が叶いそうです。リーダー。生

協職員の方々、Rommy にはとてもお世話になりました。体験講座を通して英語だけでなく、自

分自身を振り返るきっかけになりとても成⾧できた気がします。また来年にもリーダーするか

もしれないのでその時はよろしくお願いします！1 年間ありがとうございました。」 

 

「1 分間スピーチは将来についてだったのでなかなか日本語でも 1 分間話すのが難しい内容

だったけど、最後まであきらめず言うことができました。周りの皆のスピーチを聞いて、もっと
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真剣に、詳しく、自分の将来について考えたいと思います。私は英語を人前で話すのは自信がな

く、あまり好きではありませんでした。筆記ではどの科目よりも英語が好きなはずなのに、スピ

ーキングでは苦手意識が昔から強く、その苦手意識が少しでもなくなったらいいなと思い、この

講座を受講しました。講座のアクティビティでも話す機会が増え、さらに実際にシドニーに行っ

たことで外国人と話す勇気が出るようになりました。身振り手振りや簡単な単語だけでもシド

ニーで意思疎通ができた経験から自信をもてるようになりました。今まで日本を訪れている外

国人を見ても避けてきて話しかけられたことは 1 度もなかったのにシドニーから帰ってきても

う 2 回も道を尋ねられました。なるべく笑顔を保ちながら一生懸命説明したら、You are so kind! 

Thank you!(*^_^*)と言ってくれました。私は本当にそれが嬉しくて幸せでいっぱいになりまし

た。これからもっと異文化の人と触れ合い、経験を増やしていきたいと思います。ロミー八か月

間という短い間だったけど、本当にありがとう！英語だけでなくこれからの人生のためになる

こともたくさんたくさん学ぶことができました！講座は終わったけどずっと好きです(*^_^*)♡

♡」 

 

「今日は自分の将来の夢についてスピーチしてちゃんと話せるか不安だったけど、1 回目のシ

ドニーの講座の自分ではできなかったことができるようになったことを実感できるスピーチに

なりました。1 分間という短い間だったけど自分のいいたいことを話せたのでよかったです。私

は大学に留学したら留学したいと高校生のとき考えていて、そんなときに見つけたのがこのシ

ドニー講座でした。英語を人前で話す勇気もなかったし、自分が本当に英語を話せるか最初は不

安しかありませんでした。講座が始まってからも最初は英単語が出て来なくて、英語が話せなく

て講座に行くのが少し嫌だと思ったこともあったけど、毎週必ず出席しているうちに英語を話

すことに抵抗がなくなってきました。講座を受けている仲間と会って話すこともすごく楽しか

ったです。夏休みに実際にシドニーに行って、シドニーへ行く前も行ってからも不安ばかりでし

た。シドニーへ行ってからは外国人に話しかける勇気がさらに必要でした。他のみんなが話しか

けているのを見るたびに焦っていたけど周りのみんなの勇気も知って、自分も最後の方は話せ

るようになりました。私はこの講座で勇気をだすこと、何にでもチャレンジしてみること、英語

は正しい文法、文章じゃなくても伝わるということ、たくさんのことを学ぶことができました。

そして家族みたいな仲間にも出会うことができました。英語も前よりも大好きになりました。ロ

ミー、8 か月間という短い時間だったけど、本当にありがと―――！！とても楽しかったよ♡♡

この講座が終わった後も英語の勉強を続けたいと思います。この講座を受講して自分にとって

いい経験がたくさんできました。」 

 

「からあげを食べてみた！この講座を選んで本当に良かった。新しい出会いもたくさんあっ

たし毎回の講座がとてもたのしかったです！またこのメンバーで授業うけたい！世界一受けた

い授業！！」 
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「みんなそれぞれ将来の考えを持っていることを知りました。自分も将来のことをもっとよ

く考えて自分で決断して進んでいきたいです。自分を信じて学ぶことをやめずに生活していき

たいと思った。4 月から受講してきて初めは英語を話すことに躊躇していたけど、間違えても伝

えようとするとみんなちゃんときいてくれたことが自信になって最終的にはみんなの前で意見

を言えるようになった。成⾧できたと思う。外国に行くということも前より怖いと思わなくて、

むしろ積極的に行きたいと思えるようになった。英語をもっと積極的に勉強したり反したりし

たい。ここでできた仲間も大切になった。このつながりができて本当に良かった。私の中で大事

なものとなった時間だった。たくさんのことを学ばせて頂き、本当にありがとうございました。」 

 

「みんなの将来の夢を聞いてはっきり決まっている人も分からない人もいたけれど一緒に支

え合って夢を叶えたいと思いました。前半の講座は大学にも入学したばかりだったから大変で

面倒だと思っていましたが、みんなでシドニーに行って色々なことを喋ってお互いのことを知

ることができて後半は講座がある木曜日が楽しみになっていました」 

 

