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Abstract
This case study examines the pedagogical effectiveness of incorporating

speaking and writing fluency activities into an EFL class for first-year students at a
Japanese university. The author chose to focus on the fluency skills of speaking
and writing, as this aspect of learning English is often perceived to be as difficult
to teach as it is to acquire. ‘Quick Speech and Write’ is an activity that only takes
about 15-minutes of class time, with little need for preparation and administration.
Despite its simple nature, the gains by students are manifold. Although increasing
speaking and writing speed is an obvious aim of the activity, making significant
gains in this regard is difficult without extensive efforts by students in doing
several ‘Quick Speech and Write’ activities a semester. However, even with just
five of these quick activities a semester, noticeable improvements in
communicative skills were seen and active speaking and listening skills such as
gestures and nodding were observed. More importantly, students have reported
feeling less anxious and more proactive about speaking and writing by the end of
the semester. This case study presents the pedagogical aims of the instructor and
summarizes comments by students that list the perceived benefits of doing the
activity as evidence of the effectiveness of this approach. Data collected from 196
students in eight classes on some ‘Quick Speech and Write’ activities are used in
this study. The case study concludes with a summary of the gains observed and a
discussion on the implications of incorporating writing fluency activities into
university English classes. Using a combination of observational and enquiry type
methods, data was gathered to investigate to what extent this strategy had fostered
participants’ abilities to be fluent and promoted their motivation, or positivity
toward continuous, self-directed English learning.
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Introduction

Active learning, Group work, Discussion and Presentation are popular
concepts in the domain of English education in Japan. Promoting students’ active
use of the English language, especially in the fluency of speaking and writing, is
targeted in the current pedagogical system and in courses of study. Not only is
there limited research on fluency, but it is one of the most difficult targets for
teachers and students to attain. Considering the traditional, deep-rooted methods
of top-down instruction and receptive learning styles in the Japanese education
system, together with the usual educational goals of acquiring Exam English, it is
understandable that both teachers and students are unfamiliar with, and lack
training in fluency and using English spontaneously (Hayashi, 2016; Lawson-Hall,
2016). At the level of university instruction however, teachers should strive to
provide classrooms where students can learn communicative English language
skills, creating learning tasks that are both enjoyable and effective. The challenge
lies with the various constraints, such as limited classroom hours, the variety of
students’ levels of linguistic proficiency and their limited understanding of
instructional English; teaching English in the English medium can be a double-
edged sword with both benefits and disadvantages (Hayashi, 2009).

Considering the goals and constraints, this case study focused on a fluency
activity that made students feel that they could use the target language, while
providing meaningful tasks to motivate students, especially those who claimed to
dislike English. This article examines the pedagogical effectiveness of
incorporating speaking and writing fluency activities into the EFL classes of 196
first-year students, none of whom are English majors, at a Japanese women’s
university. Despite the limited information available about teaching fluency,
research on ‘Quick write’, (recognized as a fresh and effective approach), was
combined with methods of teaching communication skills and integrated by the
author of this article into the classroom syllabus.

Research on communication and fluency

In their research on developing teaching materials, Iwata and Shigemitsu
(2017) claim that there are certain critical psychological barriers and difficulties
for Japanese speakers in learning English communication skills. Being open to
others, known as ‘kokoro-no-kabe’ or “psychological wall” is one of them. They
state that Japanese students tend to be reluctant to talk about their personal
feelings to others. Additionally, the differences in communicative strategies
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between Japanese and English, is problematic: Japanese students need practice
interjecting appropriate words and making pertinent responses while the other
person is speaking, so that they can sustain a meaningful conversation with others.
To overcome these difficulties, Iwata and Shigemitsu (2017) focused on pair-work,
creating a scenario like a theatre play, then videotaping and showing it in the
classroom. They found, however, that students tend to copy phrases shown in the
textbook, hesitate to give personal information and prefer imaginary settings rather
than those of real life. They also reported that students have difficulty creating and
performing scenarios spontaneously without any preparation.

Many researchers report that their students dread or hate writing assignments
in the foreign language classroom (Baba, 2015; Hashimoto, 2017; Shen, 2016;
Ward, 2013). However, timed writing, named as ‘Quick write’, has been found to
reduce student frustration compared to traditional writing assignments and to have
a positive effect on fluency (Hashimoto, 2017; Shen, 2016; Tompkins, 1994).
Additionally, it presents a more acceptable way of using writing as an instructional
tool (Shen, 2016); it lets students’ thoughts flow freely without focusing on
correctness or revision (Tompkins, 1994), and it is a non-threatening and informal
opportunity for students to express their thoughts (Fisher & Frey, 2008). It has also
been found to benefit all levels of students, especially the lower-achieving students
(Shen 2016; Green, Smith and Brown 2007). It provides a broader range of
educational opportunities, and works especially well in collaborative learning
contexts (Shen, 2016; Fisher & Frey, 2008). Additionally, in a study of remedial
language learning, Baba (2013) suggested that an approach using 10-15 minutes
multiple activities covering various language skills in each lesson, works best for
the students who are less confident, less interested, have difficulty focusing and
who lack motivation to study English.

In accordance with the research findings, the author of this article found that,
for ‘Quick speech and write’ to work best, the tasks must be non-threatening (with
no correction or revision); the classroom must have an informal atmosphere (thus
lessening the psychological barrier) and, during collaborative group tasks, every
member must be busy working at the same time. Participants should work
spontaneously (without preparation) and instructors should regulate the working
time in a lenient way. Taking into account the students’ levels of English
proficiency, simple and concise instructions are necessary. To enhance the
effectiveness of the ‘Quick speech and write’ activity, a ‘speaking and writing
worksheet’ is used (see Figures 1& 2). The worksheet clearly shows the four steps
of the speech and writing procedure. Additionally, it includes a peer-evaluation
section with items intended to raise students’ awareness of selected speaking and
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Fig. 1: Speech & Write Worksheet, front. Fig. 2: S & WWorksheet, back

listening skills. Furthermore, this is a familiar format for those students who
graduated from the sister secondary school of the university and students who are
accustomed to the tasks can contribute to making this project effective.

Quick Speech and Write in action: Four Steps in 15 minutes

‘Quick speech and write’ is a brief task calling for students to talk and write
about an assigned topic, making them think, explain or comment spontaneously. It
also requires improvisational oral skills to express their thoughts and feelings.
Based on the format of Figs. 1 & 2, with some simplifications to suit the author’s
classroom context, quick speech & write implements a four-step-system:

Step 1:
The first step is brainstorming. Using the left half of the worksheet, students

fill in a mind map, writing the topic in the center. To make it less difficult, the
topic is taken from the previous classes’ section of the textbook, where they have
already encountered the target grammar, vocabulary and phrases useful for
expressing their ideas. This arrangement makes the activity easier for the students
to improvise. Additionally, students are allowed to prepare for the class, which
encourages them to use English outside the classroom. As the brainstorming time
is limited to 2-minutes, it can be considered to be a spontaneous activity. During
the speech phase of the task, they cannot look at their brainstorming notes.

Below the mind map, there is a speech structure chart with Introduction,
Body and Conclusion of the task: Some brief suggestions are given in the chart.
Students have another 2-minutes to structure their speech. In the Body section,
there are three boxes to complete, ensuring students give multiple explanations
(reasons, opinions, procedures, etc.) for their ideas. This section helps students to
learn how to deliver their opinions in an understandable way. If some students do
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not or cannot complete everything in this first step, instructors shouldn’t be
tempted to take control, rather they should ensure that the students do not worry.
Students who have no idea about that topic can talk about this fact in their speech,
and they can start asking questions, for example. Apart from personal criticisms
which are not allowed, there are no restrictions concerning the mode of the speech.

Step 2
The second step is a starting point for the second round of the speech sessions

called a ‘one-minute non-stop talking’ task. Having been assigned to groups of
three, the students must try to keep talking about the topic for one minute, timed
by a bell on the instructor’s desk. Further explanations are available on the back of
the worksheet (Fig. 2). Group members take every role in turn; (A) the listener,
(B) the speaker and (C) the counter.

Student A must use non-verbal feedback, for example smiling and nodding,
and also ask follow-up questions. She is encouraged to practice appropriate
interjecting words and to make appropriate responses while the other person is
speaking. These are important communication skills to show that the listener is
interested in the story, which makes the speaker feel that the listener is truly
attentive. It is important practice for students to pay attention to their counterparts
and to show respect for their different opinions by nodding and showing that they
are listening to them.

Student B has to talk non-stop for one minute. Additionally, the game has a 3
-second rule, which states that speakers must start speaking again after a 3-second
pause, even if it is in Japanese. Students must speak sufficiently loudly, make eye-
contact with the listener (A) and make use of gestures as an additional dimension
of communication to help the speech become more understandable.

Student C, the counter, is in charge of counting the number of words spoken
by the speaker on her fingers, and uses a word counter chart, on the back of the
worksheet (see Appendix A). The counter puts pressure on student B to keep
talking and, more importantly, C records the number of words on student B’s
worksheet, making it impossible for B to look at her brainstorming notes.
Sometimes, however, students B and C can be seen to cooperate to make the task
possible, demonstrating the collaborative nature of the activity.

A, B and C change roles at every completion of a minute: The activity
continues for three rounds ensuring that everyone gets a turn to speak. The
students who have been unable to come up with something to talk about can be the
final speaker and, by listening to their two friends speak first, can come up with
something to say. To enhance the students’ self-directed learning and motivation it
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is advisable for the instructors to relax their direct control over their students. By
managing the students effectively and making sure they all have a task to do,
instructors can use peer pressure to control the students (Baba, 2013).

Step 3
The third step is the second-round of the session, peer-evaluation. Students

are given one-minute to regroup in different groups of four. In each group of four,
there are three roles; (A) the listener, (B) the speaker and (E) two evaluators. One
of the Evaluators is in charge of assessing A’s listening skills, and the other B’s
speaking skills. For the listening and speaking skills, there are three assessment
categories, given on the back of the worksheet; a rectangular box for listening
skills, and a triangular box for speaking skills. The differently shaped boxes are
useful for giving quick instructions in the classroom, for example by saying:
“ Next, go to the triangle!”

