平成30年度 セブ島語学研修アンケート結果
＜研修概要＞
日
程 ：平成30年7月29日（日）～8月11日（土） 14日間
活 動 内 容 ：Best of Cebu English Academyにて語学研修
現地校 Abellana National Schoolとの交流
児童養護施設 Piccole Ancelle di Cristo Re Orphanage でのボランティア体験
（1年生・・・男子3名、女子10名， 2年生・・・男子2名）
観光
参 加 者 ：15名
引
率 ：山下 智士、 重松 祐三子

＜結果＞
(1) 今回の語学研修はいかがでしたか。
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・普段したことのない経験ができたから。
・常に英語が聞こえてくるので、英語のある空間が日常になってきたから。学校の授業とは
違って自分で考えて話すことができ、とてもいい経験ができたから。
・とても楽しかったし、英語をもっと上達したいと思ういい機会となったから。
・現地の人がいい人すぎたから。
・現地校の人と仲良くできたから。
・いろんな国の人と交流できた。
・楽しかったし勉強になったから。
・少しホームシックになりそうでしたが、友達と助け合いながら楽しく過ごせたから。
・貴重な体験をたくさんできたから。
・楽しかったから。
・いろいろな国の人と交流できたから。

(2) ベスト・オブ・セブの講師の指導はいかがでしたか。
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・先生たちがみんな優しかったから。
・全ての講師がとても優しく親身になって授業をしてくれたので。
・私に合わせて丁寧にゆっくりと話してくれるから。
・わかりやすいように１から教えてくれたから。
・自分がわからないところをわかるまで教えてくれたから。
・みなさんとても優しく、わからなかったら丁寧に教えてくださったので。
・面白くて勉強になったから。
・とてもフレンドリーで丁寧に教えてくれたから。
・とても親切に英語でゆっくり教えてくれたから。
・下手な英語でも最後まで聞いて、理解しようとしてくれるから。
・意欲がわいた。
・マンツーマンでわかりやすいし、英語を使う機会がたくさんあった。
・人による。

(3)以下の各項目について(2)と同じように４段階評価してください。
●マンツーマンレッスン
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・先生が優しくて楽しかった。
・講師が優しかった。
・英語だけど、英語を勉強するのが新鮮で良かった。
・自分に合わせたスピードで授業をしてくれ、質問にもさまざまな例を出して教えてくれ、
とてもわかりやすかった。
・普通に英語で会話ができるようになってうれしかったし楽しかった。
・わかりやすく楽しかった。
・とてもわかりやすかった。英語で話してても理解できた。
・1対1なので、周りを気にせず自分のスピードで進むことができた。
・わかりやすかった。
・英語のみで話すよい機会になりました。
・先生がフレンドリーで楽しかった。
・わからないところをわかるまで簡単な単語とかで教えてくれた。
・最後までゆっくり聞いてくれた。
・よくない人もいる。
・眠たくても寝られないし、先生とも仲良くなれる。

●グループレッスン
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・難しかったけど、みんなで意見を出し合えたのでよかった。
・いろんな人と一緒に授業を受けるので、意欲が上がった。
・友だちと相談し、わからないことも気軽に質問できたので、とても楽しく受けられた。
・先生だけでなく同じグループの学生とも仲良くなれた。
・わからないときに、同じグループの人が優しく教えてくれました。
・一人ひとりの意見を聞いてくれる。
・とても楽しかった。
・たまについて行けないときがある。
・英語でコミュニケーションをとれて良かった。
・周りの会話を聴き取るので精一杯だった。
・マンツーマンの方が進み方がよく、自分のペースでできた。
・楽しい。
・現地校に行くときが多かったので、あまり受けられなかったのが残念でした。
・周りの人が英語を話せる人とたちで、授業が進むのが速くてついていけなかった。
・難しい。

