IH J-SHINE 2012, General Questions:
1. Your age:
Response
Percent
0.0%
24.7%
35.6%
24.7%
11.0%
4.1%

Answer Options
16-18
19-21
22-25
26-30
31-39
40+

Response
Count
0
18
26
18
8
3

answered question
skipped question

73
0

Your age:

16-18
19-21
22-25
26-30
31-39
40+

2. Are you
Response
Percent
6.9%
93.1%

Answer Options
male
female

answered question
skipped question
Are you

male
female

Response
Count
5
67
72
1

IH J-SHINE 2012, 日本語パート:
3. Please give your rating for the following:
Answer Options
教師の準備は充分だったか
教師のコースに対する熱意
教師は効果的に教えたか
教師は参加を促してくれたか
興味深い内容･教材だったか
教師は時間に正確だったか(開始・終了)
コースブックの効果的使用
学習環境が整っていたか
全体の評価

Exce
llent

Very
good

Good

Satisfa
ctory

Poor

N/A

Rating
Ave

64
67
63
62
60
59
54
57
61

7
4
8
8
8
9
14
9
10

0
0
0
1
2
3
3
4
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.90
4.94
4.89
4.86
4.83
4.79
4.72
4.72
4.86

answered question
skipped question
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Count

71
71
71
71
70
71
71
71
71
71
2

Please give your rating for the following:
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教師の準備は充分だったか
教師のコースに対する熱意
教師は効果的に教えたか
教師は参加を促してくれたか
興味深い内容･教材だったか
教師は時間に正確だったか(開始・終了)
コースブックの効果的使用
学習環境が整っていたか
全体の評価

Comments:
熱意があり、先生自身の体験を交えての授業はとても参考になりました。将来英語指導者になりたいと強く思わせて
くれました。
あさみ先生の授業を受けていると、小学校で働きたい、英語指導者になりたいという気持ちが高まりました。そんな刺
激的な授業でした。あさみ先生のような先生になりたいと心から思いました。いつも親身になってくださりありがとうご
ざいました。
i had fun.i thought hoe to teach English for kids very well.and my class is wonderful. thank you 2 weeks.