The three categories for listening are (1) Tukkomi & Shitumon-ryoku; the
ability to ask questions, interject an appropriate word and make appropriate
responses while the other person is speaking; (2) Aizuchi-ryoku; the ability to give
feedback, for example by nodding and contributing expressions such as “Really”
or “A-ha”; (3) Egao & Kyoukan-ryoku; the ability to appear friendly, for example
by smiling and being empathetic to another’s ideas. These categories are rated on a
four-point scale (0-3) showing how well the listener did.

The three categories for speaking, however, are represented descriptively with
every category including three items to be checked:

(1) Ryuchousa; fluency
・No more than a three-second silence
・Could speak all in English
・Could talk as fluently as possible

(2) Hyougen-ryoku; the ability to express oneself
・Could use gestures
・Could say something unique
・Could say something specific such as information answering the 5-W 1-

H questions
(3) Taido; Attitude
・Could speak without any fear of making mistakes
・Could speak with an appropriate volume of voice
・Could speak having an eye-contact with the audience (A)

All of these assessment items are clearly presented in the two differently
shaped assessment figures on the worksheet and explained to the students before
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the start of speech sessions. This structure helped to minimize instruction time and
made it possible to carry out the task on schedule.

The four members, A, B and the 2 Es, sit in a square and work speaking,
listening and evaluating at the same time for one minute. They exchange roles and
worksheets according to the instructions: A and B stand, and each evaluator sits in
front of the subject they are assessing, filling in their subject’s worksheet. Three
changes are made giving each member in the group a turn at each role. Changing
their seating positions makes the task active and encourages full engagement
naturally. The students are given one minute to change roles, the timing of the
instructor’s bells contributing to intensify the excitement of the activity.

Step 4
After these two speech sessions, the final and fourth step is the writing

session. With only a ball-point-pen and the worksheet, students are given two
minutes write a basic account of what they said. They are not allowed to use a
dictionary, but they can refer to their brainstorming notes; if they make a mistake,
they must draw a line through it. The students are encouraged to keep on writing
as much as possible, and they are allowed to use Japanese if they cannot think of
the word in English.

In total, 15-minutes is the minimum time necessary for this ‘Quick Speech
and Write’ task. Group numbers can be changed according to class size, for
example, at step 3, one student can be in charge of evaluating two others. The
instructor can also take on one of the roles to make up a group if necessary. The
author of this article sometimes joined a group and students made it known that
they had found it enjoyable to listen to the teacher’s speech. This flexible
arrangement was made possible thanks to sticking to the principle of the minimum
instruction by the instructor.

Schedules and Levels

As a way of fostering enjoyment in learning English in the classroom, the
quick speech and write exercise was implemented in all of the author’s classes
during the second semester of 2017, in both First-year English (FYE) 2A and 2B.
This article reports the on-going assessment of this project, to determine its
effectiveness towards motivating students’ learning in those FYE classrooms.
According to the curriculum, students take FYE 2A twice a week for sixty-
minutes each, and the same for 2B. They study FYE on four days a week, totaling
22 classes each for the A-course and the B-course respectively.
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Majors FYE 2A Averages by dept. FYE 2B Averages by dept.

CD 130.0 (L64.5 R65.5) 119.4 (L58.2 R61.3)

ML 124.9 (L62.1 R62.8) 112.5 (L54.8 R57.7)

CD 128.9 (L63.5 R65.4) 116.0 (L58.4 R57.6)

P 122.6 (L61.3 R61.4) 113.3 (L56.8 R56.5)

Fig. 3. Students' levels of English (L=Listening R=Reading )

Students’ majors vary: Modern Culture (MC), Media & Literal Arts (ML),
Child Development (CD) and Psychology (P). As a pre-course test for streaming
classes, all first year students take a TOEIC bridge test in April. This article refers
to the pre-course test results in order to give an overall idea of students’
proficiency in English. The average student scores were lower than 130 in all
classes (Fig. 3), corresponding to the Common European Framework level A2, and
said to be in accordance with novice or slow learners (Baba, 2017).

Topics

Novice learners of English tend to have negative images of studying English
and are less active in the classroom (Williams 2015). They tend not to have
specific topics or subjects which they might wish to express in English (Baba,
2015). In research on writing fluency, Baba (2017) reported that, without topics
and samples, slow learners are not able to write freely and need the topics and
samples to act as their scaffolding. Therefore, in conjunction with the quick speech
and write activities, topics were chosen from the textbooks, providing them with
appropriate expressions in context.

Considering the curriculum of every class and the proficiency gap between
students in FYE 2A and FYE 2B, different textbooks were used and the activities
were adjusted accordingly. Present Yourself 1 (by Steven Gershow, Oxford
University Press), used in the FYE 2A classes, aims at developing the life skill of
talking to an audience about various topics. The textbook provides structured, step
-by-step presentation techniques across 6 Units. The topics were: a good friend, a
favorite place, a prized possession, a memorable experience, I’ll show you how,
and screen magic. FYE 2B students used Open Mind Level 1 (by Rogers et al,
Macmillan) which focuses on functional language topics, helping learners to
improve their fluency and speaking skills. The book includes grammar sections
that provide a step-by-step approach targeting basic grammar use in a variety of
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activities. Following the themes of the textbook units, the students were given four
topics: my dream career, my daily routine, my hometown and my lifestyle.

In the first class of both the A and B courses, the quick speech and write
worksheet was given, along with a classroom orientation, which for purposes of
clarity included some Japanese. The students then started the first training activity
with the topic of their self-introduction.

In the A classes, the quick activities were carried out once every three
sessions in the first half of the semester, and in every other session in the second
half: Seven times in total. In the B classes, every unit of their textbook would take
four sessions, therefore the timing was such that they completed five quick speech
and write activities.

By putting to use the words, phrases and grammar learned in every unit of the
textbook, students tried to express themselves and their ideas in the quick speech
and write activities. The aim was to speak and write as much as possible without
using dictionaries or erasers. During the activity, the instructor used such
encouragements as “Don’t worry about mistakes” “Keep speaking” “Keep
writing” “Say anything” “Write anything.”

Questionnaire

This case study used instructor-observation and student feedback from a
questionnaire to identify the effectiveness of the quick speech and write activity in
the classroom. To focus on how students felt about the activity, a selection of
emotive terms were offered from which to choose an answer, which they were
asked to expand upon further with an explanation. Presenting linguistic choices
that encourage the expression of feelings also encourages Japanese students to
lower the barrier towards becoming more open (Iwata & Shigemitsu, 2017). The
words of the students’ responses were those often used in the roles of Evaluators
during the Quick Speech and Write activities, so students were familiar with their
use. For questions 2, 3 and 4 which inquire about overall impressions they are:
‘Great’, ‘Enjoyable’, ‘Fine’, ‘Hard’, ‘Too hard’ and ‘Boring’. And for questions 5
and 6 eliciting specific answers, ‘Very much’, ‘Yes’, ‘To some extent’ and ‘No’.
(Please refer to the Appendix B for the questionnaire). To protect the subjects’
privacy, no identifying information was requested other than their major. The
questionnaire was distributed and collected at the end of the final class in the
second semester of 2017. In total, 196 sheets were collected (FYE 2A n=99 &
FYE 2B n= 97). The questionnaire results are summarized below according to the
questions. The questionnaires successfully gathered student opinions about the
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q4

Q3

Q2 Great

Enjoyable

Fine

Hard

Too hard

Questionnaire items Great Enjoyable Fine Hard Too hard Boring

Q2: What is your overall
impression of the class?

17 102 51 24 1 0

Q3: What is your overall
impression of the textbook?

12 37 105 41 1 0

Q4: What is your overall impression of the
quick speech and write activity?

21 80 43 52 0 0

Fig. 4. Students' overall impressions

Fig. 5. Graph showing results of questions 2, 3 and 4.

project, as was the author of this article’s intent. Most of the students wrote
extensively in detail about how they felt about the quick speech and write activities.
(see Appendix C).

Results

This article reports on an on-going assessment of the ‘Quick Speech and
Write’ project, analyzing to what extent it is effective for motivating students’
learning in First Year English classrooms. The results of each question will be
examined together with the students’ comments. Students’ voices are always a
source of insight for teachers to gain an accurate and deeper intuitive
understanding of their classrooms. Students’ overall impressions can be seen in the
table below:

Figure 4 shows the overall impressions of the students. Question 2 was
aiming at the overall impression of the FYE class. Nearly 90% of students had
favorable impressions. About 10% chose ‘Great’; more than a half chose
‘Enjoyable’, and a quarter of the students chose ‘Fine’. According to the
comments and reasons which they attached with the choices, students who chose
‘Hard’ wrote; “Although it was difficult, I enjoyed learning in the class.”
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For Question 3, an overall 78% of the 196 students reported having a positive
impression of the textbook. 20% of students responded with ‘Hard’ or ‘Too Hard’.
In the feedback, however, only three students in FYE 2A claimed that a textbook
that doesn’t use any Japanese was too difficult for them or that they needed further
explanations in Japanese. Other feedback comments indicated that students coped
with the difficulty by preparing and reviewing lessons. More than ten students said
those developed into a learning habit. Five students used the pictures, video and
other features of the textbook to aid understanding. Two commented that they had
done their best to work without using Japanese. A lot of students appreciated the
reason for using an all-English textbook. All-English is one of the major policies
of the FYE curriculum, for the instruction and the textbook as well. Especially for
the slow learners, the use of the mother language is a controversial issue in the
discussions on language learning materials and instructions (Hayashi, 2016).

In response to Question 4, more than a quarter (52) of students stated that the
Quick Speech and Write was ‘Hard’. Of those students, however, 71% (37) of
them indicated that it was ‘Fun’, or ‘Effective’. More than 10% of students chose
‘Great’. Over 40% said that was ‘Enjoyable’. And about 20% marked ‘Fine’ about
the activities used. In total, nearly 75% of students reported favorable impressions.

