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ログイン

こんにちは ゲストさん

 

初めての方へ

Weblio英会話とは

参加までの流れ

よくある質問

はじめに・無料レッスン

レッスン内容

講師について

プラン申込・お支払い

予約・キャンセル・振替

レッスン受講・トラブル

登録変更・解約・退会

その他・お問い合わせ

サービス提供会社

他社との違い

特定商取引法に基づく表示

出身国: フィリピン

居住国: フィリピン

他の講師を見る

講師名 Kitty 先生

性別 女性

生年月日 1992年11月9日

対応言語 Standard English, British English, オススメ講師, Japanese (Basic),

Video Lesson

レッスン 発音(Pronunciation), 文法(Grammar), 資格(Qualification), ビジネス

(Business), 観光(Sightseeing), フリートーク(Free Talk), 子供向け

(Kids), 留学(Studying Abroad), TOEIC(TOEIC), 語彙(Vocabulary)

自己紹介 Hello everyone! I'm Teacher Kitty, I took up BSICT and

graduated in Pangasinan State University. 

I will help you to speak out whatever it is in your mind. I will

guide you and provide accurate response. I'm fun and creative

to talk with so you will surely enjoy our class. 

I have been teaching online for about 5 years now. This

experience helped me to understand various cultures,

appreciate individual differences, and identify my students'

needs and potentials. 

Learning English is like learning a musical instrument- you

should not only learn it, you also have to practice it! 

I do believe that if you love what you are doing, you won’t get

tired doing it. And I assure you that I will never get tired of

teaching you and I will also make your learning experience easy

and enjoyable. See you in my class Matta ne!... :) 

経歴・資格 ■ スタッフから 

こねこせんせい先生は、卓球、バスケ、バトミントンが好きなスポーツ少女。勘

が鋭いので、生徒の言いたい事を直ぐに察することができます。クリアな発音

やアクセントにも定評があります。こねこせんせい先生のレッスンは初級から

上級の方まで幅広く人気があり、明るい性格なので継続的に受講していても

飽きる事はありません。また、流暢な英語を話すので、スピーキングやリスニン

グのレッスンでもご満足頂けます。 

 

 

■ 講師のタイプ  

日本語レベル上級 

キッズ英会話が得意  

ビジネス英会話が得意 

TOEICテスト対策  

フリートークが得意

講師ビデオ

講師詳細

Kitty 先生のプロフィールKitty 先生のプロフィール
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I’msorry I can’t Atend today lesson.

He is so powerful and energetic when she taught me English!

I felt 25 min passed in an instant. I enjoyed talking about the article: "Breakfast is not as important

as you think". MsKitty.