I had fun. I really like her class. I want to take her another class if she has.
小学生のリアルなビデオなどを見せてもらいますます児童英語に興味を持ちました。今の日本の教育たくさんのゲー
ムや絵本の読み方を教えて貰いこれからの実習に生かしたい事をたくさん学びました。毎日とてもたのしかったです。
ありがとうございまいた。
麻美先生の日本での経験を含めた授業内容が充実かつ現状を理解したうえで教えて下さった事がとてもありがたか
ったです。とても親切な指導に毎回感謝と感動の気持ちでい一杯でした。
Ｊ－ＳＨＩＮＥについてのことだけではなく、子どもを引き付ける方法なども学べて、とても勉強になりました。毎日が魅
力的な授業でした!!
I learned new thing about ECE a lot.
Teacher has a lot of experiences about teaching kids so I knew everything I need when I teach kids.Every
day has teaching practice, although it was tough sometimes, I'm sure It was absolutely great experience for
me!!!
Asami knows school in Japan very well. I think her knowledge is very helpful for us.
Excellent!!!! Thanks for you, I could know a lot about teaching,and it was so fun and helpful. Awesome!!!
とても楽しく、勉強させていただきました。新たな発見がたくさんあり、2週間があっという間に過ぎていきました。また、
いつも、私たちを励ましてくれ、勇気付けてもらえたことうれしかったです。ありがとうございました。
The most impressed things for me is "you can teach English through Canada" Asami said. Thanx, we have a
lot of material for teaching English.
it was fun.I like your passion and your lesson.thank you so much!!
Thank you for teaching ! i was able to learn about Japanese education, how to teach English for children,
moral and more ! i had a so great time with you ! Thanks a lot !
It was excellent!Thank you so much!
日本の教育の知識やあり方に関して、多くの知識や考え方をしっかりと持っている先生に教わり、カナダにいながら
日本の教育を知り、外国との相違点などをとても効果的に学ぶことができた。
Asami-san was a very enthusiastic, experienced teacher who has taught in schools in Japan. Her real stories
was very interesting and very clear to understand what the real Japanese school education is. In her class, I
could imagine how the English part of this course works in Japan. Asami-san was also an enthusiastic
teacher who clearly has an ideal image of the education. She also became a part of our team! Thank you very
much, Asami-san!
細かなところまで深く指導してくれ、わからない所は繰り返し丁寧に教えてくれた。教材もわかり易く授業の内容もとて
も興味深い。実践的なことを指導してくれるのですぐに生かせそうだし応用方法やこれから先の日本でのこともアドバ
イスをくれ助かる。情熱的で信頼が出来きとても良い教師たちに出会えた。もう少し長い期間学べても良かった。例え
ば英語パート１ヶ月日本語パート１ヶ月など。。。
初めは資格だけ取れればいいと思って参加したクラスでしたが、授業を受けていく過程で英語を教える楽しさ、学ぶこ
との楽しさを教えていただき、日本の小学校で実践してみたいと思いました。あさみさんはとても素敵な先生だった
し、クラスメイトにも刺激され、本当にたくさんのことを学べた４週間でした。生徒の気持ちを汲み取り、先生だけで授
業を進めるのではなく参加型の授業だったので、集中して授業を受けることができました。私も麻美さんのような生徒
のことを考え、生徒が楽しめる授業を展開できる英語指導者になれるようにがんばりたいです。麻美さんの言葉に励
まされ、熱い思いに感動しました。本当にありがとうございました。
J-shineのことを詳しく理解することができました。毎日、発音練習やチャンツなど前に出て発表することが多くて緊張
の毎日でしたが、私はもともとあまり前に出ることが好きではなかったので、自分にとっていい経験になったと思いま
す。一日一日が終わるたびに先生になりたいという気持ちが強くなり、子どもたちとなにをやろうとか…イメージをする
のが楽しくて日本に帰ったら絶対に実現させたいなと思いました。ありがとうございました。
she always helped us and cared, who gave us precise advice.And she had exprience in the school , i was
able to think real image.she is great teacher!!!! thank you asami
英語だけの授業では分からなかったことなどが、日本語で学べ、さらに日本人の子供に教えるためにはどのようにし
たらより効果的に学べるのかが分かる授業でとっても為になりました。麻美さんの教育にかける思いに毎回涙がでそ
うになりました。カナダで、しかもこんなにも教育に熱い麻美さんから教えていただけて本当にＩＨを選んでよかったと
思いました。本当に素敵な２週間でした。

