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          2019 年度最終回講座 講座を受講しての感想 

「お腹いっぱい！コミュニケーションには知識が必要なんだなと思い知らされた 1 年でした。

人見知りだと自分で周りを切り捨てず、まず人と話すにはどうすれば良いかを知ることが何よ

りも大事でした。」「この講座を通じて色々な経験をさせてもらいました。ぼくの人生でこの経験

はずっといきていくと思います。こんな僕を快く迎えてくれ、許してくれたトトロさんをはじめ

とした広大生の先輩リーダーの方々や、生協職員のゾウさん、講師のロミー先生に感謝しかあり

ません。ありがとうございました。」「他の人のチャレンジ精神にあふれた将来の計画を聞いて、

自分も頑張ろうと思えて刺激になりました。ロミー先生の教えてくれたスラッシュリーディン

グなどのスキルでリーディングをアンズビデオでリスニングを毎週の宿題でライティングを、

そしてスピークアウトでスピーキングをそれぞれ鍛えることができ、4 技能がバランスよく上達

できたと感じます。今までありがとうございました。」 

「スピーチ緊張したけれど、前期より自信をもってしゃべれました！参加して本当によかった

です。自分を変えられるきっかけになりました。すばらしい仲間や先輩達に出会えてよかったで

す。これからも英語自分でがんばります。ありがとうございました。」「スピーチでトップバッタ

ーができました！本当に毎回楽しくて、一週間の楽しみになっていたのは事実でした。もっと続

いてほしいと今でもこれからも思うと思います。本当にありがとうございました。」「I enjoyed 

this class very much! I love this classmates, loving Rommy and Dambo さん！Thank you very 

much! see you again. この授業を通してほんとうにたくさんのものを得ることができました。特

に、この授業にくると英語のスイッチが入ります。英語を話す時の自分はいつもの自分より少し

テンションが高めで積極的です。この授業でたくさんの仲間に出会えたことにも感謝します。1

年間たのしかったです。ありがとうございました。」 

「みんなの英語の向上すごい！」「水曜日に後期から参加したのに優しく受け入れて下さってあ

りがとうございました。本当に本当に楽しかったです。英語講座の仲間やリーダー、講師に会え

て本当によかったし、大好きです。英語講座終わるのさみしいです。来年は私も、かっこよくて

優しくて、おもしろいリーダーさんみたいなリーダーになって楽しい講座を作りたいです。この

講座をとって本当によかったと思いました。」「自分も含めみんな人前で話すことに躊躇がなく

なっていた。部活で遅れて来ても先生はこころよく受け入れてくれて、とても楽しめた。自分は

英語が好きじゃないし、この講座も親に言われてしぶしぶ来たけど、英語が得意な人や僕と同じ

ように苦手で親に言われてきた人、人と話すのが好きな人や人見知りの人など色々な人がいて、

本当に楽しかった。人と話すのが苦手な僕でもたくさん話すことができて、本当にいい経験がで

きたと思う。」「総まとめということでみんなのいろんなおもいが聞けて良かったです！時間が

ないので一言だけ！この講座を受講して本当に良かったです！！」 

「1 年間ありがとうございました。楽しかったです。この講座をとって最初は、英語を話して勉

強するだけの講座だと思っていたけど、こんなに楽しくなるなんて予想もしていませんでした。

また、たくさんの友達もできて、外国のこと以外のことも学べたと思います。優しい優しいいく

みさん、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！こんなにシドニー講座が
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楽しいとは思いませんでした！本当に参加して良かったです！最初は本当に参加するのが嫌だ

