
学生インタビュー 

第 30 回 レッスンレポート（2017 年 12月） 

楽しく「実践的な英語力」を身に付ける 

英語情報学科 1 年 石橋 由衣（長崎県立諫早高校 出身） 

 

私は今まで英語が母語の方と話す機会が全くなく、「テストのための英語」しか知

りませんでした。そのため、オンライン英語学習を始めた頃は全く話すことができ

ませんでした。しかし、毎日続けるうちに講師の先生方の英語が聞き取れるように

なり、また話せるようにもなってきました。私の最近の楽しみはフリーカンバセー

ションで、講師の方と好きな話題について話すことです。先日はおすすめの映画に

ついて話しました。文法が間違っていたら指摘してくださるので、楽しみながらも

しっかりと正しい英語を身に付けることができます。また、日本のことだけでなく

他の国の事についても話したりするので、世界で起こった出来事について調べるよ

うになり、視野が広がりました。海外にますます興味を持つようになりました。 

オンライン英語学習では「実践的な英語力」を身に付けることができ、力がついていることを実感しながら楽

しく取り組めるため、毎日続けることができます。英語が母語の方と一対一で話す機会はめったにないと思う

ので、ぜひこの機会を活かして自分の英語コミュニケーション力を伸ばしていきたいと思います。 

 

第 29 回 レッスンレポート（2017 年 8 月） 

オンライン英会話の日常化！！！ 

英語情報学科 1 年 田川 純菜（純心女子高校 出身） 

 

私は、大学に入学してからほぼ毎日、オンライン英会話レッスンを受けています。

このレッスンではフィリピン人の先生と Skype を通してマンツーマンで 25 分間

英会話学習に取り組みます。始めたばかりの頃は英語を使ってマンツーマンで話す

ことにとても抵抗を感じていました。 

しかし、取り組み始めて３ヵ月たった今では「毎日することが当たり前」で、むし

ろ「今日は何について話そう！」と 1 日の楽しみになっています。授業で習う文法

的なことだけではなく日常の会話で使われる英語のフレーズやナチュラルな発音も

直接聞くことができるので、実際に海外に行った時にとても役に立つと思います。 

またパソコンかスマートフォンさえあれば何処でもでき、さらに朝早くから夜遅くまでレッスンが設けられて

いるので、忙しい日もすき間時間を見つけて必ず取り組むようにしています。私は何事も日々継続することに

意味があると思うので、これからもしっかり取り組み英語力をアップさせていきます。 

 

第 28 回 レッスンレポート（2017 年 8 月） 

授業では気付けない自分の弱点に気付くことができ、とても良い勉強になっています 

英語情報学科 1 年 鶴田 結希（聖和女子高校 出身） 



 

 私は、英語でたくさんの国の人々とコミュニケーションをとりたいという夢があり

ます。ですから５月から始まるこのオンライン英会話レッスンをとても楽しみにして

いました。現在まで、ほぼ毎日続けています。 

 おそらく最初の頃よりは、発音は綺麗になっていると思いますし、また先生が言っ

ておられる事に対して、英語でどのように対応すれば良いのかが次第に分かってきま

した。 

 英会話コースもいくつか準備されていて、日常会話コース、TOEIC コース、フリ

ーコンバセーションと様々です。さらに、日常会話コースの中にも「初級」「中級」

「上級」と更に細かく分かれていて、自分自身のレベルに合ったものを選べるので無理なく英語を学べます。 

 私は、自分の英語を細かく指摘してほしいと要望しているので、先生から毎回チャットボックスで文法の指

摘や、発音の指摘を頂き、普段の授業では気付けないような自分の弱点にも気付くことができて、とても勉強

になります。また趣味が合う先生を探して、好きなアーティストの話で盛り上がるという事も多々あり、とて

も楽しいレッスンを受けています。 

 

第 27 回 レッスンレポート（2017 年 8 月） 

毎日英語を話す事で「話すことの楽しさ」を知りました 

英語情報学科 1 年 春宮 妃乃（長崎県立西陵高校 出身） 

 