英語、先生に対しての思いが熱くそれが授業内容でもすごく伝わってきました。生徒1人1人のことも気にかけてくれて
すごく嬉しかったです。教え方もすごくわかりやすくどこが重要かなどもきちんと教えてくれました。このコースを受けて
受ける前より英語を子供たちに教えたいなぁと思いました。6週間といのは始まればあっという間でもう少し詳しく学ん
だりしても良かったです。それくらい毎日が充実していました。
楽しいだけではなく、英語を学ぶこと、教えることの意義も考えさせられ、感慨深い授業でした。毎日の各チームのミ
ニ模擬授業でも、的確なアドバイスや改善点などを挙げてくださり、勉強になりました。
とても熱心なご指導で、教育関係に携わってみたくなりました。勉強環境や、放課後のアクテビティも充実しているの
で、ほかのクラスの友達もたくさんできて、楽しい学校生活が送れたと思います。ここでトレーニングした授業計画を
元に日本でどんな授業ができるのかが楽しみです。クラスメイトにも恵まれたので、明日から学校であさみさんに会え
ないこととクラスメイトにあえなくなるのがとても寂しいです。IHを選んで本当によかったと思います。THANK YOU
２週間あっという間に終わりました。最初は何となくこの資格を取ろうと思って参加したのですが、小学校の英語教育
についていろいろ教えてもらい、とても興味がわき、機会があれば教育に携わる仕事がしたいと思いました。素晴らし
い先生に教えてもらってとてもいい経験になりました
I enjoyed my class. Asami was really good teacher !! I like J shine's class.
Thank you Asami-san! Before enter the class, I didn't expect such a interesting class. I really enjoyed Asamisan class. Thank you so much!
I really enjoyed this class!! she is very good teacher!!
I really enjoyed this program! But i little bit nervous to go to practical. Because my English skill is terrible.... I
will do my best!
teacher is great! I highly recommend this course to people who want to take this course.
日本の教育体制や、授業の進め方など、教育指導関係に携わったことのなかった初心者の私でもわかりやすく、丁
寧に指導いただいたのでとても充実した2週間でした。しかし、日程がツメツメだったので少し焦りながら取り組んだと
ころもありました。常に緊張感があって、みんなの意識も高かったのでいいクラスだったと思います。それもあさみさん
の授業の雰囲気作りのおかげだと思います！
あさみさんとカリーナの授業内容の差にびっくりした。日本の教育という身近な環境の経験談を聞けて参考になったこ
とが多かった。
とても親しみやすく、いつも笑顔で授業の雰囲気をやわらかくしてくれました。分からないことや困った時にはいつでも
質問できる状態を作ってくれて、毎日学校で講義を受けるのがとーっても楽しみでした。後半の２週間は、関わる機会
が減ってしまい、寂しかったです。できればあさみさんに４週間英語パート、日本語パートをやって頂きたかったです。
その方が受講者もスムーズに英語パートに進めたと思います。（でも、あえて外国の先生を導入して、幅広く取り入れ
るという目的だったのだろうと予想しています。）でも、中身の充実した４週間でした。改めて子供、英語、教育に興味
があること、に気づけてよかったです！
全体的にわかりやすかった。あさみさんの熱意がとても伝わってきて、こちら側もいい刺激になった。もっとこうしたほ
うがいい、ここは良かったとしっかり言ってくれてよかった。Carinaのレッスンでは、あまりそのようなアドバイスがなく
残念だった。これで良かったのかな。。。？と不安なまま終わってしまったので。
日本の英語教育について無知だったので、しっかり学ぶことができてよかった。
授業の違いなど、こまかくやれ面白かった。時間があれば、総合の時間の授業テストもあればいいなと思います。
It's enough to do something.
とても勉強になりました。日本の教育を知った上で、どう実際にアプローチすればいいか、何が教師に求められている
かを含め、「英語を教える」事について学ぶ事ができました。
Thank you for everything!! It was so great lesson. I like your lesson.
こんなに楽しく興味深いクラスだとは思いませんでした。たのしかったです。日本語から入ったクラスだったからかとて
も静かで敬語オンリーには（生徒同志で）びっくり・・・日本文化ですね。教材もこれから大事にしたいと思います。本当
にありがとうございました！
カナダで日本語の授業ということで事務的なものと思っていたが、実際は英語のクラスより内容が深く楽しく学べた。
この資格の価値が自分の中でとても高くなった。教師の熱意と充実した授業のおかげであると思う。日本の就職状況
を思い、この資格にもあまり期待していなかったが、授業を通して自信をもつことができた。教科書も今後も読み直し
たいわかりやすい内容だった。また、クラスメートとの団結をうながす教師の気配りで助け合いができた。充実したレ
ッスンをありがとうございました。