ったけど（英語が嫌いだったので）今はとても楽しく、参加するのがいつも楽しみでした！！リ

ーダーさんが本当に当たりで、いくみさんで良かったなって、心から思います！チームメイトに

も恵まれて、神様に感謝です（笑）いくみさん大大大大大大大大好きです♡（いくみさんへの愛

の告白です♡）今まで本当にありがとうございました！」「みんなの future plan を聞いたり、リ

ーダーさんのお話を聞いて、これから多くのことを経験していこうと思いました。1 年間とても

楽しかったです！最初は嫌々でしたが、すぐに楽しめました。奥瀬さん、ありがとうございまし

た！！」「リーダーさんやぞうさんの最後の言葉がとてもためになりました。英語の能力だけで

なく、コミュニケーションの能力もこの授業を通してついたような気がします。」 

「コミュニケーション能力の大切さ。知らない子達ばかりのクラスでも Kevin さんまき先生は

いつも優しく他の子ともうちとけやすかったです。大切な仲間もできました。本当にありがとう

ございました。」「自分の成長を感じられて、とてもよかったです。とても楽しかったです。1 年

間ありがとうございました。」「最後のスピーチでしっかりと自分の伝えたいことを伝えられた

ので良かった。リーダーさんや先生たちのスピーチで迷っていたことがなくなった。この英語講

座は周りの人がとても英語を話すのが上手で、自分も本気で頑張らないといけないと思った。ま

たリーダーさんや先生たちと出会えてとてもたくさんの勇気をもらえた。これからもこの講座

のことを思い出して、1 年後にはリーダーさんのようになれることを目指してこれからの日々を

頑張ろうと思った。本当にこの講座をとれて良かった。」 

「最後だったけど楽しかった。すごく楽しかったです！たくさん経験できました。次に生かした

いです。」「自分のプレゼンで思っていたことを全部は言えなかったけど、よかったよって言って

もらえてうれしかった。シドニーから帰ってきてからの講座が楽しかった。海外に行くという経

験だけでなく、大学内にも違う学部の友達ができて、一生の財産になった。貴重な経験をさせて

頂いたり、たくさんの楽しい時間をありがとうございました。」「楽しかった！リーダーの方々の

お話を今後に活かしたいです。がむしゃらに頑張りたいです。英語でコミュニケーションするこ

とに抵抗がなくなった気がする。話が盛り上がっていく中で楽しいと思えたし、会話に自信がも

てるようになった。とにかく楽しかったです。1 年間お世話になりました！」「My future plan を

英語で語った。有言実行できるようにしようと思います。この講座を通して、英語だけでなく、

人として様々なことを学ぶことができました。ありがとうございました。」 

「良い総括ができた。後期はすべて英語でよい英語のトレーニングになった。割と楽しかった。

要望はもっと多くの人が参加できるようにしてほしい。」「楽しかったです！英語に対する意識

が変わりました。この講座は私を成長させてくれました。ありがとうございました。」「今日はラ

ストでプレゼンとスピーチがあったけど、けっこう堂々と話せました。1 年間楽しかったです。

この講座を通してコミュニケーション能力が上がったことを痛感します。英語のスピーキング

の機会があったのはとてもありがたかったです。」「Speak time で自分の思いを話せた！！とて

も楽しかった！！Very fun!! I can enjoy!!」「また、海外に行きたいです。最近、英語がんばっ

てます。」「今までありがとうございました。ここで学んだことを忘れず、これから人とは違う



2019 年度英語講座最終回 受講生による感想文 

 3 / 10 

 