 私は、５月から始まったレアジョブのレッスンをほぼ毎日受講しています。もとも

と英語を話すことはあまり得意ではなかったので、逆に、この機会を活かして少しで

も英語を話せるようになりたいと思い、今まで続けてきました。実際体験してみて、

どの講師の方も優しく丁寧に教えて下さるので、疑問に思ったことはすぐ質問して解

決することができます。 

 最初は、自分の英語に自信がなく、あまり話すことができませんでしたが毎日英語

に触れることで話すことの楽しさを知ることができました。始めた当初よりスピーキ

ングの力が少し上がったと実感しています。また、自分から話題をふることもできる

ようになり、自分から話すことに自信が持てるようになりました。今では、講師との共通の趣味なども話せる

ようになってとても充実しています。これからも英語がもっと話せるように復習を重視して取り組んでいき、

これまで通り毎日レアジョブレッスンを続けていきたいと思います。 

 

第 26 回 レッスンレポート（2017 年 8 月） 

オンラインだからこそできるリアルな英会話 

英語情報学科 1 年 影平 葵（長崎県立長崎南高校 出身） 

 私は、５月からレアジョブでのオンライン英会話を始めました。始めたばかりの頃は緊張してしまい、テキ

ストを読み、質問されたことに Yes か No で答えるので精一杯で、自分の意見を述べたりする積極性に欠けて

いました。しかしながら、講師の先生は必ずと言っていいほどなぜそう思うのかという理由を尋ねてきます。

そのため自分の意見を常に持つことへの意識や大切さを学ぶことができました。今では、テキストの内容に入

る前にその日あった出来事や、週末の予定などを話したりして英会話を楽しんでいます。 



 25 分間のレッスンの中で英語はもちろんのこと、海外の文化についても知ることができます。講師の先生方

は、私の誤った文法や不適切な単語をその場で丁寧に指摘してくれたり、日常の英語表現を新たに教えてくれ

たりするので、リアルな英語を学ぶことができるという利点もあります。これからもこのレアジョブを続けて

英会話力を上げていきたいと思います。 

  

 

第 25 回 レッスンレポート（2017 年 7 月） 

楽しむ英語学習 

英語情報学科 1 年 金子 瑞季（長崎県立佐世保北高等学校 出身） 

 

 私はレアジョブのオンライン英会話レッスンが始まった時、英語のスピーキン

グ力とリスニング力の向上を目標に毎日取り組むことを決めました。最初の頃は

緊張し、沈黙が続いてしまうこともありましたが、毎日続けるうちに少しずつ慣

れてきて、スムーズに会話ができるようになってきました。レッスンの中で自分

の考えが上手く伝わり、会話が弾むと最高に楽しいです。また、レアジョブの先

生方は皆さん優しくアドバイスをくれるので、わからない単語を質問することや

間違いを指摘されることが「怖い」という感情から「新たな発見ができて嬉し

い」という感情に変化しました。今の私の楽しみは、たくさん話して、レアジョ

ブの先生と笑いあうことです。とても楽しいからずっと続けられます。 

 オンライン英会話レッスンを始めてから、私にとっての英語は「テスト」のための英語ではなく、「コミュ

ニケーション手段」の一つとしての英語だと感じるようになりました。英語学習者として、もっと自分の英語

力が向上するよう日々努力をしていきたいです。 

 

第 24 回 レッスンレポート（2017 年 7 月） 

オンライン英語レッスンで英語力は間違いなく向上します 

英語情報学科 3 年 松崎 楓子（長崎市立長崎商業高等学校 出身） 

 