英語を子供に教えたいというだけで、あまり日本の教育には興味がなかった私ですが、毎日授業を受け、日本の小
学校意教育は深くて面白いと興味を持ち始めました。英語を教える知識や技能だけあってもだめで、何が目的とされ
ているかを知る必要があるのだと感じました。日本の小学校教育を見直す機会にもなりました。これから日本で児童
に英語を教えるときに、ここで習ったことを生かせたらと思います。
日本の教育現場に携わっていただけに、教育現場の知識や考え方を十分に与えてくれたと思う。生徒には今後のJSHINEの普及に貢献してほしいという気持ちが伺えた。
はじめは日本語のみの授業ということで少々心配でしたが（英語力の心配という意味で）、とても満足のいく内容でし
た。麻美さんも経験があり、それを元にとても分かりやすく説明してもらえたので、受けていて楽しかったです。また、
今回クラスメートにも恵まれたので、このタイミングで受けれて本当に良かったと思いました。
非常にわかりやすい授業でした。デモレッスンなども複数回含まれていて、非常に効果的な授業であり、また講師自
身の経験も豊富でとても勉強になりました。楽しかったです。ありがとうございます、麻美さん。
とても濃い2週間でした。あさみさんは一人一人をしっかり知ろうとしてくださり、また、やる気を引き出すような授業を
してくださいました。小学校英語指導者としてのかがみのような先生のもとで2週間学ぶことができて、本当によかった
です。ありがとうございました。
It was very very fun!! I like this class so much!!!!!! thank you !!
とても良い先生ですごく楽しかったです！親身になって話をきいてくれたり、真剣に授業に取り組んでくれてすごくうれ
しかったです。
とてもためになるクラスで多くのことを学べました。本当にこのコースを取ってよかったです！
先生が生徒の近い場所にいてくれたので、授業以外のことも気軽に話すことができました。いつも私たちのそばに立
って悩みを共有してくれて本当に感謝しています。ありがとうございました。
The class was fun. I like her class.
毎日が新しい発見で、授業を聞いていて楽しかったです。カナダについて学んだときは、本当に興味津々でした。授
業楽しかったです。ありがとうございました。
どの授業もすごく楽しくて、分かりやすく、２週間が本当にあっという間でした。日本に帰ってからも学んだ事を生かし
ていきたいです。
１週間目では習うことのできなかった、日本の小学生に対して効果的に教える教え方や、楽しく英語の教え方を学ぶ
ことができてよかったと思います。
とても楽しくとても分かりやすかったです。自分もこんなような授業をしたいと思いました。
すごく準備をきちんとされていて、いつも授業が分かりやすかったです（自分の出来は別として、、、）。いつも自身をも
って指導者になれるように言葉かけなども気遣いが見られ、居心地が良い雰囲気で、実技実習の課題などで追い詰
められるようなときでも、いつも楽しく参加できました。麻美さんの伝えたいこと、方向性みたいなのが伝わって、一生
懸命に親切に教えていたので、それに答えられるよう、麻美さんみたいな指導者になれたらいいなと思いました。
ひとつひとつの授業が興味深かったです。また、毎日授業の終わりに少しの時間一人ずつアクティビティーの発表が
あったのは大変だったけどやっぱりあったほうが個人にとって身につくしこれからもあったらいいとおもいます。またこ
のクラスはまとまっててすごくよかったです。毎日うるさかったけど発表の前とかリラックスできたし。二週間たくさんの
ことを大切なこといろいろ学ぶことができました。
i had fun this class!! i can know how to teach english !!and i was interested about the histry of teaching, other
countries teaching system and Canadas histry!! thank you so much!
thank you very much! i learned many things in the class. and i laughed a lot in the class.^^ 日本で、ここで学ん
だことを活かして英語教育に関わっていきたいです！日本はまだまだ変わらないといけないと思います。そのパイオ
ニアの麻美さんに教わることができて本当によかった！にこにこ笑顔でこっちまで笑顔になれました☆ありがとうござ
いました＾＾
the class time was too short, only 2 weeks!! I wanted to practice teaching English more. She served me how
to teach English at Japanese elementary school. It was a little bit different from Allison`s class, but I`m gonna
use this teaching style. I really appreciate your kindness and warm heart. Thank you so much.

IH J-SHINE 2012, 英語パート:
4. Please give your rating for the following:
Answer Options
教師の準備は充分だったか
教師のコースに対する熱意
教師は効果的に教えたか
教師は参加を促してくれたか
興味深い内容･教材だったか
教師は時間に正確だったか(開始・終了)
コースブックの効果的使用
学習環境が整っていたか
全体の評価
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Please give your rating for the following:
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教師の準備は充分だったか
教師のコースに対する熱意
教師は効果的に教えたか
教師は参加を促してくれたか
興味深い内容･教材だったか
教師は時間に正確だったか(開始・終了)
コースブックの効果的使用
学習環境が整っていたか
全体の評価

Comments:
I really like Carina's class. She is always kind and always makes us excited! I was really happy to take her
lessons! Thank you so much!!!
Carina taught us her experience . It was so useful. And she engaged us to learn. I like this class.
i had fun:) i studied how to teach English for kids. now i know that. my class is wonderful.] thank you for 2
she always care about us and makes me fun!! i like this class.i really enjoyed.
I took an excellent class. Our teacher is excellent.
I am very enjoy J-shin class.