様々な経験をしていきたいです。」 

「Future plan みんなのを聞くのが面白かった。このクラスではたくさんのよい機会をもらい

ました。特に let's talk about it のテーマは毎回わたし自身を見つめ直すことができたし、自分か

ら人に話しかけていくスタイルは、普段私ができていないことだったのでとても良かったです。

ありがとうございました。」「自分の深い考えをスピーチするのは難しかった。1 年間、毎週英語

を使ってコミュニケーションをとる時間があったことで、英語を話すことに対して、難しいと思

う気持ちが少なくなりました。とても価値のある時間だったと思います。」「急なプレゼンでした

が、緊張はしませんでした。失敗はしました。1 年間ありがとうございました。コミュ力が身に

つきました。また機会があればよろしくお願いします。」「スピーキングがやはりまとまらなかっ

た。目を見て話せなかった。とても楽しかったです。ありがとうございました。」「みんなそれぞ

れ将来について考えているんだと思った。いろんなことが学べて楽しかったです。」 

「とうとうシドニーツアーが終わってしまった。大変だったけど終わってしまうと少しさみし

い気持ちがある。1 年間ありがとうございました。英語講座の終了は新たなスタート地点なので、

これからいろんなことに挑戦していきたいと思います。」「今日で終わりなのがとても寂しいで

す。受けて良かったと思える講座でした。Thank you very much.この授業では英語のスキルを伸

ばすと共に多くの人と良い関係を築くことができました。本当に受けて良かったです。」 

「今までの総まとめができてよかった。はじめは英語を話すことに対して臆病になっていたけ

ど、Speak Out などでいろんな人と話していくうちに、小さな間違いを気にせず、どんどん話題

を振れるようになった。この講座で英語に対するハードルが下がったのでこれをきっかけに今

後、留学や旅行など、大学生の内にしかできない経験を積み重ねていきたい。今までありがとう

ございました！！」「1 年間ありがとうございました！Thank you! 楽しかったです。この講座を

取っていなかったら、僕の英語への意欲とかはいまひとつ低かったと思います。英語に関わる機

会は大事だなと。あと、人と関わることへの抵抗がちょっとだけ拭われた気もするので、この講

座をとってよかったと思います。」「この講座を通して、挑戦することの大切さ、コミュニケーシ

ョンの大切さを学びました。この講座ではたくさんのことを学びました。ほんとに良い経験がで

きました。講座をよく休んだり、ホームワークを出さなかったり、問題児でしたが、優しく接し

て下さり、ありがとうございました！！これからも頑張ります！！」 

「感慨深い…とても良い講座でした。ありがとうございました。楽しかったです。」「おなかいっ

ぱい。初めてこんなにも英語を使う経験ができて本当に楽しかったし、海外に興味を持つことが

できました。自分の将来についての考えが変わったいい時間でした。本当にありがとうございま

した。」「ときどき休んでしまったがグループアクティビティなど楽しかった。終わってしまうの

がとても悲しい。」「楽しかったヨ。英語講座の終了は新たなスタート地点だと思います。今後さ

らなる挑戦を。」「初回の講座のとき、全員初めて会う人だったので緊張していたけど、リーダー

さんが優しくグループをまとめてくれて雰囲気のよさを感じました。英語は元々好きだったけ

れど、大学入学直後は受験科目の一つだと考えていた英語を、コミュニケーションツールとして

楽しみながら使うことが新鮮でした。そしてそれは実際にシドニーに行ってから特に実感しま
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した。英語を通じて異文化理解をするのは私の人生をより濃くさせてくれ、将来違う国を訪れた