 私は、児童保育学科から英語情報学科へ３年時に転科しました。転科すると決めたのは大学２年の夏休みの

頃でした。転科を決意したのと同じ頃に、レアジョブを始めました。始めはとても不安でした。なぜなら英語

に対して苦手意識を持っていて、「英語で話すことなんて絶対にできない」と思っていたからです。加えて英

語に特別、興味があったわけでもなく、英語の成績も決していい方ではなかったので、レアジョブはとても怖



いものでした。しかし、始めてみると私の不安は少しずつ取り除かれていきまし

た。フィリピンの先生方は、とても優しく、しゃべりやすいと感じました。どのよ

うに言えばいいかわからないときも、単語だけを並べて伝えると先生方は、意味を

汲み取ってくれて、正しいセンテンスをチャットボックスを利用して、丁寧に教え

てくださいます。また、レアジョブの教材もあり、自分のレベルに応じた教材を元

にレッスンをすることもできます。 

 私は、始めて 1 年が経ちます。1 年前の自分と比べると大きく成長できたと感じ

ます。リスニングとスピーキングの向上を感じ、笑顔でレッスンに取り組めるよう

になってきたからです。最近のレッスンではフリートークを行っています。フリートークでは、テーマに合わ

せて先生とトークを楽しめます。これを通して、フィリピンのことや先生自身のことを知ることができ、文化

の違いを感じる良い機会になっていると思います。 

 最初はだれもが不安に感じると思いますが、レアジョブをすることでの英語力は間違いなく向上すると思い

ます。レアジョブに取り組んで良かったと心から思います。 

 

第 23 回 レッスンレポート（2017 年 7 月） 

２か月で英語を話すことへの苦手意識がなくなり自分でも驚いています 

英語情報学科 3 年 馬場 いずみ（長崎県立西陵高等学校 出身） 

 

 レアジョブを始めて約 2 か月が経ちました。私は、２年生まで児童保育学科の

学生でしたが、３年生から英語情報学科に転学科しました。転学科する時に最も心

配だったのが英語でした。元々英語に苦手意識をもっていたため、授業が理解でき

るか、授業についていけるか気がかりでした。そのような気持ちもあったため、レ

アジョブを３か月間は必修としてやらなければならないと聞いた時、正直やりたく

ないという思いが強かったです。 

 レアジョブはパソコンやスマートフォンを使って、フィリピン人の先生とレッス

ンを行い、日常会話などを身につけることができるということは始める前から知っ

ていましたが、とにかく会ったこともない外国の方と英語で話さないといけないので、きちんとできるかかな

り心配でした。最初の１週間は、不安や緊張、英語を話すことへの苦手意識から、頭が真っ白になって相手が

何を言っているのかわからなかったり、理解するまでに時間がかかったりしました。また、自分が言いたいこ

とは、日本語では頭に思い浮かんでいるのですが、英語で表現できず、黙ってしまうことも多くありました。

しかし、どのような時においても先生方はとても優しく、ゆっくり話してくれて、英語で表現するためのフォ

ローをしてくれるので徐々に苦痛を感じることはなくなりました。 

 今、振り返ってみると、レアジョブを始めた頃に比べて、英語が聞きとれるようになったと感じています。

まだまだ自分の言いたいことをすぐに英語で言えない時もありますが、相手が何を言っているのかは普通の速

さで話されてもわかるようになりました。そして、一番変わったのは、外国の方とのコミュニケーションをと

ることへの苦手意識がなくなった事です。今では、緊張もあまりしなくなり、楽しく会話できているので、苦

手意識はなくなったと感じています。２か月で苦手意識をなくせるとは自分でも思っていなかったので驚いて

います。最初はやりたくないと思っていましたが、今ではやってよかったなと思っています。 

 



第 22 回 レッスンレポート（2017 年 7 月） 

25 分という短い時間の中でも学ぶことが多いレッスン 

英語情報学科 1 年 西 春香（純心女子高等学校 出身） 

 