She was great! She taught us very useful staff for teaching. I was lucky to come to here to take this course.
I enjoyed this class. Carina is so good teacher for us!!
Carina is a very good teacher. She is friendly, calm and cute.
Teacher is very kind and friendly. I had confidence through all classes. I really enjoyed J-SHINE course with
Carina!
excellent. I could know a lot of information about education. and then, how to teaching is easy to understand
and a good of fun.
It was fun.I learned how to teach English.I love this class. The teacher has many passion and tender
heart.thank you so much!!
Thank you for teaching for us. She was an wonderful teacher and tought us from book, web site and her
experience. She always encourage us in the class.
It was so fun.We didnt have enough time to prepare the our lesson but I think it's close to real . We have to
think about the effective way to prepare....It is so hard.We need more practice.
Thank you for teaching Calina ! I had a great time this course.especially Calina. She's so kind and cute ! it
was really nice classes.
Excellent!Thank you very much.
彼女は、幼児教育に関して情熱を持っていることが感じられ、彼女から多くのことを学ぶことができた。
とても実践的な内容で細かな技術や知識についても学ぶことが出来て本当に有意義な時間を過ごすことが出来た。
クラスの人数も少人数だったので質問も細かく出来るし実践も十分に出来てとても良い。教師も情熱的で指導の仕方
がわかりやすく、アドバイスも適切で信頼できた。
I learned numerous strategies and techniques from Carina to educate young children English. Carina taught
us how to get attentions from children. In addition, she gave us opportunities to create materials from scratch.
We had only 3 students in our class and it must have been very difficult for Carina to make class schedules
for such a small class. However, Carina was very flexible. She was such a wonderful, smart, and cheerful
teacher who always was, and still is, our special friend. She became a part of our team. I am very thankful to
her. Carina is my ideal teacher in me. Thank you very much Carina!
英語のパートということで、少し難しいところもありましたが、発音や言葉がわかりやすかったことと、わからないところ
はしっかり説明してくれたので、とても楽しい２週間でした。自動英語教育ということでたくさんの模擬授業があり、また
そのコメントを丁寧にわかりやすく書いていただいたので、自分のよかったところや弱点がわかりやすかった。いつも
ほめてくれていたので自信がついたし、子どもたちにもこんな風に英語指導ができたらいいなと思った。大満足の２週
間でした。ありがとうございました。
I had a good time with friend and great teacher! if my friend wanna take this license i will recommend my
teacher. thank you a lot!!!!!
始めはとても不安でCARINの授業では英語を理解するのに少し苦しみました。でも、毎日緊張をしたりしていましたが
一日が経つたびにとても楽しく感じるようになり、先生になりたい、先生になったらこんなことをやりたいな～というよう
な気持ちになりました。また、自分で授業案を作って、それを実際にできたことは自分にとってとてもプラスになり自信
につながりました。
説明もとてもわかりやすく、授業を作ったり、アクティビティをしたり、実際の現場を想像しやすく、すごく勉強になりまし
た。毎日楽しかったです。
英語、先生に対しての思いが熱くそれが授業内容でもすごく伝わってきました。生徒1人1人のことも気にかけてくれて
すごく嬉しかったです。教え方もすごくわかりやすくどこが重要かなどもきちんと教えてくれました。このコースを受けて
受ける前より英語を子供たちに教えたいなぁと思いました。6週間といのは始まればあっという間でもう少し詳しく学ん
だりしても良かったです。それくらい毎日が充実していました。
It was so excellent classe.
I really enjoyed this class! teacher was amezing!!!
Thank you. I was very enjoyed and study is fun. I dont want to leave school.
I really enjoyed this program! But i little bit nervous to go to practical. Because my English skill is terrible.... I
will do my best!
I enjoyed my class. It was fun!! thank you
I like Carina's class! I wanna study in here more. I learned many kind of activities. It was good for my future.
Thank you so much!!
I really enjoyed this class!! I could leaned many things. I could get confidence!