The comments from the feedback indicated that over a hundred students
expressed the view that this activity was fun. Fifty-two of them explained the
reasons by using the words “classmates” and “groups”. The quick speech and
write offered a good opportunity not only to exercise their language skills but also
to communicate with classmates and get to know them better. The friendship
element is always an important aspect of raising learning motivation. More
importantly, twenty-one students pointed to how ‘different’ the activity was from
the way they had learned in secondary schools. One of them wrote, “First, I was
nervous, but I could enjoy this class. I spoke English more than ever. I practiced
speaking in English a lot and then I came to be able to speak English more.” Fifty
students indicated that this was the first time that they had given so many speeches
in English. Eight students stated that the activity was a useful opportunity and a
good experience, and two students even said that it had been a ‘rare opportunity’.
Thirty-four students reported noticing improvement over time in their ability to
spontaneously use English and used expressions such as, “gradual”, “little by
little” or “compared to the beginning”; they reported these improvements in both
speaking and writing.

As can be seen in Figures 6 and 7 below, answers showed a high ratio of
student satisfaction. In answer to Question 5, ‘Do you feel that you used English a
lot in class?’, almost all of the students reported that they felt they had, with over
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Very much
Yes
To some extent
No

Q5

Q6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Questionnaire items Very much Yes
To some
extent

No

Q5: Do you feel that you used English a lot in class? 63 105 25 3

Q6: Do you feel that your English ability improved? 19 97 64 16

Fig. 6. Table showing students' responses to questions 5 and 6.

Fig. 7. Graph showing results of questions 5 and 6.

30% of students responding with ‘Very much’ and nearly 55% with ‘Yes’. Almost
all the remainder responded with ‘To some extent’ with only three ‘No’ responses.
In relation to Question 6, ‘Do you feel that your English ability improved?’ around
90% responded that they felt it had which, according to their comments, was
mostly thanks to the quick speech and write activities. Almost 10% of students
opted for ‘Very much’ and 50% with ‘Yes’ while 33% responded with ‘To some
extent’. Comparing these results to those of Q5, it can be deduced that a feeling of
satisfaction doesn’t necessarily lead students to recognize the effectiveness of the
activity. To investigate this aspect further, a more detailed cross analysis is
necessary.

Many students’ feedback comments pointed out the positive effects and
changes which they experienced. Eighteen students reported that they saw
themselves as very weak at English, however, some of them reported that they had
experienced a drastic change and had started to like English. Four students
reported that this project helped them to get over their fear of making mistakes.
Three students were able to successfully conquer the nervousness of making a
public speech. Four students reported that they felt less shy and were more able to
speak openly to their classmates. Many of those students who experienced
difficulties, appreciated the friendly atmosphere of the classroom. Interestingly,
the students commented more on the instructor’s attitude than they commented on
their classmates’, writing that they liked the ‘positive’, ‘friendly’, ‘cooperative’
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and ‘flexible’ approach.
Furthermore, five students reported that they now found it easier to make

sentences in English. Another five felt it easier to recall English vocabulary when
they were writing, and seven more said they could write their speeches more
quickly and, by the end of the project, with a lot more content. Three reported
being more confident in their English grammar skills and six stated that they could
think better in English. Writing in English became less stressful for twelve of the
students, with these twelve even stating that writing in English had now become
enjoyable.

Twenty-five students’ comments indicated their newly found motivation to
further their learning of English, especially in terms of communication skills.
Three students wrote that they had become more confident, motivated and
determined to keep communicating, even by using gestures when they couldn’t
recall what they wanted to say in English. Two students stated that they were
looking forward to the next session and were already preparing material which
they could talk about. Ten students wrote about how they were able to use English
to communicate with foreign customers in their part-time jobs. All of them were
very happy with the improvement of their linguistic skills and wanted to be able to
talk even more in English. One student reported that she had become good friends
with an overseas-student, and that when she had met with difficulties when
communicating with her in Japanese, she had successfully used English,
confirming the view that when learners become users outside the classroom, they
continue their learning (Widdowson, 2017).

Three out of the 196 students didn’t write down any comments and two of
these provided negative feedback. On the whole, however, regardless of their
English ability, students clearly experienced many positive changes, were aware of
their improvement and found the Quick Speech and Write activity very helpful
and effective. Over the weeks, students felt that their speaking and writing output
increased; they found the activities enjoyable and reported that their thinking
speed in English had improved as a result of this project. Furthermore, students
gained a higher level of confidence in using English. Taking all of this into
consideration, it can be concluded that the Quick Speech and Write activity
appears to be an effective pedagogical strategy for developing fluency.

Conclusion

According to the results of the questionnaire, 110 out of 196 students had
experience of English presentations in secondary school. Some students’
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comments indicated that secondary school English lessons are gradually moving
toward achieving more communicative skills. As concerns their future learning
plans, one third of the students commented that a wide range of authentic language
learning materials are available through modern media, and are especially useful
for language input. With the latest technology, language learners have available to
them numerous approaches to develop and sustain their language skills. The use of
tools such as books, radio, TV, PC, and especially smart-phones offer multiple
opportunities for learning both inside and outside the classroom. The linguistic
background of the students stand to be more varied depending on how they take
advantage of such modes of learning.

To adjust to these differences and to ensure the FYE classes are useful and
enjoyable, such quick exercises as have been described in this project, can be
implemented as an effective strategy to improve speaking and writing. Despite the
simple nature of the exercise, the gains felt by students were beyond expectation.
With only five and seven of these quick 15-minute activities in each class
respectively, requiring little preparation or administration, students reported an
improvement in their English ability, feeling more confident, less anxious and
more proactive about speaking and writing by the end of the semester. Although
this case study only provides summaries of the student feedback, a list of the
perceived benefits does point to the effectiveness of this approach.

To investigate the effectiveness of this project further, a more detailed
clarification on the perceived changes is necessary. Pre and Post course
questionnaires focusing on the Quick Speech and Write activity, using a more
quantitative approach with a four-scale rating, would yield more information as to
their perceived changes.

In addition, correlations between the students’ perceptions and their actual
TOEIC Bridge score results would provide further interesting data. Baba (2017)
reported that students who get accustomed to writing in English tend to see
improvements in their TOEIC Bridge scores. She also observed that some students
come to understand their grammatical errors, start to pay more attention to English
grammar while journal writing, and can gradually reduce these types of mistakes
by the end of the semester. Additionally, fewer students are likely to repeat the
same errors the more they practice this process of self-correction.

To promote the idea of ELF (English as a Lingua Franca) in teaching English
communicative competence, Widdowson (2017) claims that the approach of
English instruction, particularly concerning grammar correction, should be
flexible according to the context. To change incompetent learners into capable
users of the target language, the communicative purpose of the context must be
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considered, rather than only the correctness. Although some students reported that
they learned to utilize some grammar components learned in the textbook, this
should be regarded as an outgrowth effect of the activity. The main focus for the
Quick Speech and Write activity should be on developing fluency, keeping things
simple, to minimize the students’ feelings of stress and fear. Just six simple
instructions are enough to organize this 15-minutes activity. They are: ‘Speak and
write as much as you can.’, ‘ Please use a pen.’, ‘Don’t worry about grammar or
spelling.’, ‘ Draw a line through mistakes, and keep going.’, ‘No dictionaries or
erasers are allowed.’ and ‘Speed is the most important thing.’

In the students’ feedback concerning the activity worksheet, some claimed
that it was confusing and that it wasn’t easy to understand. Each step represented
therefore, needs to be more explicit. The method of peer evaluation may also
require some revision towards making it more simplified according to the level of
the students. With these small changes, the Quick Speech and Write activity can be
adapted to many classroom contexts. While improving fluency in speaking and
writing, it provides a variety of interesting activities for the classroom. Depending
on the curriculum goals of the class, the list of speaking and writing prompts can
be chosen, and the average number of words spoken or written by students in the
classes can be reported. Other possible variations of this activity can be used, for
example as a beginning of class, as a warm up activity, before or after pair or
group work, or as a review at the end of a topic.

This project has provided a successful demonstration of the usefulness of this
Quick Speech and Write activity in First Year English classrooms and further
developments of such projects will be discussed in future articles.
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Dec 2017

A Questionnaire for the First Year English A2 /B2

Dear FYE students,
Thank you very much for having joined my lessons. I’ve been thinking of how I better
develop my First Year English. Here I am going to ask about your feeling toward my FYE
classroom. Please feel free to write anything. I am very happy if you would share me your
precious idea and experience especially on language learning and teaching. I will use your
data only in my research paper for the journal of my university: The Centre for the Study of
English Language Teaching JOURNAL (here by The CSELT JOURNAL).
Thank you very much, again, for your kind cooperation.
Chiaki Hayashi

1. Please let me know your background. Please circle the name of your major.
Modern Culture / Media & Literal Art / Child Development / Psychology

2. What is your overall impression of the class?
Great / enjoyable / fine / hard / too hard / boring / other ___
Why do you feel so? Tell me more.

3. What is your overall impression of the textbook?
Great / Enjoyable / Fine / Hard / Too hard
Why do you feel so? Tell me more.

4. What is your overall impression of the quick speech and write?
Great / Enjoyable / Fine / Hard / Too hard
Why do you feel so? Tell me more.

5. Do you feel that you used English a lot in class?
Very much / Yes / To some extent / No
Why do you feel so?

6. Do you feel that your English ability is improved?
Very much / Yes / To some extent / No
Why do you feel so?

7. Have you ever done any presentation in English in your junior or senior high school?
Yes / No
If you are Yes. Tell me more.

8. What do you usually do to keep your English ability?
Please write as much as possible about what you do to learn and use English in your daily
life.

9. Please write any comment or request to better my FYE classroom.

Thank you very much!