 私は高校まで外国人と会話をする機会があまりなかったので、英語で話すこと、聞く

ことに慣れていませんでした。ですから、大学１年生でオンラインで英語学習すること

を初めて知った時はとても不安でした。しかし、5 月からレッスンを始めてみると、初

めは講師の簡単な質問に答えることや聞きとることもできませんでしたが、パターンや

フレーズを覚え、今では初めの頃よりはずっとスムーズに会話をすることができるよう

になりました。 

 フィリピン人の講師の方は、分からない発音や文法、会話表現などを分かりやすく丁

寧に教えて下さるので、25 分間という短い時間の中でも学ぶことがたくさんあります。

また、明るくやさしい方が多いので、緊張もほぐれ楽しくレッスンを受けることができています。レッスンが

終るとチャットボックスやレッスンレポートでその日のアドバイスや自分が言えなかったフレーズなどを復習

する事ができるので次のレッスンに活かすことでき、とてもためになっています。 

 今は教材を使ってレッスンを受けていますが、さらにスピーキング力を伸ばすためフリーカンバセーション

にも挑戦したいです。 

 

第 21 回 レッスンレポート（2017 年 7 月） 

フィリピン文化も学びつつ、毎日、楽しくレッスンを受けています 

英語情報学科 1 年 木高 由梨奈（純心女子高等学校 出身） 

 私は高校時代に、英語情報学科の Newsletter やホームページを見て英語情報学科でオンライン英会話レッ

スンを受ける事ができることを知りました。元々私は、外国の人達と会話やコミュニケーションすることに興

味を持っていたので楽しみにしていました。しかし、自分の今の英語力でうまく会話ができるか自信がありま

せんでした。そこでオンライン英会話レッスンをきっかけに英語を話せるようになりたいと思い、３ヵ月間毎

日続けようと決めました。 

 初めは、レッスンが始まる前からとても緊張しましたが、毎日続けていくうちにだんだん慣れてきて講師の

先生が言っていることが少しずつ分かるようになり、前より会話できるようになったと感じています。私が現

在オンライン英会話レッスンで使っている教材は「日常会話」です。会話の中で大学や趣味、食事、旅行、仕

事、将来についてなど学ぶことができ、またフィリピンの文化も知る事ができて、とても楽しくレッスンを受

けています。この経験を生かし、これからも自分の視野を広げていくことができればと思っています。 

  



 

第 20 回 レッスンレポート（2017 年 6 月） 

オンライン英語学習－毎日、とても楽しくレッスンを受けています 

英語情報学科 1 年 勝 陽泉（純心女子高等学校 出身） 

 私は 5 月からレアジョブのオンライン英会話レッスン

を毎日続けています。英語は高校の頃から好きな科目で

したが、スピーキングが苦手で、このレッスンを始めた

ばかりの頃は緊張して上手く話せず、先生から「恥ずか

しがらないで」とよく言われていました。しかし、回数

を重ねるうちに慣れてきて、今では質問に Yes または

No だけで答えるのではなく、その理由を付け加えて言う

ようにしたり、わからない単語などがあった場合には質

問したりして、会話が途切れないよう心がけています。 

 現在は主に日常会話の教材を使用していますが、その教材を通してフィリピンの文化を知ることができた

り、自分と趣味が共通の先生のレッスンを予約できた時はフリーカンバセーションで情報を共有したりと、毎

日、とても楽しくレッスンを受けています。いつでもどこでも 25 分間英会話を楽しむことができ、先生との

一対一のレッスンなので間違った発音や文法など丁寧に教えてくれるのが魅力だと思います。これからも、毎

日続けて自分のスピーキング力のレベルを上げたいと思っています。 

 