「みんなの将来の夢、やりたいことなどが英語で聞けて良かった。海外へ行った経験があると

英語力やコミュニケーション能力が伸びると聞いたこともあり、両親に後押ししてもらって受

講した。実際にシドニーに行くまで様々な考え方やコミュニケーションの仕方を教えてもらっ

て行ったので、海外に行くというのにハードルは下がったと感じた。シドニーに行ってからも人

に話しかけたりするのに最初は踏ん切りがつかなかったけれどロミー先生にアドバイスしても

らったり、周りのみんなの姿を見て、積極的に話しかけられるようになった。日本に帰ってから

もその姿勢は残ったままで、人に積極的に話しかけられるようになった。日本でも通じる大切な

コミュニケーション能力を鍛えられたと思うし、次に海外に行きたいと思ったときもハードル

が下がったと感じられる。貴重な体験になった。」 

 

「楽しかった。最初は英語のスピーキングやリスニングの技術を高めるために来たけど、それ

以上に学べることが多かった気がする。前に出て話すのとか、あとは全体的にコミュニケーショ

ン能力が高くなった気がする。知らない外国人にも話しかけることができるようになったし、日

本語で知らない人とでも話せるようになった。また、高校の時ホームクラスみたいなものがなく

て、大学の他の授業と違って先生との距離が近くてとてもいい講座だったと思う。」 

 

「全員の将来の夢や目標をきくことができ、とても刺激になった！ただ座って聞くだけの授

業とは違って、積極的に英語を使ってアクティビティをしたり、スピーチをする機会があったた

めとても楽しかったし、英語を話すことにためらわなくていいんだと自信もつきました。シドニ

ーに行った経験は人生で活きると思うし、一つ一つの講座で学んだこともこれから役立つこと

ばかりで、本当にこの講座をとって良かったと思いました。約 1 年間ありがとうございました。」 
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「最後の授業もたのしめた。最後なのでかなり悲しい。1 年間お世話になりました。前期は

クレームを書きすぎてしまったことをお詫び申し上げます。リーダーさんチエ先生、ぞーさんな

しではこの講座にたのしさを見出すことはできませんでした。英会話のたのしさ積極性など様々

な能力を身につけることができました。リーダーさん私たちの班のごはん会を開いて頂くとう

れしいです。ゾーさん恋愛相談する相手がいなくなるのでかなり Confused です。チエ先生すば

らしい授業のファシリテートありがとうございました。」 

 

「ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかった！！新入生にもこの楽しさを知っても

らうために新サポがんばります！！」 

 

「人前で顔を上げて話せるようになりました。積極性を身につけることができました。これか

らも英語学習を続けようというモチベーションを得られました。」 

 

「最後のグループ活動、関わりとても楽しかった！1 年間大変だったように思われたけどとて

も楽しかった！Thank you Friday class!」 

 

「最後まで楽しかったです。この講座で成⾧できたと思います。本当にありがとうございまし

た」 

 

「ご飯少なかったです。1 年間を通してとても楽しかったです。英語は嫌いだったけど好きに

なりました。海外にも興味をもちました。また海外に行きたいです。英語の勉強も頑張りたいで

す。」 

 

「今まで 4 月から頑張ってきた思い出が、みんなの話を聞いて思い出せました。続けてきてよ

かったなと思いました！最初はすごく不安だったけど、何回も通っているうちにだんだんと楽

しくなって、今は、この講座を受けて本当によかったと思います。これからも新しいことにチャ

レンジします。今までありがとうございました！」 

 

「将来のことを英語で話すのが難しかった。初めての海外旅行がこのツアーで良かった！海

外に行くことへの興味が出た。毎週英語を使う機会があっていいモチベーションになった。もっ

と英語が好きになった！」 

 

「久しぶりにファンタグレープ飲みました。おいしかったです。1 分間スピーチは緊張しまし

たがなんとかやり遂げました。おそらく全出席できたと思います。宿題も英作だけやりきりまし

た。ワークはぼちぼちします。この講座を通して英語を話す楽しさを学ぶことができました。あ

りがとうございました。また会ったときはよろしくお願いします。」 
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「約 1 年間たのしかったです。約 1 年間ありがとうございました。たのしかったです。たく

さん成⾧できました。」 

 

「最後の最後まで楽しかった‼‼海外に行ったことのない人も絶対に楽しめます！素晴らし

い講座です！！」 

 

