
Test Results
How did you do?
The results are ok. They could have been better. Some students were excellent, but others did very poorly. 
Most students can improve significantly. 

The first four marks should be very easy. Confidence and presentation are earned by answering quickly and 
confidently. Stand up straight and make eye contact. Use a loud and clear voice. If you are nervous, do not 
show it by looking in many places and fidgeting. 

The next six marks are for answers, two for each of three questions. 2 points is earned from a quick and 
correct answer. 1 is earned if you struggled, but fought to get close to the right answer. 0 is earned if you 
failed to get close to the right answer. Effort means a lot.

All questions are very simple and the test is easy if you spend time regularly doing homework and pay 
attention in class. A little studying at home, reviewing material, will improve your marks significantly.

I believe in every student, and I see in you the potential to achieve personal greatness, and to improve 
yourself. You can do very well, if you believe in yourself and do not give up. ALL of you.

Competition
The publicly posted test results are not meant to encourage competition between students. You can see 
how you do compared to others, but you should not feel like you are a better or worse person if your scores 
are different. However, if you are noticeably below others, you can see that it is possible for you do do 
better.

The person you should always be comparing yourself to first and most, is yourself. Can you do better than 
you did? Can you raise your level? The answer is almost always yes. 

Why should you try? To prove to yourself that you are capable. To practice doing your best. To become a 
stronger, more successful person. 

Why Improve Your English?
English can open many doors in your future, and can be used to significantly improve or change your life. 
Other languages can do the same. Studying a language helps you better understand how to communicate. 
Speaking well is a skill and requires patience and dedication. These are excellent character traits, and this 
is a chance to develop them. Learning more languages gives you access to more people, more ideas, more 
entertainment, and more wisdom. This allows you to become a more complete person and enjoy life in new 
ways. 

Each assignment, homework or test is an opportunity to grow and develop yourself. Time passes quickly, 
and so do these opportunities. If you waste them, the only one who loses out, is you. Be good to yourself. 

Try Again?
Would you like to try again? Students can take the test again. We will accept your highest 
test score.
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English Speaking Test
インタビューテストの結果について

どんな感じでできた？
結果はよかったです。より良くなっています。すばらしい結果の人もいれば、しかしながら出来
が不十分だった人もいます。大半の人はかなり上達しています。

態度点は、とても簡単に得られたはずです。自信と表現力は、すばやく、かつ堂々と答えること
で表されます。まっすぐ立ち、視線を合わすこと。大きくはっきりとした声で話すこと。もし緊
張しても、いろんな場所をキョロキョロ見たり、もじもじしてはいけません。

３つの質問は、答えを出すことで得点を得られます。（各問で）２ポイント得た人は、早く正し
く答えた人に与えられます。１ポイントの人は、なかなか答えられなくても、正しい答えに近づ
こうと頑張っている人が得られます。０ポイントの人は、それを怠った人です。努力すれば得点
につながります。

全ての質問はとてもシンプルで あり、君がきちんと宿題をした
り授業に集中していれば、この テストも簡単です。家で少しで
も教材を見ながら勉強しれば、 君の点数ももっと上がるでしょ
う。

僕はみんなを信じているし、君 たち個人個人の大きな目標を達
成し、そして君たち自身を成長 させることができるとわかって
います。君が君自身を信じ、あ きらめなければ、うまくいきま
す。全ては自分次第だ。

再チャレンジする？
もう一度挑戦してみませんか？再テスト
をすることができます。髙かった方の点

数を採用しようと思っています。
１２月１０日・１１日

昼休み



競争
みんなに知らされているテストの結果は、生
徒同士での競い合いをけしかけるものではあ
りません。他人と比較することはできるけれ
ども、もし成績が違っても、君が良い人かそ
うでないかという考えはするべきではありま
せん。しかし、もし他の人より明らかに下
回っていたら、君が成長することができると
受け止めることが出来ます。

君がいつも初めに、最も、比較すべきは自分
自身です。以前の君より成長できています
か？君のレベルは挙がっていますか？答えは
いつもたいてい“Yes”です。

なぜ挑戦すべきなのでしょう？可能性がある
君自身を成長させるためです。そしてベスト
を尽くすために練習するためです。強く、そ
してもっと成功した人間になるためです。

なぜ君の英語は発達するの？
英語は将来に続くたくさんのドアを開けるこ
とができます。そして、君の人生を明らかに
良くしたり変化させたりするために使われま
す。他の言語でも同じです。言語を勉強する
ことは、コミュニケーションの方法をもっと
理解する手助けをします。上手に話すことは
一つの技術であり、根気とやる気を必要とし
ます。これらはあうぐれた特色ある個性であ
り、この個性をもっと発展させるチャンスで
もあります。言語をもっと学ぶことは君に多
くの人々・考え方・楽しさ・知恵を与えま
す。これによって、君がより完璧な人間にな
り、新たな方法で人生を楽しむことができま
す。

それぞれの課題、宿題、またテストは君自身
の成長と発展を手に入れる機会です。時間と
それらの機会は速く過ぎていきます。もしこ
れらを無駄にしたら、負け組になってしまう
のは君です。君自身のために、頑張ろう。



Class # - #

Name
or

Student Number

Confidence 
and 

Presentation
(body 

language)

Question
1

Question
2

Question
3

Total
/10

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0

10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0

Average 平均 0