第 19 回 レッスンレポート（2016.11） 

英語情報学科 1 年 四辻 紗菜（長崎商業高等学校出身） 

 5 月から始めたオンライン英会話レッスンですが、始めてから自分が成長したと思うことがあります。私は

元々英語を話せるようになりたいとは思っていましたが、苦手科目の一つで、オンライン英会話を始めた最初の

頃も緊張したり、言いたいことがあるのに単語が出てこなかったりと思うようにコミュニケーションできません

でした。 

 しかし、オンライン英会話を始めて半年が経った今では、緊張せずにレッスンに取り組むことができるように

なりましたし、言いたいことも前よりは言えるようになりました。単語が出てこないときは意味が似ているけ

ど、より簡単な単語を使ったり、先生に単語やより良い表現を教えてもらったりしています。 

 また、最初の頃は、教材を使ったレッスンをすることが多かったのですが、最近はフリートークで自分の好き

な韓国のアイドルの話しや、お互いの国の話しをたくさんできるようになりました。オンライン英会話を始め

て、英語を話すことが楽しくなり、そのことで外国の友達もできました。このようなレッスンを受けることがで

きてよかったです。 

  



 

第 18 回 レッスンレポート（2016.11.25） 

英語情報学科 1 年 五島 幸志（純心女子高等学校出身） 

 私は高校生の時に、英語情報学科では「「オンライン英会話」というものを導入しているということを知りました。

英語が好きで、英語をたくさん勉強して身につけたいと考えていた私は、大学生になってこのシステムを利用する

ことを楽しみにしていました。 

 いざレッスンを受けてみると、自分でできる時間帯を選べたり、使用するテキストも自分のレベルに合わせて

選べたり、先生たちも優しく丁寧に教えてくれる人ばかりで無理なく毎日続けることができています。5 月から

始めましたが、最初に比べ話の内容のレベルも上がって自分の意見が少しずつ言えるようになり、使える単語も

増え会話が続くようになったと実感しています。 

 私は、大学生の間に留学したいと考えています。留学するための準備としてもこの毎日のレッスンはいい機会

だと思っています。また、英語だけではなく、フィリピンの文化や言葉も学ぶことができます。これからもレッ

スンを続けて、さらに英会話を楽しめるようになりたいです。 

 

 

第 17 回 レッスンレポート（2016.7.29） 

 学生： 村山亜里菜さん（長崎商業高校出身） 

 聞き手： 英語情報学科 畠山学科長 

畠山 

中学、高校を通して英語は好きでしたか？英語に関する思い出があったらどんな事でもよいので話してください。 

村山 

はい、好きでした。しかし、中学の時は勉強してもなかなか点数が伸びずに苦労して、

高校に入ってからひたすら文法の基礎や単語を勉強してテストでは点数が伸びるよう

になりました。しかし、街中や旅行先で外国人観光客に話しかけられた時に全く答える

ことができなくてとても悔しい思いをしたことを覚えています。 

畠山 

4 月に授業の一環としてオンライン英会話レッスンを実施すると聞いた時に、どう思い

ましたか。 

村山 

私は英語を実用的に使えるようになりたいと思っていましたが、英語で話す練習の機会がなかなかなかったのでと

ても自分のためになることができると思いました。 



畠山 

週に何日レッスンを受けていますか？ 

村山 

毎日受けています。 

畠山 

今日はどのようなレッスンを受けましたか？ 

村山 

今日は日常英会話の基礎についてのレッスンを受けました。 

畠山 

これまで受けてきたレッスンの中で思い出深いレッスンがあったら教えてください。 

村山 

最もためになり印象に残っているのは、発音練習で L と R の発音ができていないと注

意された時のレッスンです。自分では発音についての誤りを見つけることができない

のですごくありがたかったです。 

畠山 

このオンライン英会話を 5 月からやってみて自分の英語力、特にスピーキング力は向

上したと思いますか？ 

村山 

以前よりも、自己紹介や受け答えなどに不安を持つことが少なくなりました。したがってスピーキング力はオンラ

イン英会話レッスンを始めてから確実に身についていると感じています。 

畠山 

英語力をつけて、将来、何がしたいですか。 

村山 

これからグローバル化がますます進んで外国人の方との交流の機会も増えていくと思うので、仕事に限らず日常的

に不安なく英語を使ってコミュニケーションをとれるようにしていきたいです。 

 

