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My name is Sho Kato. I am studying English Plus Health &
Social Care at Guildford College. It goes without saying that
I have spent quality time here. There are several reasons
why I would recommend this College to you.
Firstly, all teachers are quite conscientious, sincere and
friendly. They are experts at teaching. Therefore, all classes
are beneficial and interesting to me, and what’s more, all
classes are enjoyable every time. In addition, teachers
always correct mistakes with my speaking, even
pronunciation. This is quite beneficial to me as one of my
problems is pronunciation. There are several classes of
different levels in English so that you can study in a proper
class. The teacher gives you good advice to improve your
English through a private tutorial, which you have once
a month.
Secondly, the staff of the international office are also very
kind, helpful and friendly. They organise excursions around
Guildford once a month. It enables you to take a trip at a
reasonable price. And also, in my case, they often arrange a
chance to visit a nursing home, as I am interested in nursing
homes in England. I have got precious experience through
this opportunity.
Finally, there are a lot of resources to help your study such
as books, magazines, newspapers, DVD and so on in the
library. You can also use a computer whenever you want.
Furthermore, there are some convenient facilities like a
food court, gym, and hairdressing salon in the College.
Guildford is a peaceful and convenient town and also an
excellent location close to London and two international
airports. So you will not have any problems with
staying here.
I have got a great experience in Guildford College and it
would be a precious fortune in my life. I would like to
expand my horizons before getting a job in Japan.

私はギルフォードカレッジで、英語と社会福祉に関する勉強をしています。と
ても価値のある時間を過ごせているということは言うまでもありません。ギル
フォードカレッジを薦めるにあたり、いくつかの理由があります。
一つ目として、どの先生も皆とても良心的であり、誠実で親しみやすいという
ことが挙げられます。先生方は教育の熟練者であります。したがって、当然授
業は私にとって有益で、興味深いものであり、何より毎回楽しむことができま
す。それに加え、先生は会話だけでなく発音さえも誤りを丁寧に指摘してくれ
ます。これは、正しい発音を身につけることが一つの課題である私にとって、
非常にためになっていることであります。英語のクラスはいくつか異なるレベ
ルがあり、自分に適したクラスで勉強することができます。月に一度、個人面
談の機会が設けられ、そこでは自分の英語を改善するために先生から的確な助
言を頂けます。
二つ目として、インターナショナルオフィスのスタッフの方々も皆とても親切
で親しみやすく、どんな時も助けになってくれます。月に一度の小旅行も企画
してくれるため、手頃な金額で旅行することができます。また、私の場合、イ
ギリスの老人ホームに興味を持っている関係で、スタッフの方々はいくつかの
老人ホームへ訪問する機会を整えてくれます。これを通じ、私はとても貴重な
経験を得ています。
最後に、図書館には本や雑誌、新聞、ＤＶＤなど、勉強に役立つ様々な資料が
揃っています。また、コンピュータはいつでも使用することが可能です。さら
に、食堂やジム、美容室など、便利な施設もカレッジ内にあります。
ギルフォードは穏やで、利便性の高い町であります。また、ロンドンや二つの
国際空港までのアクセスも容易であり、非常に恵まれた環境に位置しています
。そのため、ギルフォードでは何の不自由もなく生活を送ることができます。
私はギルフォードカレッジで素晴らしい経験を得ています。そして、それは私
の人生にとって貴重な財産の一つとなることでしょう。日本で社会人になる前
に、自分の視野をさらに広げていきたいと考えています。