「最後の講座でしたが、グループアクティビティやスピーチなどであっという間の時間でし

た。初めは英語で話すのが嫌だと思っていたけれど、最終回が近づくにつれてだんだんと楽しく

なりました。自分たちで考えたアクティビティをしたり、リーダーアクティビティや楽しく英語

を学ぶことができました。英語だけでなくコミュニケーションの仕方などを知ることができ、た

めになるものだと思いました。迷惑をかけることも多かったと思いますが、リーダーやちえさん、

ダンボさんのおかげで楽しく過ごすことができました。今までありがとうございました。」 

 

「一言で言えば、とても成⾧させてくれた講座になったと思っています。もしくは Chie が仰

っていたように、自分がたくさんのことを吸収できたのかもしれません。海外挑戦は自分にとっ

て、身近でも高い壁だったようで、講座を通してその壁にキズを一刀刻めたと実感しています。

ただまだその壁は完全に壊せたわけではないので、今後また自分から機会を作って新たな次へ

海外挑戦を通して、その壁を壊したいと思います。書きたいこと全て書くのには時間があまりに

足りないので、リーダーRiclcey に個人的に伝えたいですが、本当に貴重な時間になりました。

本当にありがとうございました！金曜メンバー、そして 26 日出発メンバーになれて本当に楽し

かったです！」 

 

「泣けた。楽しかったです。このじゅぎょうでたくさんともだちできたし、人間として大きく

成⾧しました。ありがとうございました。」 

 

「すごく楽しかったです。ここに書くには言葉でうまくまとめられないほどです。ごめんなさ

い。本当にありがとうございました。」 

 

「グループアクティビティは楽しかったです。また 1 分間スピーチをみんなのを聞けてよか

ったです。1 年間お世話になりました。この講座を通して、英語を話すことの楽しさや海外への

興味が湧きました。また積極的に動くことの重要性や文化による価値観の違いを学びました。こ

の講座に来れなくなることはさみしいけど、ここで学んだことを活かせるようにがんばりたい

です。」 

 

「発表が重なっていたが上手にできた。とても楽しい講座でした。ありがとうございました。」 
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「約 1 年間ありがとうございました。英語を話すことに積極的になれたことや英語で映画を

見ようと思ったのもこの講座のおかげです。メンバーもさわがしい人が多く、とても楽しい金曜

日で後期は金曜がとても楽しみでした。初の海外も、戸惑うことが多くありましたが、とても楽

しく語学勉強も含めて過ごすことができました。本当にありがとうございました。」 

 

「スピーチもアクティビティもおもしろかったです。1 年間ありがとうございました。この講

座を受けて、英語で話したり、ゲームしたりするのがとても楽しく、金曜日を毎回楽しみにして

いたので、終わるのが寂しいです。みんなの前で話したり、明るくふるまったりが前より自然に

できるように、オープンになれました。やっぱり英語は楽しいと実感しました。このように楽し

めたのは、講座をつくってくれた先生、ぞうさん、リーダーさんの暖かいサポートがあったから

こそです。本当にありがとうございました。」 

 

「最後のさみしさを感じながらも個人プレゼンをした。急遽足してやったため少し具だった

のが反省だ。来年リーダーをやるときはもっとうまくなりたい。とにかく楽しかった。シドニー

に行くことだけが当初目的だったが、講座を受けることが目的に変わっていった。それだけ大き

なものになったのだ。来年からリーダーとして参加する。この経験を生かしてより楽しいものに

したい。」 

 

「みんな英語をペラペラ話していてすごいと思いました。中学や高校のときと違って英ゴを

全身を使って感じることができて楽しいと思いました。また、外国に行ったことで外国へ行くと

いう抵抗感を消すことができてもっといろんなところへ行きたいと思えたのも良かったです。」 

 

「飯の量が思ったより少なかった。1 年間ありがとうございました。英語、特に Speaking が

上達したと思います。親からしたら割と大きな出費だったと思うのですが快く行かせてくれて

よかったです。そして参加したかいがあったと思います。ここで培ったものをフルに活用したい

と思います。」 

 

「感動の最終回でした‼！休んでしまったこと(理由はありましたが…)と Homework をあま

り出せなかったことだけが後悔です…よかった！！楽しかった！！Thank you!!この講座は中

学・高校でせっかく得た英語の知識を活かせるものにしてくれるものだと思いました。英語って

たのしいものだなと、心から思わせてくれました。受講して良かったです！！」 

 

「最後の英語講座が終わってとてもさみしいです。グループワークで勝てて良かったです。英

語で上手く話せました。1 年間、この講座を受講して良かったです。初めは初対面の人と話すの

も英語で話すのも苦手だったので Speak Out の時間に毎回とても緊張していました。でも、回
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数を重ねるうちに英語で話すことが楽しくなり、金曜講座の人が大好きになりました。英語を話

せるようになりたいと思っても普段なかなか話す機会がなかったので、参加してよかったです。

1 年間ありがとうございました。」 

 