●アベリアナ国立学校との交流
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・これが一番楽しかった。歓迎してもらえて嬉しかった。
・いろんな日本との違いを楽しく教えてくださいました。タガログ語も楽しかった。
・いろいろなことを教えてもらって楽しかった。
・いろんな子と話せて楽しかった。
・みんなが仲良くしてくれたので嬉しかった。
・友だちがたくさんできて良かった。
・元気で陽気な人が多くて楽しく過ごせた。
・バディの子が一緒に話してくれたから安心した。
・フレンドリーに接してくれてとても良い友だちができた。
・フィリピン料理をしることができた。
・いい人ばかりだった。
・楽しかった。
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・とても有意義でしたが、グループレッスンももっと多く受けたかったです。
・交流の回数が多い。
・日本語を勉強している人と会話するのが面白かった。

●児童養護施設ボランティア体験
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・年上や年下、いろんな子どもたちが多くて、たくさん交流できた。
・英語で話すのは難しかったけど、みんな可愛くて楽しかった
・折り紙などを教えて楽しかった。
・英語で折り紙を教えたり楽しかった。
・折り紙について教えることができて良かった。
・折り紙が上手だった。
・日本の遊びを楽しんでくれた。
・とても元気で、興味を持って折り紙を折っていた。
・楽しかった。
・みんな元気いっぱいで、自分も元気をもらいました。
・フィリピンの言葉を教えてもらった。
・もらってばかりであまりしてあげられなかったことが残念。
・少し時間が短く感じた。もっと違うグループの子とも話をしたかった。
・ダンスが良かった。

●台湾、韓国等他国からの研修生との交流
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・普段学ばない言語を聞くことで、他の言語も学びたいと思った。
・韓国語を教えてもらったりして面白かった。
・お互いに英語で話したから話しやすかった。
・ロビーで毎晩お話しするのが楽しかった。
・いろんな国の友だちができて非常にいい機会になりました。
・本当に多くの人と交流ができたし、今でもつながっていて楽しい。
・たくさん友だちができて嬉しかった。
・毎日夜遅くまでたくさん交流でき、とても楽しかった。お別れが悲しかった。
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・とても話しやすくて優しかった。
・いろんなことを話してとても楽しかった。
・いろんな国のことを知れて良かった。
・お菓子をくれたりラーメンをくれたり、勉強を教えてくれたりしたのでとても楽しかった。
・いい人ばかりだった。
・ほとんど関わりを持てずに終わってしまった。

●アイランドホッピング
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・海がとてもきれいだった。ウニとヒトデがたくさんいた。
・悪天候だったけど、船の上のご飯がとてもおいしかった。
・海がきれかった。
・海で泳ぐのがとても楽しかった。
3の生徒 ・もう少し島を渡ったり泳ぎたかった。波がすごくて普段より船酔いがすごかった。
・楽しかったけど、船酔いが激しかった。それと島を巡りたかった。
・きれいな海が見れて良かったのですが、船酔いする人が多くてみんな苦しそうだった。
・波が強くて疲れた。
・雨が降ったのが悲しかった。波が強くて流されかけた。
・ちょっと怖い面もあったけど、海がきれいだった。
・しょぼい。
2の生徒 ・島とかに上陸すんのかと思ってた。晴れてたら良かった。
・船酔いした。あと島に着かないという謎の時間。
・天気が良ければ･･･。あとエンジンの音と酔うのがどうしてもダメです。
・風が強かったり、雨降ったり、あんまり泳げなかった。もっとセブ島らしいことがしたかった。

●食事
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・普段食べることができないようなものが食べられた。
・食堂に入る前の場所の臭いがすごかった。でも食事は美味しかった。
・臭かったけれど美味しかった。お話がたくさんできた。
・美味しかったけど、ちょっと飽きる。
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・美味しかったけど、たまに口に合わないものがあった。
・辛いものが多かった。
・少し味が濃かったり、辛かったりしたから。でもおかゆは美味しかった。
・食べられるものと無理なものの差が大きかった。
・辛い食べ物が多くてあまり食べられなかった。
・唯一、日本に帰りたくなってしまいました。
・あまり美味しくなかった。
・辛いものが多かった。ハエがいたりもした。
・あまり口に合わなかった。食べられないことはない。
・あまり合わなかった。