teachers are great! i highly recommend this course to people who want to get a J-shine license. however, in
the classroom, we have spoken japanese too much. Ss have to speak english in the classroom, because we
are taking this course to be an english teacher.
日本の公立学校とは違うやり方（外国の教育指導方法）が吸収できたの身のある授業でよかったです。が、ところどこ
ろタイムロスしている場面があったので、内容的に少し満足していないところもありました。
授業中、先生の戸惑いが感じられた。時間が足りないわりには、宿題もなく、授業内容自体がカットされているので
は？と思う部分があった。クラスの雰囲気はよく、将来活かせるアクティビティを学ぶことができた。
もっと、日本の小学英語について知識を得るべきだと思った。他の国籍の生徒が入ることもあると思うけど、もしいな
かった場合、その件を知っていた方が、いいと思った。あと、レッスンプランを立てる、ペアで模擬レッスンをするなど、
準備の時間が少なすぎた。
Teacher is very good and she has a lot of great experients about yanger larner! But I suggest her she should
be more strict about time manegiment. The class is so fun and meanful.
沢山のゲームを知れました。
So cold in our classroom.
It was great lesson. I not only enjoyed also learned a lot. She has lots of experiences which helped me to
imagine and think about how I can teach better. Her feedback is always clear and helpful. I wish I could be a
teacher like her!
Thank you for everything. It was so fun class. I like your class.
very fun, friendly. honestly, in first class, I felt bit bored, tired, negative feeling somehow. last 2wks, we had a
Japanese class and changed English soon. I might need warming up for my JP brain :P but now I just wanna
say thank you so much!! Your class was Awesome!!
It was very interesting to learn how to teach young learners English in English. She taught us lots of things for
2 weeks.
生徒のレベルが非常に近く、授業の進行等にまったくストレスを感じなかった。先生も常に朗らかで、経験も豊富だし
プロフェッショナルを感じた。
This class was very fun. I loved this class.
I really enjoyed this class. She was so nice and kind!
すごく楽しかったです。４週間は意外に早く時間が経ち、さまざまな経験ができてすごくよかったです。カナダでの生活
もとても充実したものとなりました。
It was very fun! I like this class. Thank you!
とても満足できるクラスでした！
先生が元気のよい方たちで、とても元気いっぱいのクラスでした。とても楽しかったです。他の先生には、最初私たち
が日本語を教室の中で使っていたら注意をしてくる方が何人かみえました。この学校全員の先生がＪ－ＳＨＩＮＥのクラ
スがどういうものなのか、理解が必要なのではないでしょうか。
The class was fun.
とても分かりやすかったし楽しかったです。
日本に居てはわからないような、外国の幼児に教える英語の歌や遊びなどについて教えてもらえてよかったです。
カナダでしか経験できない授業という特色が、日本でこの資格を生かす強みになるので、ネイティブの先生からその
先生の子供の時に習った歌などを聞くことができてよかったです。もっともっと、カナダ流のゲームや、日本では見つ
けることが難しい絵本等を紹介してもらえたらよかったなと思います。
I learned several new things!!! especially, I love lesson song for children. this 2 weeeks was important for me..
I did do my best. and My classmate helped me.. It was Awesome class.
i had fun this class!! cuz i knew how to teach English for kids though FUN!! kids have a lot energy!! i studied
about kids too!!of couse i can use teaching english in japan. if i have a children i can use this skill too!! thank
you so much!!
the course was so interesting, but time was too short! I wanted to spend time with Allison more and more. She
served very fun games, songs, and of course how to teach English for young children. I really appreciate your
kindness. thank you very much!!
we enjoyed every day! thank you very much!! i wanted to use bigger desk...
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5. 今後、資格を使う予定
Response
Percent
70.4%
1.9%
27.8%

Answer Options
帰国後、資格を生かして就職活動をする予定
教員として同校種の職場に復帰する(元教員の方)
今のところ現実的には予定はない(現役学⽣の方含む)

その他

Response
Count
38
1
15
2

answered question
skipped question
Number

Response Date
1
2

54
19

その他
Categories
Dec 7, 2012 9:56 PM 友人の塾を手伝うかもしれません。
Jun 29, 2012 11:17 PM 未定
今後、資格を使う予定