第 16 回 レッスンレポート（2016.7.25） 

 学生： 中村仁美さん（純心女子高校出身） 

 聞き手： 英語情報学科 畠山学科長 

畠山 

中学、高校を通して英語は好きでしたか？英語に関する思い出があったらどんな事でもよいので話してください。 

中村 

私は、中学・高校を通して英語が１番好きな科目でした。小学生の頃から英語に触れる機会もあって、日頃はよく

洋画を英語で聞きながら見たり、洋楽をよく聞いたりしていました。それが英語に慣れるきっかけだったのではな

いかと思います。今は、大学で思う存分英語の勉強ができているのでとても楽しいです。 



畠山 

4 月に授業の一環としてオンライン英会話レッスンを実施すると聞いた時に、どう思い

ましたか。 

中村 

私は、今までホームステイや海外に行った経験がなかったのでこのオンライン英会話で

レッスンを受けることができると聞いて素直にうれしかったし、自分の英語力を伸ばす

チャンスだなと思いました。このオンライン英会話が自分にとってプラスになればいい

なと思いました。 

畠山 

週に何日レッスンを受けていますか？ 

中村 

毎日必ずやっています。私自身、５月にオンライン英会話を始めた時に毎日レッスンを受けるという目標を立てて

いたので、どんなに忙しい日でも時間を見つけてレッスンを受けるようにしています。 

畠山 

今日はどのようなレッスンを受けましたか？ 

中村 

今日は、日常英会話初級のレッスンを受けました。仕事や趣味など様々なトピックについて自分の考えを文章にま

とめて話す練習ができます。単語や会話表現を学びながらさらにその会話を通してたくさんのことを知り学ぶこと

ができるのでとても勉強になります。 

畠山 

これまで受けてきたレッスンの中で思い出深いレッスンがあったら教えてください。 

中村 

毎日レッスンを受けるにあたって仲がよくなった先生がいて、共通の趣味の話で盛り上がったのがとても思い出深

いです。その先生とは、レッスンを受けるときには気軽にいろいろな話しをして楽しんでいます。 

畠山 

このオンライン英会話を 5月からやってみて自分の英語力、特にスピーキング力は向上したと思いますか？ 

中村 

はい、向上したと思います。以前は英語を話すことに若干抵抗がありましたが、毎日 25 分間のレッスンを受ける

ことによってだんだん「英語を話すこと」が楽しくなってきました。自分のいいたいことを英語でたくさん伝えよ

うという思いが深まったのはとてもよかったと思います。今は、レッスンの中でも、大学のネイティブの先生と話

すときでも躊躇なく英語を話すことができています。 

畠山 

英語力をつけて、将来、何がしたいですか。 

中村 

身近な目標としては、将来のために英語に関する資格を取得することです。また将来は国際関係の仕事に就きたい



と思っているので、大学４年間を通して英語力をもっと伸ばしていきたいです。 

 

第 15 回 レッスンレポート（2016.7.22） 

 学生： 峯川真由子さん（長崎商業高校出身） 

 聞き手： 英語情報学科 畠山学科長 

畠山 

中学、高校を通して英語は好きでしたか？英語に関する思い出があったらどんな事でもよいので話してください。 

峯川 

好きでした。中学生の頃から英語に興味を持っていました。英語の授業は楽しかったです。高校で外国人の先生が

話す姿をみて私もこんな風に英語が話せるようになりたいという気持ちが高まりました。 

 