Appendix B: Questionnaire Sheet
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FYEA2 ＊T: Textbook, SP: The quick speech and write activity, L: Listening, Q1: 1=MC, 2=M&L, 3=CD, 4=P, Q2-4: 1=Too Hard,
2=Hard, 3=Fine, 4=Enjoyable, 5=Great, Q5-6: 2=No, 3=To some extent, 4=Yes, 5=Very much

No. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 コメント 今後の学習

1 1 3 3 2 3 3 Y スピーチが多くて為になった。何も見ず話すのが案外難しかった。

2 1 4 4 4 3 3 Y Talking is fun. Speechは何度も繰り返すうちに楽しくなった。

3 1 2 3 4 4 3 Y 自分でしゃべろうと頑張れた。 voc

4 1 3 4 2 3 2 N
自分で頭の中で考えて何も見ずに発表することは、緊張して難しかっ
た。

voc

5 1 4 3 4 4 3 Y 皆で楽しく学べた。英語コミュニケーション力が上がった。 Voc アプリ

6 1 5 3 5 5 4 Y
最初は緊張しましたが、紙を見ず人前で話すことがとても楽しく思え
ました。

Voc &Gra

7 1 4 3 4 4 4 N
失敗することが怖くない楽しい雰囲気で、グループで練習でき、英語
を使おうと努力できた。

TOEIC

8 1 4 3 4 4 4 N
英語で話すのはむずかしかったけれど、笑顔で聞いてくれたから楽し
かった。今までの授業と違った。一番好き。

Eiken

9 1 4 3 4 4 4 Y
普段話さない人とも交流が出来て楽しかった。文章を考えるのが大変
だった。先生の授業がとっても面白くてまた受けたい。

Music

10 1 4 2 4 4 4 Y
皆のスピーチを聞けて楽しかったし勉強になった。グループでのス
ピーチは楽しかった。語彙力が付いた。先生のお陰で楽しかった。先
生のキャラが好きだった。

TOEIC

11 1 4 3 4 4 5 Y
何回もすることで少しずつ話せるようになることを実感できた。一つ
一つの活動で皆との関りがあって楽しかった。

12 1 4 4 4 4 4 Y
英語を話すことになれることが出来た。間違ってもよくて、楽しく簡
単に自分から英語に挑戦していこうと思えた。

Music Movie

13 1 4 4 4 5 4 Y
参加型の授業で眠くならなかった。友達と仲良くなれた。英語オンリー
の授業で、スピーチでも鍛えられたと思います。先生の大きな声で、
気が引き締まって、楽しかった。

アプリ

14 1 4 3 4 4 4 Y
毎回違う人と話すことでコミュニケーションが出来たし、積極的に話
せた。何も見ないで自分から話すことが多く良かった。

アプリ

15 1 4 3 4 4 3 Y
毎回復習テストがあって、勉強していると感じた。皆の考えた発表を
聞くのは楽しかった。先生が明るくてよかった。

Reading

16 1 4 3 4 5 4 Y
ペアやグループワークが楽しかった。頻繁にスピーチすることは今ま
でになかったので良い機会でした。スピーチやリスニングで英語を良
く使ったと満足感があった。

17 1 4 3 4 4 4 N
グループワークなどコミュニケーションが多くてよかった。自分で考
えるのは難しかったけど、グループワークは楽しかったから頑張れた。
英語での授業で英語力がついた。

調べ学習

18 1 4 3 4 4 4 N

スピーチをする機会が多く、自分から話す力が付いた。英語慣れが出
来た。原稿を見ないで話すことで、フリートークが出来た。頭の中の
フレーズが増やせた。スピーチを取り入れた授業のお掛けで自分に自
信が付いた。

Diary

19 1 4 3 4 4 4 Y

Teacher’s funny．最初よりしゃべれるようになり笑顔やジェスチャー
が大事という事も分かった。グループワークが多くたくさん話した。
知っている英語や文法でやり切ったという感じ。楽しい授業で先生に
元気をもらった。

洋楽映画

20 1 4 3 5 5 4 Y

スピーチの練習が多くて良かった。止まらずに言う訓練がとても良
かった。出来る英語で話すという訓練で、前よりも、英語を使おうと
か、よりわかりやすく伝えようという気持ちになれた。もっと話せる
ように成りたい。

毎日触れる

No. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 コメント 今後の学習

21 1 4 4 4 4 4 Y
First, I was very nurvous, but I can enjoy this class. I speak English mor than
ever. I practiced Speaking in English a lot. And then I came to be able to
speak English more.

22 1 4 4 4 4 4 Y
It is fun to talk English with classmates. It’s a good practice for me to make a
sentence and speak in English.

23 1 4 3 4 4 4 N

英語で自分の言いたいことを言うのが、とても難しいことを知ったけ
れど、一生懸命伝えようとすれば、何となくでも伝わると思った。も
う少し英語で伝えるのが上手くなりたいと思った。活用できそうな表
現を覚えられた。

24 1 5 4 4 4 4 Y

高校の先生は全然英語を使わなかったので、新鮮で楽しい授業だった。
知っている単語で友達に頑張って伝えた。最近外国人に話しかけられ
た時、単語が頭の中に浮かんできてコミュニケーションがとれて嬉し
かった。

25 1 5 5 5 5 5 N

スピーチの練習がたくさんあって自然に英語が出るようになった。聞
き手を決められることで、誰に話せばいいか集中できた。たくさん英
語が使えた。スピーチの時に一度も日本語を使わなかった。友達に褒
められた。

26 1 4 4 4 5 4 N
自分の思っていることを英語で人に伝えるのがとても難しかった。授
業中英語で話したり英語を聞いたりすることが多く、会話表現や話し
方を習得できて英語力が付いたと感じた。先生の情熱が伝わって来た。

27 1 4 4 5 5 5 N

グループでスピーチし合うのが、仲も深めるし、楽しく、色々な人の
話を聞けて良かった。先生も生徒も英語で何とかコミュニケーション
をとろうと頑張った。英語での会話を求められたので英語力がついた
のだと思う。

洋楽

28 1 4 4 4 4 4 N
グループスピーチが楽しかった。教科書でスピーチ例が先に示された
ので、課題がやりやすかった。人前で話すことにもなれる良い機会だっ
た。クラスの雰囲気が優しく明るかったので参加し易かった。

29 1 4 4 4 5 5 Y

I could talk with many classmates．最初の時よりも英語が話せるように
なり、授業がどんどん楽しくなりました。時間内で話し続けないとい
けないことが、英語で話す力が付いた一番の要因だと思います。楽し
かったです。

30 1 4 3 4 5 5 Y
教科書もすべて英語で英語のスピーチも多かったから英語力が付いた。
バイト先で外国のお客さんに商品を簡単に説明できるようになった。
また伝えたい単語が分からなくても、すぐに諦めなくなった。

アプリ

31 1 4 4 4 5 5 Y
スピーチは最初は恥ずかしかったけれど、楽しかった。英語を頑張っ
て使ったので、単語も覚えたし、英語力がついたと感じた。楽しい授
業でした。

32 4 4 4 3 5 5 Y

毎回の復習テストで語彙の勉強が習慣づけられた。スピーチで色々な
英単語を使って話したので、楽しく英語力がついた。緊張して伝えた
いことが頭から抜けて思い出すのが難しかったが皆のスピーチが聞け
て良かった。

33 4 5 2 3 2 2 N

授業がおもしろくてたのしかった。内容が難しくてよくわからなかっ
た。英語を話す勉強が出来て良かった。でも自分があまり勉強をしな
くて、最後まで内容をうまく理解することが出来なかったから、あま
り話せなかった。

論文を読む

34 4 2 5 2 5 4 N

常に英語で話していたし、ペアワークが多く、たくさん英語を使った。
1分間スピーチのお掛けで英語力が付いた。1分間スピーチで自分がど
れだけ話せないかを思い知り、もっと勉強したいと思えた。タメになっ
た。

授業・洋楽

35 4 4 3 4 5 3 Y

先生が楽しそうなのが良かった。スピーチは生徒同士で評価し合うの
が良かった。スピーチで英語を沢山使えた。ジェスチャーを大きくし
て、とにかく伝えようという気持ちがあれば英語も伝わるんだなあと
思いました。

洋画・洋楽

No. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 コメント 今後の学習

36 4 4 3 5 5 5 Y
SPは楽しかった。Tわかりやすかった。英語を使って実際に話すこ
とによって皆が助け合いながら英語を話すことができたのでそれが良
かった。SPとMQで力がついた。とても楽しかった。

洋楽

37 4 4 2 4 5 3 Y
SPが大変だったが、たくさんの人の話を聞けて良かった。Tリスニ
ング難。ペアワークやMQで英語力がついた。とても楽しかった。

洋楽

38 4 4 2 2 4 3 N
先生の明るさと楽しいお話で楽しめた。T日本語が無い。SP難しかっ
たが皆と話せて楽しかった。SPで英語をたくさん使ったが、もとも
と知ってる単語しか使わなかったから力が伸びた実感はない。

39 4 4 3 4 4 4 Y
グループで楽しみながら好きなことを話せたことが良かった。SP訓
練があり、たくさん英語を使い、SPを考える際文法や語彙を見直し
たから力が付いた。

辞書を使う

40 4 3 2 2 4 4 N
SPの際文法も一緒に学ぶことが出来たから力が付いた。イギリスに
行って見たい。英語力というよりは、話す力が付いた。これからも楽
しい授業をしてほしい。

洋画洋楽

41 4 3 3 3 4 3 N

教科書に書かれていない事を加えて教えてくれたところが良かった。
クラスの雰囲気が良かった。T難易度がちょうど良かった。SP最初
は嫌だったけれど回を重ねる毎に自信がついてきて頑張って良かった
と思えた。

42 4 3 2 2 4 3 N
たくさん英語を話す機会があって良かった。SPのやり方が分からず
最初はドキドキした。毎回内容を考えるのも大変だった。でも英語を
勉強するきっかけにはなった。

43 4 4 3 4 5 4 N

単語をジェスチャー混じりで教えてくれてわかりやすかった。単語が
難しかった。いろんな人のスピーチが聞けてクラスになじめた。仲良
くなれた。英語は得意ではないので大まかでも通じる英語が喋れるよ
うになりたい。SP楽しかった。

表現をメモ

44 4 3 4 2 3 3 Y

SPの時間が特に楽しかった。先生の話も面白かった。勉強するのは
苦手ですが、英語は好きです。先生の留学の話をしてくれたのがとて
も心に残って、もっと頑張ろうと思えました。ありがとうございまし
た。

45 4 4 3 2 3 4 Y
SPは難しかったが楽しかった。Tリスニングが難。SPでたくさん英
語を使い、文を作るために単語を調べたから英語力が付いた。FYE
楽しかった。

テキスト解く

46 4 3 3 2 5 4 N

自分の意見を発言する機会が多。レベルあっていた。今まで SPの機
会がなく難しかった。友達と SPする事で相手の言いたい事や自分の
伝えたい事を意識して取り組めた。積極的に伝えられるようになり、
理解してもらえるようになった。