帰国後、資格を生かして就職活
動をする予定
教員として同校種の職場に復帰
する(元教員の方)
今のところ現実的には予定はな
い(現役学生の方含む)
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6. General Comments:
充実した１ヶ月を送ることができました。この学校で資格取得に向けて学べてよかったです。ありがとうございました
すごく楽しい学校生活でした。ありがとうございました。
このコースをこの学校で受講して大正解でした。日本語コースも英語コースもとても素晴らしい先生に恵まれたと思っ
ています。このコースに興味がある人がいたら紹介したいと思います。ありがとうございました。
I was so happy to learn with Asami, Carina and classmates. Love you all.
Both of teachers are friendly and kind. This course is very meaningful for the students who want to learn how
to teach.
コンピュータが多少？古いかなと思いました。受付の方がいつも快く助けてくださったこと感謝です。ありがとうござい
ました。
Overall, I will definitely recommend this J-SHINE course in IH Vancouver if my friends or people around me
need some advices about J-SHINE. IH Vancouver has such wonderful teachers and staff I could ever imagine
before my arrival. Thank you very much for all of my teacher and staff in IH!
今回、この学校でこのコースを受講したことは、いろんな意味で今後の自分の人生で大きなものになると実感してい
る。ここで出会った仲間や知識を今後に活かし、新しいことにつなげて行きたいと思う。この学校で学んで本当によか
った。
雰囲気がアットホームな感じでとても良い。教師もとても親切。立地もよい。細かく丁寧な指導。設備もクリーンで良い
が、もう少し電子レンジがあるとランチの時間に生徒が助かると思う。
日本の教育の背景や今の状況を知ることができ、とても面白い授業でした。カナダに来て一番の収穫でした。内容的
には大満足の４週間の授業でした。ありがとうございました。
ありがとうございました☆
この留学で何か形に残るものがほしいと思い今回このコースを受講しました。このコースは資格をとるだけでなく教育
に関すること発音などの練習などすごくためになる授業でした。このコースを受講し終えて子供たちに英語を実践で
教えたくなりました。本当にCarinaとあさみさんが先生そしてこのメンバーの生徒で受講できて良かったです。すごく濃
い2週間でした。
日本に帰国したら小学校で教えられるように、カナダにいる間に現地の小学校や幼稚園などのボランティアに参加し
て少しでも教育現場に近い所にいようと思います。この講座を受け、今まで忘れかけていた向上心というものを取り
戻した感じがしました。この資格を生かし、故郷での英語教育発展に貢献できるような人材目指して頑張ってみたいと
思います。
なにか資格を取って帰ろう、ぐらいの気持ちで受け始めましたが、日本に帰ってこの資格を使い子供たちに英語を学
ぶことの楽しさや大切さを教えたいと思えるようになりました。ほんとうにありがとうございました。
大変満足のいく内容と価格です。おすすめ！
Thank you for everything. I had a great experience. I gonna miss you,
It was very interesting for me!!thank you so much. i had great time!! It was very interesting for me!!
楽しかったです。プレゼン（実習）が多いいので、有効的な授業でよかったです！ただ、準備の時間が短いのが。。。
苦しかったです。ありがとうございました。
It was so fun and good for me! I don't think I'm gonna be an English teacher but I wanna use English for my
work! I am satisfied with this course! Thank you so much!
英語を教えるのは大変。
I spent good time!! I've never studied teachers' lesson for children.
４週間お世話になりました。IH Vancouverで本当によかったです。絶対この資格を使って日本で働けたらと思います。
ありがとうございました。
J-SHINEが実際どれほど日本の小学校の現場で浸透しているかはっきり知りたい。そしてどのように啓蒙しているか
。ihvanのこのプログラムは非常にいいと思うので続けていってもらいたい。講師の質が高いと思う。
このコースはお勧めできます。楽しかったです。
想像以上に内容が深くて、とても楽しみながら勉強することができました。日本に帰国して、この資格を使ってどんど
ん経験を積んでいけたらいいなと思います。本当にありがとうございました。