畠山 

4 月に授業の一環としてオンライン英会話レッスンを実施すると聞いた時に、どう思い

ましたか。 

峯川 

最初はフィリピン人の先生と 25 分間も話せるか不安でした。でも英語力を向上させた

いという思いがあったので、自分の力を試すことができる良い機会だと感じました。ま

た、レッスンを受けてみると先生達はとても明るく優しい人たちばかりだったので、毎

日楽しくレッスンを受けることができています。 

畠山 

週に何日レッスンを受けていますか？ 

峯川 

ほぼ毎日受けています。学校でも自宅でもどこでも好きな時間に 1対 1でレッスンを受けることができるこのシス

テムはとても魅力的です。だから、毎日続けることができます。 

畠山 

今日はどのようなレッスンを受けましたか？ 

峯川 

まず、フリートークで今日あった出来事などを話しました。その後レアジョブの教材を使ってレッスンを行いまし

た。日常会話で使うことができるフレーズを学んでいるので、とても勉強になります。最近は発音が難しい単語が

出てくるので私が上手に発音できるようにしっかり教えてくださいます。文法の間違いがある時も一つ一つ丁寧に

訂正してくださるので後で見直すこともできます。 

畠山 

これまで受けてきたレッスンの中で思い出深いレッスンがあったら教えてください。 

峯川 

最初に自己紹介をするのですが、そのときに私と先生の趣味が一緒でした。また、年齢も近かったこともあり、そ

の話しで盛り上がりました。外国の人とこんなにリラックスして話すことができたのが初めてだったのでとても嬉



しかったです。自分の話していることも伝わったので楽しかったです。 

畠山 

このオンライン英会話を 5月からやってみて自分の英語力、特にスピーキング力は向上したと思いますか？ 

峯川 

最初は緊張と焦りから頭が真っ白になり何も言うことができませでした。しかし、５月から毎日レッスンを受けて

いると、先生が言っていることが以前より分かるようになり、少しずつですが、自分の言いたいことも伝えられる

ようになってきたと思います。 

畠山 

英語力をつけて、将来、何がしたいですか。 

峯川 

まず、この４年間でもっと人と話し、自分の視野を広げていきたいです。また、韓国語にも興味があり今勉強して

いるので、英語と韓国語を幅広く活用できる仕事に就きたいと思っています。これから色々なことに挑戦して自分

が一番やりたいことを見つけていきたいと思っています。 

 