いと今後の意欲を掻き立てるものでもありました。先生、リーダーさん、友達、両親に心から感

謝しています。」 

「ありがとうございました。僕はリーダーさんにとても助けられました。本当に講座もみんなも

大好きです。悲しさと嬉しさが混じっているのは充実したからだと思いっています。ありがとう

ございました。」「すごい人がいっぱいいるなあと感動。今までありがとうの気持ちでいっぱい。

最近いろいろ考えているけど、この一年でいろいろ糧になるようなことをいっぱいもらった気

がする。このシドニーツアーも含めて。受けられて良かった。」「将来のことについて話したこと

が印象に残った。僕はとてもシャイで親にこの講座に参加させられた。この講座に参加するのが

いやだったが、実際、この講座で学んだことがサークルやバイトで活かされているので、この講

座に参加して良かったと思う。友達も多くできてよかった。」「みんなの前でスピーチは何回やっ

ても緊張します。1 年間、毎週英語を話すことで少しは会話力がついたと思います。また、間違

えを恐れずに、何事にも挑戦できる環境だったおかげで積極性も身につきました。いろんな学部

の友達もでき、たくさんの刺激を受け、充実した約 1 年を過ごせました。この講座をとって本当

によかったです。」「講座を受けて良かったことは、たくさんの仲間や先輩に出会えたこと、海外

を体験できたこと、そして毎週楽しく英語を学べたことです。ありがとうございました。講座に

参加して本当に良かったです。特に水曜日のクラスの雰囲気が良くて、毎週楽しみにしていまし

た。これから講座がなくてさみしくなるけど、自分でも英語を続けていきたいです。」 

「speech うまくできなかったなと思った。最後もワーク出さなかった。Lazy.これから役に立つ

だろうと思います。コミュ障という言葉に支配されてる人でも受けられると思った。」「楽しかっ

たです！この講座をとって友達も増えたので本当に受けて良かったです。」「みんなの future plan

きいてがんばろう！と思いました！1 年間本当にありがとうございました！自分は国語教師に

なりたいので一生英語喋れなくていいし、海外に興味がなかったけど、この機会を作ってもらっ

て、シドニーに行って、多くのことを学べたし、また海外に行きたいと自分が思えたことに驚い

ています！本当にお世話になりました！」「みんな将来に対するしっかりした考えをもっていて

刺激を受けた。この講座を受講して一番よかったなと思うことはいろんな考えを持つ人と出会

えたことです。この講座以外ではみんな同じようなことに興味を持つ人としか関わっていなか

ったけど、それぞれ違う興味をもつ人のいろんな考えを聞いて勉強になりました。この経験を生

かして大学生活でいろんな意見をしたいと思います。」「みんながこの講座に対して様々な思い

をもってやっていたことを知ってとてもためになった。シドニーへ留学したことは今までの人

生で一番充実した経験になりました。ありがとうございました。」 

「みんなの夢や未来の目標が知れてよかった。英語への抵抗感や苦手意識が減りました。ロミー

先生や同じ講座の人にはとても感謝しています。1 年間ありがとうございました。」「最後とても

楽しかったです。英語苦手でも話せなくても楽しめました。楽しかったです。」「みんなのいろん

な将来の夢が聞けてとても楽しかったです。私の夢はまだ決まっていないので、とても刺激にな

りました。今まで、英語を積極的に使う機会がなかったので、実際に海外に行って、外国人に話



2019 年度英語講座最終回 受講生による感想文 

 5 / 10 

 