CDリスニング

47 4 4 3 5 4 4 N

先生のテンションと話し方が面白かった。SPでクラスメイトと仲良
くなれた。頻繁にある発表が良かった。実際に日常で使う言葉を学べ
たと思った。常に笑いで溢れた授業で、毎回楽しみだった。とっても
楽しかったです。

洋楽

48 4 3 2 2 4 4 N
SP緊張したがグループ活動が楽しかった。グループ活動は楽しかっ
たが一分間で伝えるのは難しかった。SPが多く、高校時代の復習も
でき、力が付いた。スピーチは苦手だけど、楽しかった。

洋楽

49 4 4 3 3 5 3 Y

英語を少しでも聞き取ろうとして聞き取れて意味が分かったり、問題
に正解できたのが嬉しかった。グループで友達と協力でき楽しかった。
こうやって書いたり話したりすればいいのかが分かった。言いたいこ
とが英語にできず悔しかった。

洋画

50 2 4 3 5 5 4 Y

SPで英語で自分の気持ちを伝えることが難しいという事を学んだ。
友達が増えたきっかけになった。Lが難しかったが楽しかった。SP
回数が多く、原稿を練る時高校の教科書を見直した。先生の英語を聞
き取りを頑張り力が付いた。

洋楽

No. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 コメント 今後の学習

51 2 4 2 2 3 3 N

SPを通して友達について知れたから楽しかった。T元々英語が得意
ではないから難しかった。SPでは単語がなかなか思いつかなかった。
少しでも英語が使えて、英語で話せたから、力が付いた気がする。イ
ギリスに行ってみたい。

52 2 4 3 3 5 4 N

人前で話す機会が多くあったのが良かった。Tわかりやすかった。SP
何回もスピーチ訓練が出来て良かった。SPでたくさん英語を使い、
英語力が付いた。SPがたくさんできたのは良い経験だった。これか
らも英語を頑張りたい。

何かやる

53 2 3 3 4 5 4 Y
T少し簡単だった。SP緊張感が持てた。SP回数が多く、練習がたく
さんできて英語力が付いた。

54 2 4 3 3 4 4 N

SPがむずかしかったけれど、楽しかった。SP活動が進むのがとても
速かった。SPでたくさん英語を使い、頭の中で考えながら話すこと
が出来た。難しかったけれど楽しい授業だった。社会で英語を生かし
ていきたい。

洋画

55 2 4 3 3 5 4 N

たくさん話す機会があり、人前の発表は苦手だが、表現の仕方を学べ
て良かった。T参考になる文や単語が多かった。構成を考えたり文を
一から自分で作るのは難しかったけれどいい経験になった。書くより
話す方が英語力が付いた。

56 2 4 4 4 4 3 N
先生に親近感を感じた。Tわかりやすかった。SP英語をたくさん話
せて良かったし、力が少しついたと思う。海外の人と話せるようにな
りたい。これからも機会を見つけて英語を使いたい。

単語暗記

57 2 4 5 4 4 5 Y
The class is very great. It’s because we had many speaking activities．スピー
チをたくさんして英語力が付いた。高校時代は英語特進クラスでずっ
と英語で喋っていた。

58 2 3 3 2 4 4 Y
積極的に英語をつかったから前よりも話せるようになって英語力がつ
いた。英語で皆と話せたことで英語が好きになった。Tレベルにマッ
チしていた。SP難しかったが、しっかり話を覚えて話せた。

単語暗記

59 2 4 3 4 4 4 Y

Speech is difficult for me but I enjoyed during thinking about brainstorming.
Tは SPに使える例文が多くてわかりやすかった。次は何を話すかな
ど考えるのが楽しかった。高校ではこんなにたくさん SPをする機会
がなかった。

60 2 3 3 4 5 4 Y

SPで話したいことが少しはやっく英語で頭から出てくるようになり
英語力が付いたと実感できた。イギリスに留学してみたい。楽しかっ
た。一分間スピーチやライティングで英語を話そうとする力が少しは
付いたと思う。

61 2 4 3 4 5 4 Y
SPが良かった。Tわかりやすかった。SPで頑張って話そうとする意
志が出来た。英語をほぼ毎日聞いていたから英語力が付いた。好きな
英語の楽しさがもっともっとわかる授業でした。

洋楽

62 2 3 3 4 4 3 Y
英語を話す機会が多くて良かった。何も見ないでスピーチするところ
が良かった。自分が思っていることを英語で考える機会が多く頭を使
うことが出来て英語力が付いた。いい授業だと思いました。

NHKラジオ

63 2 3 2 3 3 2 Y
授業の進度が良いと思いました。Tリスニング問題で、どの箇所をし
ているのか分からなくなることがあった。スピーチすることに抵抗が
なくなりました。

64 2 4 3 4 5 4 N

アクティブで楽しいクラスでした。T映像があるのが面白かった。SP
は自分の良い経験値になりました。最初よりだいぶ話せるようになり
英語力を実感した。このクラスが始まってから英語を話す機会が増え
て話すのが楽しくなりました・

英語の本

65 2 3 3 3 4 4 Y

グループ活動が良かった。Tグループ活動のテキストに最適。人前に
立つ練習として最適で良かった。英語でのグループワークで英語を
使った実感があった。自分の知識内の英語を使ったので英語力が伸び
たようには感じない。

音読

Appendix C: Result Data
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No. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 コメント 今後の学習

66 2 3 2 2 3 3 N

以前より英語が嫌いではなくなった。Tリスニングが速かった。SP
は詰まった時に英語が出てこなかった。英語で質問が出来なかった。
ない頭を使って考えたし、SPの順序など基本的なことが学べて良かっ
た。

町中の看板

67 2 5 4 4 5 4 Y

Tスピーチのやり方がたくさん載っていたから。難しかったけど楽し
かったです。スピーチがたくさんあったから英語を使ったと感じ、英
語を話すことが多い授業だったから英語力が付いたと感じた。授業が
楽しかったです。

洋楽

68 2 3 4 2 5 4 N

最初は英語で喋るのが難しかったが後半になるにつれ段々喋れるよう
になってきて良かった。頑張ってきてよかった。難しすぎず、簡単す
ぎず、授業に取り組めた。SP難しかったが少しだけ英語を身につけ
られたような気がした。

69 2 4 4 5 5 4 Y

前期はプレゼンテーションが多かったが、後期は毎授業意見交換や英
語で話す時間が多く、とても楽しくためになったと感じた。SP訓練
によりとっさに英語を出すことが楽になり、力が付いたと感じられた。
本当にためになる授業だった。

洋画やドラマ

70 2 4 4 4 5 4 Y
最後のスピーチ原稿が、以前よりスラスラ書けて、英語力が付いたと
感じた。2020年オリンピックがあるし、これから多国籍の人と関わる
機会もあるから、国際語としての英語を習得したい。

71 2 5 5 3 5 3 Y

楽しかった。SP難しかったけれど楽しかった。一分間スピーチで英
語を使ったと感じ、何となく英語力が付いたと感じた。TOEICで点
数を爆上げするコツが知りたい。一日一つ長文を読んで頑張っていま
す。

長文読解

72 2 4 4 4 4 3 N

先生がいつもニコニコ笑顔で授業をしてくれてとっても楽しかった。
一分スピーチでもっと英語を話せるようになりたいと思いました。通
学時でも単語を少しづつ覚えたり洋楽を聞いて英語力を高めたいと思
います。

発音 L&W

73 2 4 3 3 5 4 N

クラスの皆が親切で、エネルギーにあふれたクラスだった。Tグラフ
が多く良かった。SPは少し難しくて良かった。英語もたくさん使っ
たし、あまり話せてない人と話せたのが良かった。簡単な表現がパッ
と英語で浮かぶようになった。

英語に触れる

74 2 2 3 2 2 2 Y
Tイラスト付きで分かりやすかった。SP文を作る時間や話す時間が
短かった。英語が苦手なので詰まってしまった。字幕なしで英語圏の
映画やアニメを鑑賞してみたい。

リスニングする

75 3 5 5 5 5 5 Y

英語を話す力を鍛えることが出来て楽しかったです。T写真が多用さ
れ意欲がわいた。SP沢山の人の SPを聞けたし上手く話せる人のを聞
いて英語の力を伸ばしたいと思えた。バイトでお客さんに英語で話せ
て力が付いたと実感した。

日常英語調査

76 3 5 3 5 5 5 N

この授業を受けて、人前で英語をしゃべることがあまり怖くなくなっ
た。T同じパターンに飽きた。英語でもっと人に伝えられる人になり
たいと思った。この授業で英語の楽しさを感じました。少し英語で話
せるようになった。バイトで使えた。

バイトで使う

77 3 4 4 4 4 3 Y

このクラスで英語を学べて良かった。友達との SPはジェスチャーを
する恥ずかしさもなく楽しかったし、友達の事をよく知る事もできた。
何回も SPすることで英語をよく使ったと感じた。書く英語だけでな
く話す英語を学べた。楽しかった。

TOEIC

78 3 4 3 4 5 4 N

苦手な英語でしたが、楽しく参加することが出来ました。これからも
少しずつ英語に触れていき将来子供達に教えられるようにしたい。苦
手な SPに慣れる良い機会でした。文章を作ることが最初よりできる
ようになり力が付いたと実感した。

単語ポスター

79 3 4 4 4 4 4 Y

友達と一緒に活動し、間違えても助け合える雰囲気があって、授業を
受けやすかった。何度も SPの練習をして、少しづつ慣れてきたので
良かった。SPでたくさんの単語を使い段々話を続けられるようになっ
て力が付いたと実感した。

No. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 コメント 今後の学習

80 3 4 3 4 4 4 N

皆でスピーチし合ったり交流しながら英語を楽しめたので良かった。
Tイラストでイメージしやすかった。楽しみながら SPできた。SPが
あったので考えながら話したり、分からない単語があってもどうにか
して喋ることができるようになった。

81 3 3 3 3 4 4 Y
ペアがいなくても、先生とスピーチし合えたのが楽しかった。難しい
日本語でも簡単な英語で相手に伝えることなどを練習するので、日本
語を使わなかったから SP力が付き、表現方法が学べた。

82 3 4 2 4 5 5 Y
ペアワークが多くて楽しかった。新しい友達が出来た。テキストの進
みが少し早かった。SPは4人でするととてもやりやすかった。英語を
たくさん話せて英語が身についたと感じた。

83 3 2 3 4 5 4 Y

せかされるとキツイ。話をきいてくれない。T見やすい。SPはカタ
コトでもスピーチを通して英語をたくさん話せたし、初めて聞く語句
も吸収しようと出来たから力が付いた。バイトでもできる限り英語で
対応できた。I enjoyed 2A!