第 14 回 レッスンレポート（2016.7.15） 

 学生： 岩永由里菜さん（諫早商業高校出身） 

 聞き手： 英語情報学科 畠山学科長 

畠山 

中学、高校を通して英語は好きでしたか？英語に関する思い出があったらどんな事

でもよいので話してください。 

岩永 

私は、中学生の頃から英語が好きでした。私は、高校２年生の時、約二週間という短

い間でしたが、オーストラリアにホームステイに行きました。ホストファミリーや

オーストラリアの友達は、みんなフレンドリーで親切でした。また、ホストシスター

と自分たちの母語を教え合い、日本との文化の違いを学び、１日１日が夢のようで

した。私は、オーストラリアに行って、自分の視野がとても広がりました。そして、

外国の方と英語で会話する楽しさを体感しました。 

畠山 

4 月に授業の一環としてオンライン英会話レッスンを実施すると聞いた時に、どう思いましたか。 

岩永 

高校３年生の時、オープンキャンパスに参加した際、オンライン英会話でフィリピンの方と自分の好きな時間帯、

好きな場所で英語を話せる事を知り、とても興味を持ちました。１日 25 分は丁度良い時間で、日々コツコツと努

力を積み重ねるにはオンライン英会話が適していると思います。日本にいてもフィリピンの方と英語でコミュニケ

ーションすることができるので、話す力、聞く力をつけるいい機会だと思います。 

畠山 

週に何日レッスンを受けていますか？ 



岩永 

ほぼ毎日取り組んでいます。私は、アルバイトをしていて、働く時間帯が日々異なるので時間帯が被らないよう調

整し自分の都合のいい時間に合わせて行っています。 

畠山 

今日はどのようなレッスンを受けましたか？ 

岩永 

最初に今日 1 日あった出来事や大学でどのようなことを学んでいるのかを伝え、自分たちの情報を共有しました。

その後、レアジョブの教材の 1つ、トラベル英会話という海外旅行に行った際よく使われる表現を練習し、さらに

フィリピンの食べ物や有名な場所、言語などを学び楽しく学習することができました。 

畠山 

これまで受けてきたレッスンの中で思い出深いレッスンがあったら教えてください。 

岩永 

私は、韓国ドラマを見るのか好きで、それを講師に伝えると、偶然にも講師の方も好きで、オススメのドラマや自

分たちの国で人気があるドラマなど話し合いました。また、日本で有名な食べ物を伝えたり、フィリピンの有名な

食べ物を教えてもらったりしました。語学だけでなくフィリピンの文化を知ることができとても勉強になりました。 

畠山 

このオンライン英会話を 5月からやってみて自分の英語力、特にスピーキング力は向上したと思いますか？ 

岩永 

はい、向上したと思います。さらに以前よりも英文を早く読めるようになりました。また、私はリスニングが苦手

で、最初、先生と会話をしていくうちに、「昨日聞き取れなかったフレーズを今日聞き取ることができた！」という

ことがありました。私は、最初、先生に英語でどう伝えればいいか分からず無言になることが多かったのですが、

毎日自分が知っている単語で一生懸命伝え毎日話しているので、止まらず流ちょうに話すことができるようになっ

てきました。 

畠山 

英語力をつけて、将来、何がしたいですか。 

岩永 

私は、将来日本に来られた外国人をサポートする仕事に就きたいと思っています。英語はもちろんですが、私は韓

国語も学習しているので 2ヶ国の言語で外国の方とコミュニケーションができる人材になりたいです。また、2020

年は東京オリンピックが開催されるので、外国の方が安心して観光できるよう、道案内やお勧めの観光地や食べ物

など紹介して世界の人々に日本の良さをもっと知ってもらいたいです。 

 

第 13 回 レッスンレポート（2016.7.13） 

 学生： 才津千絵さん（純心女子高等学校出身） 

 聞き手： 英語情報学科 畠山学科長 

畠山 

中学、高校を通して英語は好きでしたか？英語に関する思い出があったらどんな事でもよいので話してください。 



才津 

中高では英語は特に好きではありませんでした。私は、実際に学校で学んだ英語ではネイティブの方とコミュニケ

ーションをとるには不十分であると感じていました。 

畠山 

4 月に授業の一環としてオンライン英会話レッスンを実施すると聞いた時に、どう思いましたか。 

才津 

ビデオ通話で相手の顔が見えるのには少し抵抗があって、全く通じなかったらどうしよう、沈黙が怖いな、という

不安がありました。そして、毎日 25 分間を続けられるかどうか自信もありませんでし

た。 

畠山 

週に何日レッスンを受けていますか？ 

才津 

私は毎日、レッスンを受けています。欠かさずやることが大切だとレアジョブを通して

思いました。 

畠山 

今日はどのようなレッスンを受けましたか？ 

才津 

私はDaily「Conversation「Basic を受けています。そこで、日常的な色々な場面での会話のフレーズを学ぶことがで

きます。例えば、趣味、食事、旅行、仕事、将来など具体的な場面での会話のレッスンを受けています。 

畠山 

これまで受けてきたレッスンの中で思い出深いレッスンがあったら教えてください。 

才津 

同じ歳の先生が教えてくれていた回では、お互いの学校生活などの話でとても盛り上がりました。教材以外にもフ

ィリピンの話を聞くことができたのでとても身になるレッスンでした。 

畠山 

このオンライン英会話を 5月からやってみて自分の英語力、特にスピーキング力は向上したと思いますか？ 

才津 

向上したと思います。特にリスニングスキルはレアジョブによって高められたと感じます。日常英会話の教材を使

って伝えたい事を英語で表現すことでスピーキング力も向上していると感じます。 

畠山 

英語力をつけて、将来、何がしたいですか。 

才津 

私は、英語教員のカリキュラムと日本語教員のカリキュラムをとっています。だから英語力を伸ばしたいと思って

います。そして、英語を話せるようになれば今よりも多くの人とコミュニケーションができ、考え方を共有できる

と考えています。 


