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Happy New Year! We hope the year of 2020 will be a more hopeful and peaceful year for 

everyone. Last year we welcomed a new ALT, Callum Sharp! And we had the opportunity to 

experience various cultural exchanges with students from the United States, Australia, and 

France. It was great fun to get to learn about foreign countries directly from them. Thank 

you to all of you, especially the host students, for your cooperation with the exchange 

students. Let’s enjoy learning English and trying new things again this year! 

Elementary School Visit on December 17th, 2019 

宝塚第一小学校の5年生に1年7組の生徒が英語出前授業を行いました。最初にグループで自己紹介活動を

行い、子どもたちも英語で質問してくれました。非常に活発な反応で英語活動を大いに楽しんでくれました。 

（小学生の感想） 

「高校生がすごく英語がうまくて、私もあんなふうになりたいと思いました。」 

「発音がとてもきれいで、いろいろゲームを考えてくれてとても楽しかったです。」 

「今日ゲームなどをして楽しく外国語の勉強ができたので、これからもますます外国語をやりたくなりました。」 

「楽しみながら英語を学習することができてよかったと思いました。特にドンじゃんゲームが楽しかったです。」 

「高校生がいろいろな質問に答えてくれてよかったです。」 

「また外国に行って、今日学んだことを活かしたいなと思いました。」 

「英語は苦手だけど、おもしろく学べたから楽しかったです。」 

「高校生の英語を聞いて僕も英語をペラペラに言いたい。棒読みでなく発音がよかった。」 

「高校生が英語をたくさん話してくれて、わからない文も教えてくれたので貴重な体験ができてよかったです。」 

「絵本や話をしているとき、わかりやすく通訳もしてくれた。ゲームも面白かった。」 

「自己紹介活動ではいろいろなことが聞けて楽しかったです。」 

「英語で自己紹介や質問ができるようになると、将来外国に留学するときに役に立つからもっと好きになろう

と思った。」 

「僕が高校生になったら、この学校に来て同じことをしてみたい。」 

「ゲームや物語で工夫して教えてくれたので楽しく学べました。私たちの質問にも丁ねいに答えてくれてうれ

しかった。」 

“It’s a nice opportunity to communicate with people in English. By playing games, I can learn English while having 

fun. I hope I can have another opportunity like today in the future. Thank you so much for coming. I really like the 

cards!”（帰国児童） 

（高校生の感想） 

「始めて誰かに教える側をしてとても楽しかったです。最初はどうなるかと不安だったけど、ジャンケンや単語もす

ぐに覚えてくれたので助かりました。みんなと協力して出前授業ができて楽しかったです。北村先生のアドバイスが

役に立ったので助かりました。緊張したけれど楽しく良い経験になりました。」 

「自己紹介のコーナーでは、“What sports do you like?”など自分が小学生のときには考えられないような文法や単

語ができてすごいと思いました。」 

「思っていたよりも私たちの授業を真剣に聞いてくれてやりやすかった。子ども相手に英語を教えることは難しく先

生方の苦労がよく分かった。」 



「思っていたより自分たちでうまく授業できたのでとても達成感を感じた。自分の英語力も自覚することができた。

まだまだ聞かれたことをすぐに正しく返すことができないのでもっと話せるように英語を学ぼうと思えた。」 

 

LAC LECTURE by Mr.Kai Simms(Coordinator for international relations) on December 20th,2019    