しかけるという体験ができてとてもよかったです。この講座をとっていなかったら全く英語に

ふれていなかったと思います。この講座をとってよかったです。」 

「みんなそれぞれ夢や目標を持っていることに刺激を受けました。英語講座というより英語を

使ったコミュニケーション講座だと思いました。大学では高校までであまりできなかったスピ

ーキング力を上げる練習をしたいと思っていましたが、まさにそれができました。講座も楽しく

て、受講して良かったです。」「これで最後なのが寂しい…この講座をとって本当によかったで

す。」「いろんな人の夢をきけてよかった。とても充実した時間を過ごせてよかった。オーストラ

リアにいく以上の経験ができた。」「最後に英語でも日本語でもスピーチとか一言を言うって言

われてもみんなそんなに動揺していなくて、実際自分も動揺しなくて、昔は考えられなかったこ

とが今は当たり前になっていることが嬉しかったです。自分が今できないことでも簡単にあき

らめちゃだめだし、自分だけじゃなくて、周りの力をかりたりして、挑戦してみたら案外できる

ことが多いんだということをみをもって経験することができました。知り合いも増えたし、本当

にこの講座に参加して良かったです。本当にありがとうございました。」「今日は最後に、全員の

前で話すことがあったのでとても緊張して、上手く話せなかったと自分では思いましたが、数を

こなさないと慣れないものなのでこれからも頑張っていきたいです。1 年間の受講を通して、自

身の英語力、特にリスニングとスピーキングが向上したことを実感しています。このシドニー講

座が初めての海外でしたが、経験できて本当に良かったと心から思っています。英語は継続が力

になるのでこれからもこの講座で学んだことを活かして頑張りたいです。」 

「みんなの Future plan がまとまっててすごかった。グループアクティビティ等を通して、英語

を話す楽しさを学べた。」「この講座で本当に多くのことを得ることができました。ありがとうご

ざいました。この講座で得たこと…全体的に積極性がついた。英語で話すことに抵抗がなくなっ

た。自分の意見をアウトプットしやすくなった。英語や国際協力に興味のある友達、コミュニテ

ィが増えた。海外経験をつめた。要望・意見…前期はなんだかんだ日本語だったのでせめてもう

少し英語を増やせたらよかった。ありがとうございました！！」 

「英語でみんなの前で発表することは、相変わらず緊張したけど、前期よりも早いタイミングで

発表できたのは、自分が英語のスピーチに対して少し自信を持てたからだと思います。自分の中

ではとても大きな成長です。4 月よりも英語で話す力が身についたと思います。アルバイトでも

外国の人に英語で対応できるようになりました。Chie 先生が言っていたように、日本に住む海

外の人に対して、優しく接するようになりたいです。」「リーダーさんやちえ先生の最後の一言が

とても心に残りました！英語は楽しいです！最初の頃はとても緊張していて、これから冬まで

続けることができるかとても不安でした。教室に初めて入った時、リーダーさんやちえ先生は英

語 Only で Hello! How are you?と話しかけてくださって嬉しかったけれどこれから続けていけ

るか本当に恐くなりました。でも、回を重ねるごとに、班のみんなと仲良くなれて、分からない

ことがあってもリーダーや先生の手厚いサポートのおかげで、どんどん楽しくなりました。今は

とても寂しいです。この英語講座を通して学んだことを、これからの大学生活で生かしていきた

いです。ありがとうございました。Capu さんへ 約 1 年間お世話になりました。英語がバリバ
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リに話せる Capu さんを尊敬していたし、楽しそうに話す姿を見て、英語ってこんなに楽しいん

だなと思いが変わりました。Capu さんがリーダーで良かったです。本当に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。英語で話すことへの嫌悪感が少し消えた気がします。

