
5 3 1 0

Wonderful! OK You can do more.

よくできていました。課
題をしっかりこなしていた
と思います。だから嬉しく思
います。もっと自分に自信を
持ってかまいません。頑張
れる力があるので、それを
習慣にしてください。あなた
たちがもっと努力したら力
がどんどん伸びると思いま
す。

うまくできていました。た
だし、あなたがもしもっと
自分で頑張り続けるなら
ば、あなたにはまだ成長す
る力があるということを忘
れないでください。努力を
することを忘れずに。まだま
だできます。

だいたいできていました。
でも、まだまだできそうで
す。もう少し努力したら良い
ものが出来上がったと思い
ます。自分で「ここまででい
いかな？」と思ってするの
と、「もう少し頑張ってみ
ようかな」と思ってするの
とでは違いますよね？
だから、次の機会には、
もっと上のレベルを目指し
てチャレンジしてみてくださ
い。

あまりできていませんでし
た。所々、必要事項が抜け
ているところがありまし
た。課題をしっかり理解し
て取り組みましょう。今、
０点でショックを受けてい
るならば、次の機会は頑張
れるでしょう。もしあなた
が努力するなら、いくらで
も力は伸びます。
信じています。一緒に頑張っ
ていきましょう。
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Point Explanations
These were attached to assignments when returned to students. The aim is to provide feedback with 
guidance and encouragement for future assignments. 

5 - You exceeded the assignment with wonderful work. Your effort, skills and final product reflect a 
great attitude. We're very proud of you! You should be proud or yourself and know you are capable of 
continuing to shine. Excellence is a habit. We believe in you. We know all students are capable of this if 
they really try, and want to be this kind of person.

よくできていました。課題をしっかりこなしていたと思います。だから嬉しく思います。もっと自分に自信を持ってか
まいません。頑張れる力があるので、それを習慣にしてください。あなたたちがもっと努力したら力がどんどん伸びる
と思います。

3 - You did what was asked and well. Be happy with yourself, and don't forget that you still have room 
to grow if you continue to invest in yourself. Keep up the good work.

うまくできていました。ただし、あなたがもしもっと自分で頑張り続けるならば、あなたにはまだ成長する力があると
いうことを忘れないでください。努力をすることを忘れずに。まだまだできます。

1 - You may or may not have completed all that was asked, but the end result was poor. Effort is low, 
attitude bad, and your final product is far less than you're capable of. This level of behaviour, should it 
continue, leads to lower quality of life, unhappiness, frustration and anger. You are voluntarily preventing 
your own development and education, standing in your own way of becoming a better person and being 
able to take advantage of opportunities in your future. You know you can do better. We know you can do 
better and believe in you. We expect better and hope you will push yourself harder in the future, for your 
own sake. Believe in yourself.

だいたいできていました。でも、まだまだできそうです。もう少し努力したら良いものが出来上がったと思います。自
分で「ここまででいいかな？」と思ってするのと、「もう少し頑張ってみようかな」と思ってするのとでは違いますよ
ね？
だから、次の機会には、もっと上のレベルを目指してチャレンジしてみてください。

0 - You did nothing, you get nothing in return. In life, you get out what you put in. Therefore, you can 
have a happy future, even make your dreams come true, if you put the effort in.
You get out of life what you put in, effort equals what you earn. Is this a one time event, or something 
you do often? If it's often, you should be very worried. You are capable of so much more, yet earning a 
zero when given an opportunity to earn more for yourself, is simply failing yourself. Try harder next time, 
we know you can do better. Believe in yourself. We believe in you.

あまりできていませんでした。所々、必要事項が抜けているところがありました。課題をしっかり理解して取り組みま
しょう。今、０点でショックを受けているならば、次の機会は頑張れるでしょう。もしあなたが努力するなら、いくら
でも力は伸びます。
信じています。一緒に頑張っていきましょう。