Theme：Living Abroad – Experiences and Lessons in a Multicultural World  

兵庫県国際交流員のカイ・シムズ先生をお迎えし、英語で講義をしていただきました。インターネットを使って

生徒の意見をスクリーンに反映させ、みんなの考えが共有でき、興味深いものとなりました。感想の一部です。 

● この講座を受けてチャレンジすることの大切さを改めて感じました。そして知らなかったことをたくさん

知ることができました。外国に行くという 1 つの大きなチャレンジをすることで、自分の将来も変わってくる

し、考え方もいろいろ変わってくると思います。外国に行くことでメリットもデメリットもあると思うけど、そ

れをプラスに考えるのも大切だと思いました。例えば外国に行ったら友達と離れてしまうというデメリットが

あるけど、外国で友達を作るというメリットに変えることもできます。外国の友達を作ることで語学力の向上に

もつながるメリットもあると思うので、人間関係の不安は多少ありますが、プラスに捉えることで大きく変わっ

てくると感じました。色々大変なことはあるけれども外国に行くことで得られるものはたくさんあると思いま

す。私も修学旅行で初めて海外に行って心配なことも多かったけど、海外の方たちは優しく受け入れてくれてす

ぐに緊張も解けました。海外の方と話しているうちに、自分ももっと話せるようになりたいと思いました。この

講義を聞いて、自分も海外で日本のことを知ってもらえるような役割をして国際交流を盛んにしていけたらい

いなと思います。修学旅行やこのお話を通して、海外に対する考えがガラリと変わりました。自分の視野が広が

り、海外で働いてみたい、住んでみたいという気持ちが大きくなりました。（2年） 

● 私は高校卒業後、母の母国である台湾に移住し、台湾の大学に進学を考えているので、今回の講義はとても

ためになるものでした。将来海外で働くメリットとして、文化や言語が学べるだけでなく、自分のキャリアにな

ったり、チャレンジになると聞き、自分の目標に少し自信が持てた気がしました。確かに、今まで育ってきた国

を離れて別の国に行き、一から始めるというのは勇気もいるし、不安も伴うと思います。しかし今日の話を聞い

て、そんなことは決して大きな問題でないと思うことができました。自分が少しでもやってみたいと思うことが

あるなら、そのようなことは気にせず追及していきたいと思います。メリットとして視野が広がり、異なる意見

に触れることができると挙げられていて、それも一つの良い点だと思いました。日本人の多くは自分の意見を積

極的に述べず、周りに同調しようとします。私はそのような環境で生きていてもちっとも楽しくないし、せっか

くの人生が台無しになってしまう気がして残念だと思います。この講義を聞いて、私にとって大きな自信になっ

た気がします。まだ私には不安や心配はたくさんありますが、少しずつ準備をして調べていきたいと思います。

海外で住むことは大きなチャレンジであり、私の人生に大きな影響を与えると確信しています。少しずつ努力し

て自分の夢に向かって頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。（2年） 

● オーストラリア人の父と日本人の母がいて、自分の親の国を知りたいと思って22歳で母国を離れることは

とてもすごいと思いました。また、日本の後にも中国や韓国にも勉強するために訪れていて、興味や新しいこと

を求めるために行動できることがすごいと思いました。他国に移住するときに、不安だった言語もあまり話せな

くても大丈夫だということを知って、留学したいという気持ちが高まりました。“Not knowing a language isn’t 

a problem, but it will make other problems more difficult.” という言葉から言語を知らないことは問題では

ないが、他の問題をより難しくすることを改めて気づかされ、留学するときはしっかり勉強してから行きたいで

す。また、話せなくても現地の人と仲良くなって学びたいです。他国に行っても、最初はすべて新しくて毎日が

すごく楽しいが、慣れていくうちに様々な問題が出てくることを頭においておきます。海外に移住することによ

って、自国の良さに改めて気づかされたり、友たちができたり、新しい言語を学ぶことができるが、逆にカルチ

ャーショックやホームシック、サポートしてくれる人がいなくなるなどのデメリットもあることに気づかされ

ました。”The best way to grow as a person is to meet and talk with people with different opinions to 

you.”という言葉から、もっと様々な国の人、または普段話さない人と話そうと思いました。また、海外で活躍

するためにはもっと英語を頑張らないといけないと思いました。（1年） 

● I learned something new from this lecture. First, I look up to Mr. Kai Simms.  I want to be like 

him and become someone who can speak English well enough to have lectures in front of an audience. 

Also I learned a new word “expat.” It means someone who lives in a country that’s not their native 

country.  I think America, where I want to live in the future, is mostly populated by such people, 



so I was glad to know what they’re called. As for living abroad, in terms of career, I was very 

impressed when he asked:“What will you do after?” because I didn’t think about what to do after 

getting to America.  In terms of language, I was surprised when he said, “You don’t need to speak 

English.” I think nothing is more useful than being able to speak English, so I’ll keep practicing 

English conversation skills by talking with my friends who are familiar with English. And in terms 

of culture and society, I don’t really care about the differences between Japan and the US other than 

the cleanliness.・・・ Finally, there are many kinds of merits and demerits to living abroad.  I 

think that the merits are more important than the demerits.  The merits to me are improving my 

English skills, and being able to have a career as a tennis coach, I can’t think of anything bad 

about living in foreign countries now.  Still, I felt impatient about being able to become a tennis 

coach in America after listening to this lecture. (1st year) 