でもまだ成長できていない点が多いのでもっと勉強しなければと思います。とにかく 1 年間あ

りがとうございました。追伸 Capu さんご飯連れてってください(笑)」「ごはんおいしかったで

す☆☆いくみさん LOVE♡♡♡」「最後にきちんとスピーチできて気持ちよく終われた。たのし

かったです。」「リーダー一人一人のコメントがとても将来自分が何をしたいか考えるための材

料になってためになった。この 1 年でスピーキング能力や英語に対する考え方、文化についての

考え方など、自分の中で大きく変わったことがたくさんあり、この講座を受講できて本当によか

ったと思いました。1 年間お世話になりました。」 

「この講座受けてよかったです。英語能力もそうですが、苦手としていたコミュニケーションス

キルが少しですが、伸びた気がします。」「最後にブラックサンダーがもらえて嬉しかった。1 分

間のスピーチが前期よりもうまくできて良かった。回を重ねるごとに英語に対する抵抗がうす

れてきたのが分かりました。1 年間ありがとうございました。」「ブラックサンダーで有終の美を

飾れたので良かったです。英語力の向上だけでなく、ハグや握手など学べて良かったです。メン

バーとも仲良くなれてうれしかったです。」 

「リーダーさん、ちえ先生のコメントが印象的だった。初めは、講座中に英語を話すのが嫌で、

アイコンタクトもなかなかできなかったけど、実際にシドニーに行ってみて全然できなくても

しゃべらないと成長しないと感じて、挑戦することができました。海外に行く経験はとても必要

だと思いました。これからもがんばりたいです。」「即興で自分の将来について話すことに戸惑う

ことも少なくなった。初めての海外にも緊張なく行けた。」「自分の将来やりたいことについて考

えたが、やりたいことは見つからず…ただシドニーに行ったとき話すのが楽しく、また UNSW

はきれいで、ここで勉強してみたいと思ったのでそれを目標に今後頑張ります。最初はグループ

で打ちとけこめず、楽しくなく、行きたくなかったけど、リーダーも優しい方で、いろいろと手

助けしてくれたので最後までこれたし、グループとも少しは話せるようになって楽しくできま

した。」「楽しかった！とても楽しかったです！リーダーの方もとても優しく、先生も明るい人で

毎週行くのが楽しみで夜も遠足前の小学生のように眠れないことも多くありました。本当にあ

りがとうございました！」「enjoy!とても楽しかったです。All English むずかしい(笑)」 

「楽しかったです！Eta さんのおごり楽しみ！これからもこの講座で学んだことを忘れずに英

語がんばります。」「楽しく話せた。リーダーさんの話がタメになった。みんなと仲良くなれて良

かったです。これからも積極的に英語を学習していきたいなと思いました。」 

「今日はスピーチをした。やっぱりその場で考えるのは難しかったけど話すことにはもうそん

なに抵抗を感じなかった。最初は講座に来るのもシドニーに行くのも憂鬱だったけど、途中から

はとても楽しかった。」「プレゼン（1 分間スピーチ）意外とできた。今までありがとうございま

した。とても楽しく、実のある講座でした。今後の自分の糧として、これからもがんばっていき

ます。」「4 月よりは話せるようになったと思う。楽しかったです。TOEIC のスコアは上がった
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か分からないけど、少しは話せるようになったと思います。これからも頑張りたいです。」 