(4) またこのような語学研修に参加したいと思いますか。
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・２週間がとても充実していて、楽しく忙しい日々を過ごせました。
・もっとたくさんの外国の人と英語で会話してみたいと思ったから。
・英語力が向上し、たくさんの人たちと交流できたから。
・英語の上達につながるし、いろんな経験ができるから。
・この２週間で少し成長した気がしたので。
・成績も上がって、仲間がたくさんできたから。
・全部を通して楽しかった。
・楽しかった。勉強になった。
・普段できない体験をできるから。
・楽しかったし、勉強もできたし、あっという間の２週間だった。
・たくさんのいい思い出ができたし、たくさんの交流ができたから。

＜自由記述＞
4の生徒

・僕は英語をもっと話せるようになりたい。英検２級受かりたい。外国に旅行に行きたい。
外国の友だちを増やしたい。最初、語学研修は勉強ばかりでしんどいのかなと思っていた
けど、そんなことは全然なく、楽しく勉強できたのでよかったです。また来年も行きたいです。
・初めての海外で全てが初体験でとても緊張していたけど、空港の方々も親切にゆっくりと
教えてくださいました。語学学校の先生方もわからないときは例えを用いて丁寧に教えて
くださいました。現地校でできた友だちとは今でも連絡を取っている仲です。来年またみん
なに会えたらいいなと思います。とても楽しい２週間でした。
・英語を勉強したいと思っている人たちと研修をしたので、自分も頑張ろうと思うことができた。
これまでにも何カ国か訪れたことはあるが、たくさんの人と話したり、自分が考えて話したり
するのは初めてだった。アベリアナ国立学校でたくさんの友だちができて、今でもＬＩＮＥで会
話したりなどして、もっといろいろな国の人と話してみたいと思った。そのために高校生活で
も積極的に質問したり話したりしていきたいと思う。

・今回のセブ島語学研修は非常に素晴らしいものでしたが、まだまだ改善の余地がありそう
なので、来年、再来年、今後もセブ島にするのならもっとよいものにして、たくさんの人が行
きたいと思うようなものにしていただきたいと思います。
・毎日がとても楽しかった。もっと滞在しときたかった。
・現地校のみなさんと一緒にたくさんのことができて楽しかった。外国の方との交流は、 自分
を大いに成長させてくれた。来年も行きたいと思う。お世話になった先生方や現地校の友だ
ちに会えたらとても嬉しい。
・毎日がとても楽しく、勉強になりました。
・もっと英語を詳しく知って、いつかは英語で書かれた小説を読みたいと思った。外国語をもっ
と学んで、どんな人にでも対応できる生活を送りたい。そして、外国に日本の文化の良さを
伝えたいと思った。
・最初は環境の違いに驚いたけど、生活してみるといろんな国の人と交流できて楽しかった。
ただ、あまり食事が合わなかったり、ベッドが硬かったり、気になるところもあった。
・セブ島めっちゃ楽しかったし、友だちもいっぱい作れて嬉しかったです。それともっと英語を
学びたいと思えたよい機会になりました。
・授業中ずっと英語で難しかったけど、先生がフレンドリーで自分のペースに合わせてくれて、
楽しく授業を受けることができた。言いたいことが伝えられなかったり、言っていることを理解
できなかったりしたから、スムーズに会話できるようにもっと英語を積極的に勉強しようと思
いました。
3の生徒

・たくさんの人と交流できたし、いろんな思い出ができました。初めて海外に行ったのがこの語
学研修でよかったと思います。いろんな国の人と今でもつながれて、交流できているのがす
ごく楽しいです。
・楽しく勉強することができた。英語が嫌いな私でも頑張ろうと思えた。コミュニケーション能力
が高くなったので、もっといろいろな人たちと接していきたい。
・後半になるにつれて英語の環境・授業に慣れていけました。各授業が楽しかった。今後は覚
えた英語を発音よく話せるようになりたいです。
・２週間は疲れる。