レジで外国人対応

84 3 3 3 4 4 4 Y

分からない時先生が優しく教えてくれたり、スピーチ活動があって英
語を楽しむことが出来た。一生懸命英語を話したり聞いたりする姿を
多く見かけて、恥ずかしいと思わず英語でスピーチすることが出来た。
I enjoyed FYE 2A!

85 3 4 3 4 4 3 Y

先生がいつも笑顔だったので授業も楽しかった。T写真が多く英語が
分からなくてもイメージしやすかった。1分間スピーチでたくさん英
語を使い沢山の人の話を聞くことが出来、積極的に英語で話す力がつ
いた。

洋楽・語彙学習

86 3 5 5 5 5 4 N

先生の笑顔と大きな声がとても明るくて楽しかった。ボールペンで時
間内に書くのがとても訓練になりました。T沢山のシチュエーション
で飽きない内容。伝えようとすると伝わることが分かり積極性を持て
た。英語で出来るだけ話せた。

洋画を見る

87 3 1 2 3 3 2 N 分からなかったから辛かった。

88 3 2 2 4 4 3 N

英語が苦手だから話を聞いて想像するのに必死だった。高校で英語が
全然なくその上英語が出来ないから不安だったが、沢山のスピーチで
色々な人の話が聞け、とっさに英語が出るようになった。最近留学生
の友達が出来ました。

89 3 4 2 3 5 3 Y

SPを聞くのが楽しかった。英語を早く言うことが出来るようになっ
た。楽しかった！道場で語彙力が付いた。留学生の友達と話すとき、
日本語が難しい時は、少し英語を使えるようになりました。初めて英
語が出来て良かったと思いました。

洋楽を聞く

90 3 4 2 4 5 2 Y
SPを聞くのが楽しかった。T難度高かった。SPでは英語を喋れて、
英語で表現できて楽しかった。でも日常で使わないから中々覚えられ
ず、力が付いたとは感じなかった。

洋楽の訳を見る

91 3 2 2 3 3 2 Y
SPは大変だったけど、これを続ければ喋れるようになると思いまし
た。とても英語が難しくて大変だったけれど、SPは回を重ねるごと
に少しづつ出来るようになったのが分かったため嬉しかったです。

洋画や洋楽で

92 3 2 2 2 4 2 Y 国際交流

93 3 4 3 4 4 3 N
グループワークが多く色々な人の意見を聞くのが楽しかった。色々な
友達として言い回しやジェスチャーを工夫し楽しかった。沢山スピー
チやテストがあり、英単語を覚えられて、力が付いた。

英語に触れる

94 3 5 3 4 5 5 N
先生のスマイル！きちんとわかるまで教えてくれるところが良かった。
SPで文章の構成から喋り方まで身についた。スラスラと単語が出て
きやすくなったから力が付いて、とても楽しかった。

洋楽

95 3 4 2 4 5 4 N
英語をよく使った感じがする授業だった。自分で英語を考えてスピー
チすることが、出来るようになれたと思いました。英語で伝えようと
することが出来て、語彙力が付いたと感じた。

アプリ

No. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 コメント 今後の学習

96 3 3 1 4 4 4 N
ペアワークで英語でコミュニケーションを取るのが楽しかった。ス
ピーチが楽しく感じるようになった。スピーチと単語を学べたし、本
当に赤枠の単語はこれから使えそうだと思う。楽しかった。

語彙調べ

97 3 2 2 3 4 4 N

教科書は難しかったが、毎回のミニクイズは力が付いたと感じた。リ
スニングが速かったが力が付いたと感じた。SPは回数を重ねるごと
に毎回表現力が増していったような気がした。聞き手も英語で反応す
るので力がついて楽しかった。

洋楽・洋画

98 3 4 5 2 4 4 N
先生の話が面白く分かりやすかった。SPはアドリブの力が鍛えられ
た。授業を通して単語を沢山覚えることが出来た。授業とても面白かっ
たです。もっと英語の勉強を頑張ります！

99 3 2 2 3 4 4 Y
自分自身スピーチが苦手だから難しかった。SPは友達と楽しく英語
で伝えあったりすることが出来た。英語をたくさん使い、英語で話す
ことを覚えました。
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FYEB2 ＊T: Textbook, SP: The quick speech and write activity, L: Listening, Q1: 1=MC, 2=M&L, 3=CD, 4=P, Q2-4: 1=Too Hard,
2=Hard, 3=Fine, 4=Enjoyable, 5=Great, Q5-6: 2=No, 3=To some extent, 4=Yes, 5=Very much

No. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 コメント 今後の学習

1 1 5 5 5 5 5 Y 楽しかった。先生にわかりやすく教えてもらった。 洋画洋楽

2 1 3 3 3 4 3 N
楽しくみんなで学習できた。関わったことのない人とかともスピーチ
が出来て楽しかった。先生の英語がわかりやすかった。道場で語彙が
増えて力が付いた。

洋楽

3 1 4 3 5 5 3 N

周りの雰囲気が良く楽しく授業に参加できた。今さら聞けない内容を
復習できた。暗記するのではなく考えながら話すため、伝えたいとい
う気持ちから楽しく英語で SPできた。SPで英語を頭で考えて話すの
で回転が良くなった気がする。

バイトで英語使う

4 1 4 4 3 5 4 Y

皆と楽しみながら授業を受けることが出来た。SP活動はバタバタし
ていた。会話力が上がったが、用意の時間が短かった。文法を復習で
き、ほぼ英語で話していたから英語が身についた。楽しみながら英語
を学べて良かった。

毎日英語に触れる

5 1 4 3 3 4 3 Y
毎回ミニクイズやスピーチがあり、予習復習の習慣が出来た。話すこ
とが苦手で SPのお陰で少し慣れた。3人や4人で組み色々な人と関わ
れた。先生が英語で話すので、英語を使っていると感じた。

アプリ

6 1 5 3 5 5 4 Y

クラス全体が明るく楽しかった。分からない事や誰かか理解できてい
ないことがあればわかるまで説明をしてくれた。今までにしたことが
ない方法で色々な人と関わりながら SP実践が出来て良かった。実際
に話すことが多く力が付いた。

単語帳

7 1 4 3 5 4 4 N
SPする機会があって沢山の人と話せたところが良かった。英語で書
かれたテキストだったので調べる単語が多くてよかった。SP活動で
は自分の英語が試せてよかった。

TOEIC

8 1 4 3 4 5 4 N
笑いながら毎回楽しめた。自分のレベルにあってた。SPをみんなと
楽しみながらできた。人としゃべるときの英語を学べスピーチ力を上
げられた。とても楽しい授業だった。

洋楽

9 1 4 3 4 5 5 Y
英語の力が付いた。基礎を学ぶことが出来た。T分かりやすかった。
SP訓練で力が付いた。あいまいな部分が分かるようになって力が付
いた。

洋画

10 1 4 5 2 5 4 N

英語で話しつつも丁寧な説明。コミュニケーションを取る機会がとて
も多くてよかった。英語を使うことが苦手だったけど、間違いを恐れ
ず使おうと思えるようになったし、仲良くなれた人もできた。最初よ
り英文をたくさん書けるようになった。

11 1 5 5 4 4 4 Y
全体的に楽しかった。Tわかりやすかった。書くのは出来たけど、話
すのがとても難しかった。英語で話す機会が多かったから力が付いた。
思っていたよりも楽しい授業で面白かったです。

12 1 4 4 2 3 4 Y
ミニテストで弱点が分かって良かった。文法を復習できた！自分でス
ピーチを考えて、授業で習ったことをスピーチに生かすことが出来て、
力が付いた。ノリが良くて楽しく勉強できた。

宿題をする

13 1 3 3 2 4 3 Y
面白かった。文法の説明があって良かったが、スピードが早かった。
SP回数が多く難しかったが、問題も英語で考えることが多かったか
ら、英語力が伸びた。

アプリ

14 1 5 5 5 5 5 Y
英語で会話が出来て、文法もわかりやすくて、先生が英語で話してい
たから、英語力が付いたと感じた。

洋画・洋楽

15 1 4 3 5 4 4 Y

皆と協力して学べて、特にスピーチは楽しく学べた。毎日が英語で、
分からない文法が分かったから力が付いたと感じた。今までは歌を
歌ったりしたけど、ずっとテキストに向かってたり、分かりにくくて
嫌だった。この授業は楽しかった。

SNS UTUBE

16 1 3 4 2 4 3 Y
ペアやグループワークが楽しかった。ずっと止まらずに話すのが難し
かった。スピーチと文法の復習が多く力が付いた。

No. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 コメント 今後の学習

17 1 4 4 2 4 4 Y
基礎が分からなくて英文が理解できず苦手意識があったけど、基礎を
一からしっかり押さえることで少しずつだけど理解できるようになっ
たから力が付いたと感じた。

18 1 4 3 2 5 3 N
英語での説明が分かりやすかった。今まで自分の英語に自信が持てず
苦手意識がありましたが、スピーチなどを通して少しずつですが恥ず
かしがらずに英語で表現して相手に伝えられるようになりました。

19 1 2 2 3 4 3 Y
たまにどこに何を書けばいいのかが分からなくなった。自分の好きな
話が出来たので楽しかった。日本に来た外国人が困っていたら助けて
あげられるくらいの英語力を身に着けたい。

洋楽を聞く

20 1 3 2 5 4 3 Y
ペアワークは楽しかったが、分からないまま終わることも多かった。
スピーチでは言葉が出てこなくて時間のたつのが早かったが、日本語
を使わないようにして頑張った。

英語の歌を聞く

21 1 4 3 4 4 4 N
自分の分かっていない文法の使い方が分かって良かった。段々喋れる
ようになってきて楽しかったし、話すだけでなく相づちや質問をする
ことも大切だと分かりました。これからも頑張りたいです。

22 1 4 3 2 4 4 Y

前より英語で会話ができるようになった。忘れていたことも知らな
かったことも学べて良かった。日本語ならいえるのに英語訳が思いつ
かなかったりしたから英語 SPは難しかったが、力が付いた。楽しかっ
た。

TOEIC

23 1 4 4 3 5 4 Y
皆で話し合ったりするのが楽しかった。レベルにあったテキストだっ
た。SPは楽しかった。スピーチの時英文をしっかりと考えて英語を
使ったので英語力が付いたし、楽しかった。

英語マンガ

24 2 3 3 2 4 4 Y
テキストが基礎的過ぎた。先生の説明が具体的で分かりやすかったし、
英語で話すことが多く、力が付いた。Thank you for your funny tuition!
I could enjoy your class very much!