「スピーチ緊張したけど、すぐに出来てよかった！1 年間ありがとうございました。英語話すの

がすごくスムーズに出来るようになりました。これからも英語話すことをやめずにがんばりた

いと思います！」「みんなとリーダーさんと先生の話。英語力やコミュニケーション力に冗談じ

ゃないくらい人一倍不安があったので、初めはしんどかったし、シドニーも行きたくなかったの

ですが、講座を通じて楽しいと思えるようになったし、成長できたと感じます。一緒に素敵な思

い出を作って下さってありがとうございました。」「英語を通じて、自分の班の人やリーダーさん

及び他のメンバーの人達と関われたことはすごい楽しかったです。良い思い出になりました。」 

「みんなの英語がすごかった。いろんな友達ができて良かった。楽しかったです。ありがとうご

ざいました。」「GA が上手く進行できなかったことが心残りです。でもスピーチで上手く話せた

ので良かったです。初回の授業に比べて人と話すことにためらいがなくなったように感じまし

た。この調子で英語を使っていきたいです。」 

「恋するなり。楽しかったです。次のインターンシップも楽しむぞ。かんとくさん飲み行こ～」

「とても楽しかったです！！かんたさんイメチェンしてからバリイケメンでした。ありがとう

ございました。周りで一緒に講座に参加した友達もそうだけど、ロミー先生やかんたさん、リー

ダー方の皆さんのおかげで充実できて楽しかったです。こんなに楽しかったのは想定外でした。

英語がんばります。改善点はないと思います。かんぺきでした。そして迷惑もかけたと思うので

すいませんでした。ありがとうございました。」「みんなの future plan を聞けて良かった。最初

は英語がすごく苦手で、学校の授業でも絶対話しかけないでほしいとずっと思っていました。で

も今は、前を見て、授業を受けられるようになって、本当によかったです。話しかけられても単

語ですが、返せるようになりました。みんなの夢を聞けたことも本当によかったです。大きな夢

をもっている人もいて、刺激になりました。1 年間ありがとうございました。」 

「スピーチでなかなかスムーズに話せなかった。人に対して英語で話せるようになった。外国の

文化に触れることで今までの感性が変わった。」「楽しかった！英語をもっとがんばろうと思え

ました！ありがとうございました。」「今までありがとうございました！まなみさんと会えなく

なるのがさみしいです。楽しかったです！！」 

「ラストスピーチもしっかりはなせてよかった。色んな考え方や性格の、みんなと話せてそれを

きいて自分も成長できたと思います。今までありがとうございました。」「焼きそばおいしかった

です。まなみさんがリーダーでよかったです。友達ができてよかったです。」「色々な人の将来プ

ランを知れてよかった。まなみさんと班のメンバーに恵まれたなって思いました。とても楽しく

ためになりました。」「楽しかったです！！ありがとうございました。」「最終回、少しだけだった

けど来れたのでよかったです！とにかくたくさんの人に出会えていろんなものを見れて、よか

ったです。来年リーダーできないのは残念だけど、後輩がいたらたくさん話したいです。ありが

とうございました。Thank you for all!! P.S. Love you Rommy♡」 

「けっこう具体的な考えを持っている人が多くて考えさせられる回でした。いろんな考え方を

知ることができたり増えたりしてとてもためになりました。」「おいしかったです。グループのメ
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ンバーもリーダーさんもすごくやさしくて暖かい空気で楽しむことができてとても良かったで

す。自分は英語を話すことは好きなのですがここで読むことも少しはすきになれたので良かっ

たです。あと TOEIC のスコアがすごい上がる気がする…」「私は何となくでこの講座を選びま

したが本当にその心持で大丈夫です。せっかくの大学生活、何か行動を起こしたい、その起爆剤

としてこの講座はぴったりです。」 

「いろんな人の Dream が聞けて良かったです。英語が通じなくても、わかろうとしてくれるの

で、積極的に話そうと以前よりは思うようになりました。」「この講座を受講した本当に良かった

です。心から感謝しています。自分は間違いなく進歩できました。これからもこの経験を活かし

ていきたいと思います。スピーチで自分のプランを思うままに話せた。またみんなの話も聞けて

よかったです。」「みんなの話が聞けて楽しかったです。濃い時間でした。たくさん英語を話して

聞いて読んで今までの僕からは想像もできない日々に戸惑うこともたくさんあったけどこの講

座をとってよかったと思います。」「スピーチ緊張したけどとても楽しかったです！1 年間ありが

とうございました。シドニーへ行ったのも毎週の講座もとても楽しかったです！このメンバー

でまたシドニーに行きたいです。英語で話すのは得意ではなかったけれど講座内でたくさんの

人と話すのはとても楽しくてシドニーではネィティブみたいに話せなくても全然大丈夫なこと

を学べてとても成長できました。これを活かしてまた何かに挑戦したいです。」 

「とても楽しくて寂しさを感じた。スピーチへの抵抗感も減ったと思う。とても楽しくて初めに

比べたら笑顔も増えた！良いメンバーに出会えて本当にうれしい！」「1 年間英語講座に入って

学んだことをみんなの発表を聞いてより理解できた。1 年間ありがとうございました。来年リー

ダーしたいです！」「みんなちゃんと夢をもっていてすごい。1 年間楽しかったです。もうない

と思うと寂しいです。」「最後楽しかったです。他学部の子と知り合って良かったです。」「最後の

講座もいつも通りで楽しかった。知り合いが増えてよかった。英語を話せてよかった。」「みんな

とおしゃべりしながら、パーティーできて楽しかった。毎回、グループの人と爆笑するのを楽し

みにきてました。楽しみながら英語のコミュニケーション力をつけられて良かったです。」「最後

の授業とても楽しかったです。とてもいい授業でした。要望としては、シドニーの朝ご飯をなに

か他にもフルーツなどほしいです。」「みんなとおしゃべりしながらパーティーできて楽しかっ

た。毎回、グループの人と爆笑するのを楽しみにきてました。楽しみながら英語のコミュニケー

ション力をつけられてよかったです。」 

「1 年間の成長を感じることができた。英語で将来の夢を語ることができてうれしかった。最初

は普通の英語の授業かと思っていましたが、みんなと英語で話したり、とても楽しい講座でした。

外国に行くことで日本では味わえない体験をすることができて、とても新鮮でした。新しいこと

に挑戦することが苦手な僕でしたが、これからは興味をもったことには恐れずチャレンジしよ

うと思いました。Yuta さんは私たちに話を振ってくれてとても授業が受けやすかったです。」 

「今日のスピーチで自分の言いたいことが上手くまとまらなかったので、これからも英語を勉

強して、もっと話せるようになりたいです。私は日本語もうまく話せないので、英語を話せるよ

うになるか不安だったけど、最初と比べて日常会話程度ならつまらず話せるようになりました。
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リーダーさんや受講生のみんなが話しかけてくれて毎回楽しく講座を受けられました。ありが

