
 

1-6 Summer Camp 感想（一部抜粋） 

 

 サマーキャンプがあったからこそ、ALTの先生たちと絆が深くなったと思うし、クラスの

メンバーのみんなとも仲良くなれた気がしました。楽しかったです！ 

 

 正しい文法を意識しすぎるがあまり、発言に積極的になれず自分の意図を他の人に伝える

機会が少なかった。ALTとたくさん話そうという前向きな姿勢が足りていなかったと思いま

す。自分が無意識に恐れていた失敗を成長の糧に変換できるくらい、たくさん間違えたくさ

ん学んでいきたいと思います。 

 

 あまり話したことのない人たちと班が一緒になり、みんなのいいところをたくさん見るこ

とができた。 

 

 サマーキャンプでたくさんのことを学びました。例えば「正しい文法でなくても通じる」

「あいづちが重要」ということです。 

 

 行く前は不安でしたが、行ってみたら ALTの先生と話したり、班のみんなと英語で話しあ

ったりしたら、思ったより通じたし、聞き取れたからうれしかったです。 

 

 ALTたちがみんないつも笑顔でやさしく、私もこんなふうになりたいなと思いました。サ

マーキャンプでいい影響を受けました。楽しかったです。 

 

 サマーキャンプを通してもっと成長させたいところを発見しました。それは聞き取る力で

す。ALTの先生方の英語が聞き取れなかったわけではなく、日本語の感覚で聞いていたから

です。まだまだ慣れていないので注意して聞いていこうと思いました。 

 

 キャンプを通してコミュニケーションをとることの大切さを学びました。 

 

 この２日間でより英語が好きになり、もっとたくさんの外国の人と話したいと思うことが

できたので、これからは今まで以上に英語をしっかり勉強していきたいです。 

 

 何より今回思ったのは、楽しんで学べたら、自分からより学びたいという気持ちになると

いうことです。好きなことを通して学べてもっともやってもっと学びたいと思いました。 
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Everyone! Thank you for all your hard work at the LAC Summer Camp! Did you have 

fun? I really enjoyed spending more time with you and learning more about you all. It was 

really nice to see everyone trying very hard to use English while talking with each other 

and the ALTs. The Summer Camp is a rare opportunity to speak with lots of people from 

different parts of the world. I hope you learnt something new about the world from the 

ALTs (and not just stuff about the UK). Did you know that there were six teachers at 

the Summer Camp who have lived in the UK! That’s a lot of people for such a small country. 

What was everyone’s favorite activity? I personally enjoyed the scavenger hunt. 

Watching everyone run around, searching the seminar house, and asking questions to the 

teacher was really fun! Mr Uemoto and I actually have the same favorite anime. Can you 

remember what that was? Let me know if you remember! No matter you favorite thing 

about the camp, it was great to see you all try your best to communicate using English. I 

hope that you have learnt that making mistakes is the most important part of learning a 

language. Even if your English wasn’t perfect, we could understand you all! I promise you 

that the more you use English, the better it will become. So, let’s all try our best to be 

English users!                                Callum 

   

Hello everyone, 

Thank you again for your participation at the Summer Camp! Did you enjoy speaking 

English and meeting the ALTs? The ALTs from the other schools had a fun time and were 

so happy to work with you. I did, too! When I first met your class, I thought you were all 

very shy but you’ve shown me that it’s not true. I was proud to see you try your best. 

Even though it was quite hot, you worked very hard and your energy was contagious. I 

really loved your presentations at the end of the camp, you impressed me with your 

creativity and skills. Don’t spend too much time stressing about speaking perfect English. 

Just try your best and see how it goes. You need to make mistakes if you want to learn 

and become a confident speaker who can communicate with people from all over the world! 

So please, make a lot of mistakes and let’s make even more memories in the LAC course! 

Fatima 

 

 

 

 

本当は泊まりでできたらよかったのですが、２日間通いで ALTの先生方も来てくださ

り、実施できたことが成果につながったのではないかと思います。さまざまなことを考

え、知らなかった自分を発見し、また自分の課題を見つけて成長できたと感じてもらえ

たようなので、その気持ちを忘れず、これからの学校生活に活かしていきましょう。 

 

 