She's the most cuties

発音がとてもきれいです。 毎回articleをやろうとするのですが、free talkが盛り上がってしまいやらないことが多いです。

free talk向きの先生です。

Kitty先生めちゃくちゃ良かった！すごい綺麗だし、優しくて丁寧だし、スピードもあってすごくいいです、また絶対リピートした

い！

彼女のレッスンはいつも楽しくて最高の先生です！

可愛くて優しくて頭も良い、全て兼ね備えた本当に素晴らしい先生です。 知識も豊富な先生なので色々な話題でフリートーク

が楽しめます。 25分ではあまりにも あっと言う間です。

Kitty先生はとても可愛くて優しい素晴らしい先生です。発音も素晴らしい。ちょっと早口なのが初心者の私には問題ですが、

それはそれでまた良し。

とても明るくて可愛らしい先生でした！話すスピードが早いので、はじめはちょっと戸惑いましたが、私がわからないというとす

ぐにタイプしてくれる優しい先生です。

彼女はとてもかわいい親切で素晴らしい教師です。 私は彼女のレッスンにとても満足しています。 私は彼女が完璧な英語の

先生だと思う。

彼女は親切丁寧で明るい性格の素晴らしい女性でした。 私は彼女のレッスンにとても満足しています。 初心者にとって完璧

な英語の先生だと思います。

今日が初めてのレッスンでしたが、彼女との話が楽しくて25分間があっという間でした。発音がとても素晴らしく、また短い間

に英会話の基本を的確に指導してくれてすごく感謝しています。また必ず彼女のレッスンを受けたいと思います。今日は本当

に楽しい時間を過ごせました。

美人。本人は否定していましたがかなりイギリス系アクセントでした。使い分けができるのかも。「私には興味がないでしょうか

ら教材に行きましょう」と言うので慌てて否定してそのまま最後までフリートークをしました。日本人とのフリートークが好きなの

かも。若きサムライたちの健闘を祈る。

時間間違い

すごい。彼女は、日本語をよく知っている。

発音も綺麗な先生です。また、レベルに合わせて臨機応変に会話内容を変えてくださるので安心です。

美人でかわいらしい先生です。個人的な印象ですが、発音がフィリピンというよりも、中国人ぽかったです。リスニングの勉強

になりました。

明るい先生です。英語での交渉のロールプレイという、私にとっては難しい題材でしが、先生がよくガイドしてくれました。

レッスンに関しては申し分ないです。キレイな発音で、的確なアドバイス。良くないのは新システムとの相性。新システムで2回

レッスンしましたが、共に音声が途切れる。以前のスカイプの方がましだという事です。

Kitty先生は、元気があって、楽しく授業が受けられます。英語が苦手でも親切に教えてくれます。

It was very good.easy!

電波の調子が悪くても、明るくレッスンしてくれましたよ

こちらが理解できないことがあっても、きちんと待ってくれて心強かったです＞∀＜

笑顔で、丁寧にレッスンしてくれました＾＾

Teacher KittyTeacher Kitty

Kitty 先生のクチコミKitty 先生のクチコミ

https://www.youtube.com/watch?v=tGm22y1S14U
https://www.youtube.com/channel/UCvqRD9bbw795Zd8tMAf-1EQ
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明るい先生でした！！

英語力はすごい。イギリス、オーストラリア英語の発音の特徴を教えてくれて、アメリカ英語になれた自分でもブリティシュの発

音の聞き取りが少し楽になった。次回はライティングも教えてもらいます。

とてもフレンドリーでよい先生です。ずっと会話でしたがあっという間の時間でした。

明るくて、楽しい先生です。

とても明るい先生で、話しやすかったです。

明るくてレッスンの進め方も上手で25分があっという間です。イギリス英語をまずはナチュラルスピードで話してくれて、こちら

が聞けるスピードに合わせてくれました♪

きょうはイギリスのサイトでのレッスンでしたが、綺麗なイギリス英語も話されるんですね。使い分けができるなんてすごいで

すね！正当なイギリス英語！ってかんじでカッコ良かったです^^

hello

とても綺麗な英語で話されリスニングが鍛えられました。明るくてかわいらしい先生で、娘のように親近感を覚えました。ぜひ

また受けたいと思います。

口コミどおりの明るくて楽しいレッスンでした。 若いのにとてもしっかりとした先生です。

-

Kitty先生の授業はノリが良く、非常に楽しいです。日本語も話せるので初心者にもお勧めです。ただし、たまにすっぽかしが

あったり、突然の空白期間（接続不可期間）があったりと、安定して予約できない点があるのが少し残念です。

間違っている発音を丁寧に教えてくれたりして、とても勉強になりました！

Nice teacher for conversation training

Kitty先生は、一生懸命教えようとする熱意が伝わってくるので、私も前向きに頑張ることができます。

フレンドリーで楽しくレッスンを進めてくれます。

私がほとんど英語がわからないにも関わらず、諦めないで英語で話してくださいました。感じのよい先生でした。

発音がとてもきれいな先生です。また、英会話初心者の私にも非常に優しく丁寧に教えてくださいました。

She taught me how to pronounce of some words. It's good prectice for Japanese,I think.

明るい先生で楽しくレッスン出来ました。

She is a gentle and friendly teacher. So I like the atmosphere that she has.

« 2019年3月 2019年4月 2019年5月 »

日 月 火 水 木 金 土

31

09:00 終了

09:30 終了

10:00 終了

23:00 終了

23:30 終了

1

09:00 終了

09:30 終了

10:00 終了

2

09:00 終了

09:30 終了

3

09:00 終了

09:30 終了

4

09:00 終了

09:30 終了

5

09:00 終了

09:30 終了

6

09:00 終了

09:30 終了

7

09:00 終了

09:30 終了

10:00 終了

8 9

10:00 終了

10 11 12 13

09:00 終了

09:30 終了

14

09:00 終了

15 16 17 18 19 20

09:00 予約あり

Kitty 先生のスケジュールKitty 先生のスケジュール
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