とうございました！」「みんなの将来の夢を聞いたり、フルーツバスケットで遊んだり最後まで

わいわい楽しむことができた。シドニーに行く前と行った後で英語を話すことへのモチベーシ

ョンが変わったと思う。火曜日クラスの人はリーダー含めみんな明るくおもしろい人たちばか

りで、ゲームしたりしゃべったりしながら楽しく英語にふれることができた。1 年間あっという

間に終わってしまったけど、英語をしゃべる楽しさをまた感じることができてよかった。周りの

人に恵まれたので感謝したいと思います(*’ω’*)」 

「今までいろいろありましたが、とても楽しく受講することができました。本当にありがとうご

ざいました。様々なアクティビティのおかげで、1 年間楽しみながら受講することができまし

た。」「オードブルおいしかったです。とても楽しく講座を受けることができました。ありがとう

ございました。」「おいしかったです！！1 年間ありがとうございました。英語を話すことがとて

も楽しくなりました。これからも、英語を勉強していきたいなと思いました。」 

「みんなの前で話すのは緊張したけどだいぶ話せるようになれてうれしかった！毎週来るのは

大変だったけど、英語の力ものびて友達もできて楽しかったのでとてもよかった！！英語の授

業もサボらずにがんばりたいです。」「今までありがとうございました！いままでありがとうご

ざいました！英語がんばります！」「1 年間ありがとうございました。海外への思いがさらに強

くなりました。とても楽しかったです。」「みんなの将来の夢を聞いて自分ももっとがんばろうと

思いました。1 年間を通して英語だけでなく人としても成長できたと思います。リーダーさんや

チエ先生だけでなく火曜クラスのみんなのおかげで続けることができました。(もちろんダンボ

さんも！)本当にありがとうございました。」「シドニーに行ったことも講座でたくさん英語を話

したことも一生の思い出になったし、いい経験になりました。これからにつなげていきたいと思

います。ありがとうございました！」「ぞうさん『恋愛しましょう！』とても満足いくものでし

た。1 年間ありがとうございました。」「みんなのメッセージが良すぎました。最後 1 人でスピー

チするのがとても緊張したので本当にくやしい。受けて良かったと思いました。ありがとうござ

いました。1 年間お世話になりました。英語に対する嫌な気持ちは消えました。英語からにげる

のはやめて、英語を自信をもって使えるようになりたい思えるようになりました。ありがとうご

ざいました。」「みんなの将来の夢、講座リーダーや Chie,ぞうさんからのメッセージが胸に響き

ました。1 年間本当にありがとうございました。火曜 18：15～からという遅い時間の講座を 1 年

間続けて来れたのはこの講座が本当に楽しかったからです。本当に感謝してもしきれません。シ

ドニーへの短期留学ももちろんですが、講座でたくさんの人と出会い、様々な考えにふれる中で、

英語に対してもそうですし、他の面においても勉強になりました。自分の中で価値観が変容して

プラスに働いてくれているものになりました。何度にもなりますが、ありがとうございました。」

「突然スピーチを求められてびっくりでたどたどしかったと思うけれど、楽しい講座を良い形

でしめきられたと思います。英語の能力がネイティブみたいに極まったわけではないけれど、英

語を楽しむことができる気持ち、抵抗なく話せる心が身につきました。これは未来できっといき

ると思います。1 年間ありがとうございました。」「楽しかったです。主体的に学ぶことで成長で
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ました。自分はやる前からできない理由を見つけてしまうとなかなか行動にうつせないのです

が、シドニーでほんのわずかだけど払しょくできました。僕の彼女の経験もあるので全てが上手

くいくことはないのかもしれないけど、それをプラスに変えるのも自分次第だと思いました。」 

 