宿題と授業

25 2 4 3 2 4 4 Y
It was a very enjoyable lesson．基礎的な事から学べたので今まで見落と
していたことや忘れていたことをしっかり学び直せた。Unit毎で大事
な文法や表現を使ってスピーチが出来た。

TOEIC

26 2 4 4 4 4 5 N

教科書の内容だけでなくスピーチが定期的にあったのが良かった。今
までは全く話せなかったけれどこの授業を通してどんどん話せるよう
になった。単語や文法が分からなくても英語でどんどん話すことが大
事だと分かった。

NHK英語番組

27 2 4 4 4 4 3 N

先生が明るくて親しみやすくて良かった。自分の語彙力と文法の知識
が足りなかったから難しいと感じることもあったが楽しかった。いろ
んな人と英語で会話することが出来て良かった。もっと練習すべき
だった。

洋楽

28 2 2 2 3 3 3 Y
SPの紙が分かりづらかった。T見やすいが難しい。SPちょっと難し
いが楽しかった。英語が難しいが、前より話せるようになったから力
が付いたと感じた。

漫画

29 2 3 3 3 3 4 N

高校までの英語授業と違い全て英語で話すところが良かった。T今ま
での復習が出来て良かった。今まで英語のスピーチをしたことが無
かったのでグループで意見を伝え合えてよかった。授業がとても楽し
かった。

授業と課題

30 2 3 3 4 4 3 Y

MQで章の復習を必ずやる習慣が自然についた。英語で話すことを楽
しみながら学習できた。SPでたくさん英語を使った。自分の英語が
少し変化して力が付いた。MQと SPがあり授業がほぼ英語だったか
ら実力が付いた。

洋楽と洋画

31 2 3 3 4 4 4 N

MQが毎回、SPも適度にあった。普段関わらない子とも SPを通して
話すことが出来た。SP内容を何も見ず自分の英語だけで最後に書き
起こすことで英語を使った実感が得られた。先生の明るい声が響きと
ても楽しいクラスでした。

洋楽とアプリ

No. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 コメント 今後の学習

32 2 4 3 3 4 3 N
今まで英語の文法ばかりに気をとられていたが、このクラスで SPを
して、単語だけでも、とにかく英語を話すことが大事なんだと思うこ
とが出来てよかった。教え方が覚えやすくてよかった。

33 2 2 2 2 4 2 Y

難しかったが、みんなと SPを言い合うのが楽しいし、皆の SPが聞
けて良かったし、自分も練習しやすかった。習った英語をすぐ spで
使えたから力が付いた。でも日本語も使ってしまった。先生が楽しい
ので授業を楽しめた。

34 2 3 3 3 5 4 N
SPがあったから英語を使ったと実感できたが、グループスピーチの
プリントが分かりにくくてどこに書けばいいのかを理解するのが難し
かった。

35 2 4 3 3 5 4 N

先生が面白かった。文法は復習できた。これまで会話や英語を読み書
きすることはあっても、こんなに話すことはしたことが無かった。SP
その場で考え思いついたことを話していたのでよく考えた。前より発
音できるようになった。

洋楽・イーオン

36 2 2 3 2 4 2 N
先生の話は分かりやすかったが、SPの説明や流れが早くて難しかっ
た。スピーチがあるから英語を使った実感はあるが、力が付いたかは
あまり分からなかった。

授業は受ける

37 2 3 2 4 4 4 Y

グループスピーチ活動が良かった。T難しかった。友達のスピーチが
面白く、SPで分からなくても、皆と積極的に英語を使えた。知らな
かったことが多いと感じられて力が付いたと思う。バイト先で外人客
と英会話できるようにもなった。

バイト先で会話

38 2 4 4 4 4 3 N
MQの前に答え合わせをしてほしかった。テキストを全部使ってほし
かった。ずっと英語だったから英語を使った感は大きかった。

39 2 3 3 2 4 4 Y
先生の使う言語が英語だったし、実践的な内容だったので、英語力が
付いた。イギリスに短期留学をした時のホストファミリーに、当時よ
りも成長した姿を見せたいから頑張る。

40 2 4 3 3 4 3 N
ひたすら問題を解くだけでなく、みんなで話す時間があって、多くの
人と話せて、楽しい授業だった。SPや英文を読めて英語を使った満
足感がある。でもテキストを全て使い切らないのは良くない。

洋画洋楽

41 2 3 3 4 3 2 N

普段は英語で話す事がないから良い機会でした。SPで英語を使った
実感はあるが、高校の内容の方が難しかったから実力の伸びは感じな
い。先生のとても元気な様子が羨ましかった。もっと英語で話せるよ
う頑張りたいです！

42 2 3 2 4 3 3 Y

T内容が簡単すぎたが、基礎が抜け落ちてるところがあったと分かっ
た。グループ SPは話しやすく楽しかった。先生がテンション高めに
引っ張ってくれて英語を使ってたから英語を使った実感があり、寝る
ことなく受講できた。

43 2 3 3 3 4 4 Y

グループ SPで自発的に英語を話せた。グループワークが多く、英語
を使う満足感があり、話そうとする意欲が増した。外国人と会った時
に頑張って話せたから実力が付いたと思う。今後も英語学習を続けま
す！

Podcast

44 2 3 2 3 3 3 Y
先生が面白かった。何をしないといけないのか時々分からなかった。
グループスピーチがあり、楽しかった。

45 2 3 3 3 4 3 Y
問題が簡単だった。SPで他の人と話せて楽しかった。高校と違って
先生もずっと英語を使っていたから、聞き取れるようになってきて、
実力が付いた。楽しい授業でした。

46 2 3 3 3 3 3 Y

47 2 4 4 2 4 4 N
先生が面白かった。ずっとしゃべり続けるのは難しいことを学んだ。
SPする機会が多く英語を使った実感があるし、英語力が付いた。先
生が楽しく英語を教えてくれて FYEが楽しかった。

No. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 コメント 今後の学習

48 2 4 2 2 3 3 Y

先生が面白かった。Tがごちゃごちゃで見にくい。SPはアドリブが
思い浮かばず難しい。中高文法がメインだから英語を使った実感はな
いが、バイト先で外国人客の対応ができてちょっと力が付いたと感じ
た。楽しい授業でした。

49 2 2 2 4 4 4 N

難しく感じたが自分の勉強不足だ。英語に苦手意識が強かったので話
すことは特に苦手でしたが、グループで少しでも相手に伝わるよう工
夫したり身振りを付けたりと向上心が付き、嫌な思いをすることもな
く、笑顔で楽しく出来た。

50 2 2 2 2 4 2 Y

先生が英語で意味が分からなかった。英語で話すのもとても難しかっ
たが、英語に少しずつ慣れていくのに良いと思った。SPで一杯英語
を使った実感はある。英語をしゃべれるようになりたいという意欲が
持てた。

英単語の習得

51 2 4 3 4 4 3 Y
先生が明るくて良かった。ペアワークも多くたくさん話せて楽しかっ
たし、普段使えそうな英語が多くて力が付いたと感じた。一分間スピー
チは本当に楽しかった。

洋楽

52 3 3 3 2 4 2 N
SPは英語が苦手だから難しかったが、良かった。単語を少し覚えて、
英語を使った実感はある。苦手意識が強すぎたため、まだ英語力が付
いたとは感じられない。自分らしい英語を使いたいと思う。

洋楽を聞く

53 3 4 4 4 4 5 き

基礎が明確にわかる内容でした。SP活動は難しかったけど、楽しかっ
た。初めより読むスピードも上がり、語彙力もついて力の伸びを感じ
た。将来音楽を学びにワーホリへ行きたいので映画や音楽で英語を学
び続けたい。

洋楽洋画

54 3 2 3 2 5 4 N

話が難しくてついていけなかった。教科書の説明やヒントが分かりに
くかった。SP活動でたくさん英語を使い、話す力が少し身についた
と思います。MQのテストと課題でしっかり勉強できた。英語で色々
な人と話したい。

Duolingo

55 3 3 3 3 4 4 Y

テキストも分かりやすく、いろんな人と話すことが出来て楽しかった。
SP活動の時に、英語を使った満足感を感じた。SP後のペン書きの時
に、英語力が付いたと感じた。世界に出た時に使えるよう単語帳や文
法を復習したいと思います。

56 3 4 4 2 4 4 N

自分で文章を考えるのが難しかったが、スピーチなど友達と色々話せ
て楽しかった。先生がほとんど英語だから英語を使ったと感じ、段々
何を言っているのか理解できるようになって力が伸びた。バイト先で
少し対応できるようになった。

洋楽を聞く

57 3 4 3 4 4 4 Y

他の人のスピーチが聞けて、スピ‐チし合えたきっかけで仲良くなれ
た。教科書が簡単すぎた。スピーチで授業で習った文を活用できて嬉
しかった。習った文を活用できて嬉しかったし、英語力が伸びたと感
じた。

58 3 3 3 3 4 4 Y
今までの復習がしっかりできて良かった。グループスピーチにより、
短時間でサッと英語を話したり、英文を考えて作れるようになったか
ら英語力が伸びた。外国にたくさん旅行したいから英語を勉強したい。

洋楽や洋画

59 3 3 3 4 4 4 N
色んな人と会話でき、人前で英語を話す楽しさを学べた。ほぼ日本語
のない授業だったし、スピーチがあったから、英語を使ったと感じ、
英語力が伸びたと感じた。世界に通用する英語を習得したい。

翻訳作業

60 3 4 3 4 3 4 Y

英語で日頃喋ることがないから大変だったが、いろんな人と喋れて、
沢山の人と友達になれた。教科書の文法を使えて、英語力が伸びたと
感じた。先生がハイテンションで凄く元気を貰いました。とても楽し
い授業でした。

Duolingo

61 3 4 3 4 3 3 N
英語が苦手でも、テンションで行けた。英語で伝わらなくても、ジェ
スチャーを使ったりして、伝える工夫ができた。理解でき切れていな
いところもあったが、SPで英語をかなり使った。楽しかった。
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62 3 4 3 3 4 4 Y
先生が凄い元気で良かった。SP活動は何回かしたことによって少し
ずつ慣れた。話すことが多く日本語をほぼ使わなかったので、英語を
使ったと感じ、英語力が伸びたと感じた。英語で外国人と交流したい。

洋楽を聞く

63 3 3 2 4 4 4 N
発表とかグループスピーチで色々な人とコミュニケーションが取れて、
スピーチを考えるのが楽しかった。でも教科書は知らない単語が多く
て少し難しかった。

64 3 4 3 3 3 3 N

少し難しかったけれど、理解できた。毎回違うメンバーでスピーチの
練習が出来て良かった。あいまいだった文法が理解でき、スピーチ訓
練で使えて英語力が伸びたと感じた。とても楽しく英語を学ぶことが
出来ました。

洋楽を聞く

65 3 5 3 4 5 3 N
わかりやすかった。たのしかった。ためになった。英語でたくさん話
してスピーチをしたから、英語を使ったと感じ、英語力が伸びたと感
じた。この授業が無かったら英語を使っていないと思う。楽しかった。

洋楽を聞く

66 3 3 3 3 4 3 Y
先生がほとんどを英語で話してくださり、少し英語を聞き取れるよう
になったから、英語力が伸びたと感じる。旅行などに行ったときに役
立つと思うから自分らしい英語が使えるようになりたい。

67 3 2 2 3 4 3 N

68 3 4 2 2 5 3 N

グループスピーチ発表が楽しく、前よりスピーチ力が付いて良かった。
先生が英語でしか説明をしないので、自然と英語を使った気がして、
英語力が付いたと感じた。国際英語を身に着けてどこに行っても便利
に活用したい。

単語の振り返り

69 3 4 4 2 4 4 N

テキストは学習する流れがパターン化されていたのでわかりやすかっ
た。グループのメンバーが入れ替わるのと、評価方法が分かりにくかっ
た。中高時代より丁寧に文法を勉強でき、それを使うことが出来て実
力が付いた。

洋書を自力で読む

70 3 3 3 4 4 3 N

教科書は単語の意味とエガ頭の中で結びついて覚えやすかった。SP
で自由に英語をしゃべることが楽しかったし、英語を使ったと実感で
きた。SPの最後で英文を即座にたくさんかけて力の伸びを実感でき
た。

71 3 4 3 3 4 4 N
楽しみながら文法を学べ、文法は覚えられたが、それを使って英語で
スピーチするのは難しかった。ペアトークでたくさん練習して英語を
使ったし、道を聞かれた時使えたから力が付いたと感じた。

72 3 4 3 4 5 3 Y
SPが多くて、頭で英文を作ったから、英語を使った実感があり力が
付いたと感じたが、バイト先で外国人に対応できなかったから、実際
話すとなると難しいと思った。会話できる英語を身に着けたい。

Duolingoで単語

73 3 1 3 2 3 2 Y
生徒をいじめるのが良くない。考える時間も十分に与えず、せかすの
も良くない。時間がギリギリなら、もっとゆとりのある授業計画を立
ててほしい。

74 3 2 3 2 3 3 N

小テストがあって復習するのに良かった。時間が決められていて、考
える時間が少なかった。英語を聞いてる時間が多く、テストの点も良
くなかったので英語力が付いたとは思えない。家庭教師と基礎を勉強
している。

家庭教師

75 3 2 2 2 4 3 N
個人的に英語が苦手。科書の問題が難しかった。スピーチシートがご
ちゃごちゃで内容を理解するのに時間がかかった。授業以外では英語
を使わないから、使った感はある。

洋画

76 4 3 3 3 5 5 Y
文法がたくさんあって良かったし、これまでになくスピーチの機会が
多くて、英語を使った実感があり、とても英語力が付いたと感じた。

77 4 2 2 2 4 3 N
英語が苦手で、特に話すのは抵抗があったが、たくさんスピーチでき
てよかったし、高校の頃分かってなかったところが分かり、日常で使
える英語での英会話やスピーチが出来て、英語力が伸びたと感じた。

選択科目受講

No. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 コメント 今後の学習

78 4 4 4 3 5 3 N

楽しい雰囲気で授業を受けられました。教科書の文法の使い分けは分
かりやすかった。SPは難しかったが、回を重ねると、少し慣れて、
良い訓練だった。最後のテストでスラスラ解けて、スピーチが初めよ
り話せてると感じた。

英単語の習得

79 4 4 3 4 4 4 Y

グループワークや SPで、自分で考えたり、英語で交流したりで、英
語力が付いてきたと感じられた。高校の英語授業より楽しかった。SP
は短時間で考えて話すのが難しかったが、回を重ねるごとに話しやす
くなっていった。

単語

80 4 3 3 3 4 3 Y

81 4 4 3 2 4 3 N
ペアトークが良かった。先生のテンションがとても高くてこちらも明
るくなれてとても楽しかった。スピーチ内容を考えるのが難しかった。

洋画を観る

82 4 4 4 5 4 4 Y
SPは3－4人で話す形で始まるので良かった。授業中全てが英語でた
くさん英語を使ったから英語力が付いた。

Duolingo

83 4 5 5 5 5 3 Y

簡単すぎず、難しすぎず、分かりやすくて、楽しみながら、しっかり
教えてもらえた。復習という感じで力の伸びは不明。SPワークで、
外国人と話そうという意欲が湧いてきた。色々な意見が聞きたい。英
語を上手に話したい。

84 4 4 3 2 4 3 Y

先生の元気さは凄いと思います。内容も理解しやすかった。FYEで
しか CDを聞かないので、CD付きの教科書は良いと思う。英会話な
んて普段しないので SPは良い練習になったので、難しかったけれど、
力の付くいい授業だった。

映画

85 4 3 2 4 4 3 N
SPは緊張したけれど、皆と話せて楽しかった。ペアで話したり、自
分で英文を作ったから、英語を使った実感はあるが、うまく表現でき
なかったから、英語力が付いたとは感じられない。楽しい授業でした。

単語習得

86 4 2 2 2 5 3 N
小テスト前に答え合わせをしないのは不安でした。文法の復習が出来
た。自分で考えるのは難しかったが、グループで話すのは楽しかった。
SPで英語を使わざるを得なかったので力が付いた。

単語やリスニング

87 4 4 3 2 4 3 Y
文法解説は日本語でしてほしかった。SP活動は、考える時間がもっ
と欲しかった。内容は高校の方が難しかったから、英語力が付いたと
は感じられない。

選択科目受講

88 4 3 3 2 4 4 N

文法の基本的なところを見直せた。SPは文が作れないと話せないか
ら難しかった。教科書も先生の説明も英語で自分で理解しないといけ
なかったから、英語を使った実感はある。高校の時より英文が書ける
ようになって力が付いた。

自宅学習

89 4 3 4 4 5 4 Y
楽しかったけれど、一限目は朝早くて、寝坊しすぎた。教科書は絵や
イラストが分かりやすかった。スピーキング力は上がった。先生もす
べて英語で授業していたから英語を使えた。

単語帳を眺める

90 4 3 3 3 4 4 Y

先生が元気で面白く楽しい授業だった。教科書は問題が多くよかった。
SP活動で話す力が身についた。授業中は英語ばかりで英語を使うし、
今まで分からなかった文法が分かるようになって、力が付いたと思う。
将来留学したい。

洋楽を聞く

91 4 5 2 5 4 4 N
英語の特徴が分かり役に立った。SP活動は、めったにこんな機会は
無いので、良かった。授業はほぼ全て英語だし、SPを作るのは難し
かったが、お陰で英語力が付いたと思う。とても楽しかった。

毎日英単語学習

92 4 3 3 2 4 4 Y

楽しく授業を受けられた。楽しく英語が勉強出来た。たまに難しいの
があったが、基礎的な内容が多く復習出来て力が付いた。言いたいこ
とを英語にするのが難しかった。SPで英語をたくさん使った。楽し
かった。

単語と文法復習

93 4 4 3 2 5 4 Y

先生が明るく教えてくれるので楽しくて、説明もわかりやすかった。
分からないところを学び直すことが出来た。SPは英語で話すのが苦
手で人前に立つのも得意ではないから難しかったが、逃げずに学び直
せて、語彙力が付いた。

アプリ

No. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 コメント 今後の学習

94 4 3 2 2 4 3 N

スピーチなど色々な方法で英語に触れられたのでよかったです。英語
のみの教科書は難しかった。SPで緊張したけど人前で話せるように
練習することは大事だと感じました。今回初めて時計の読み方の英語
を学びました。

洋楽や動画

95 4 2 3 2 3 3 N
SPでは教科書の文法問題が参考になったが、語彙力が無くてあまり
言葉が出ず、難しかった。将来英語を使う仕事がしたい。

短い英文

96 4 2 2 2 2 2 N

授業中の英語を理解するのが難しかった。動詞という言葉も英語で難
しかった。SPで文を考える時間が短かった。日本語を使ってしまっ
た。難しくて何も身についていないと思う。話す単語をもっと簡単に
したらもっとわかりやすいと思う。

毎日英語を使う

97 4 2 2 2 3 2 Y

難しいところを当てられて間違えて恥をかいた。SPは難しすぎた。
日本語と英語が混じったスピーチなど外国人には絶対に伝わらないと
思う。その場しのぎの英語では後から困ると思う。英語が嫌いになっ
た。
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