
2021 年 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

派遣先大学 

 

Central Queensland University 

実施期間 9.Aug.2021～27.Aug.2021 （3Weeks） 

 

◆参加理由 

Q．参加しよう思った理由を具体的に教えてください。 

英語での交流の機会を得るため。 

 

Q.応募先を選んだ基準は何ですか？ 

研修期間とレベルが合っていると感じたから。 

 

◆クラス分け、オリエンテーション、課外活動について 

Q.クラス分けの方法

について 

特になし Q.ご自身のレベルは

どのくらい？ 

中級 

 

 

Q.クラスの人数は？ 5 人以下 

 

Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

8-9 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

インド人 1 人 

 

Q.オリエンテーションの内容を具体的に教えてください。 

 

授業で使用する ebook と teams の説明後、各自の自己紹介。 

◆現地学生・クラスメイトとのコミュニケーションについて 

Q.現地の学生との交流タイムはありましたか？  

ブレイクアウトルームを使用したグループワーク。 

Q.クラスメイトとのコミュニケーションは取れていましたか？ 

グループワークで会話する機会が多くあった。 

 



◆授業・学習内容について 

Q.スケジュールを具体的に教えてください。 

午前中 2 時間会話を中心、午後 2 時間リーディングを中心とした授業。 

 

Q.授業ではどのような教材を使いましたか？ Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

電子教科書、ホワイトボードを使用した授業。 毎日。 

Q.授業内容はどのようでしたか？具体的に教えてください。 

会話中心の授業、グループワークで文法や用語の確認を行う。 

 

Q.発話時間はどのくらいありましたか？ 

毎日 3 時間以上。 

 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

友人などの会話で使用するカジュアルな会話についての授業。 

 

Q.あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

雑談を含めてどういったことがあったのかを話す時に普段使わない様々な表現を考えるこ

とが多く充実していた。 

 

Q.あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

英語の発音が国によって自分の想像より異なっていたこと。 

 

◆学習システム及び期間について 

Q.期間については、どのように感じましたか？ 

ちょうどよかった 

Q.リアルタイムの設定時間はどうでしたか？ 

ちょうどよかった 

◆今後の課題とプログラム参加後の自己評価について 

Q.参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

自分の英語に自信を持って、相手に伝たえることができると考えて話を進める力が伸びた

と考えている。 

Q.今回参加し一番学んだことは何ですか？ 

難しい表現を使うことがネイティブな英語に伝わると考えていたが、基本的な文法を応用し

て使うことでも十分に伝わると言うことを学んだ。 



Q.直面した問題は何ですか？ 

頭で理解していても実際に会話にならないことが多くあった。 

 

Q.今後の課題は見つかりましたか？それを具体的に教えてください。 

勉強したことを実際に会話で出すことができないことが多くあったので、身にしていく上で

の勉強方法を見つけることが課題だと感じた。 

 

Q.参加するにあたり、事前に準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

今までに習った基本的な文法の部分を復習しておくことでより充実した研修になると感じ

た。 

 

Q.参加してよかったと思う事は何ですか？ 

英語を話す機会が増えただけでなく、今後の英語学習で必要な部分を見つけることができ

たことがこの研修に参加して最も良かった部分だと感じている。 

 

 

◆その他 

Q.これから参加する学生へのアドバイス 

語学の向上につながるだけでなく今後学習していく上での必要な部分を見つけることがで

きるので、早い段階で参加しても後悔しないと思います。 

 



2021 年 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

派遣先大学 

 

Central Queensland University 

実施期間 9.Aug.2021～3.Sep.2021 （４Weeks） 

 

◆参加理由 

Q．参加しよう思った理由を具体的に教えてください。 

中々このような機会がないので経験として参加したかったため 

 

Q.応募先を選んだ基準は何ですか？ 

英語の基準が自分に合っていると思ったから 

 

◆クラス分け、オリエンテーション、課外活動について 

Q.クラス分けの方法

について 

クラス分けは無かっ

た 

Q.ご自身のレベルは

どのくらい？ 

初級 

 

 

Q.クラスの人数は？ 5 人以下 

 

Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

8-9 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本人４人、インド人１人 

 

Q.オリエンテーションの内容を具体的に教えてください。 

それぞれの自己紹介のあと、今後の授業の進め方の確認、teams の入り方のレクチャーを

行なった。時間は１時間程度だった。 

◆現地学生・クラスメイトとのコミュニケーションについて 

Q.現地の学生との交流タイムはありましたか？  

無かった 

Q.クラスメイトとのコミュニケーションは取れていましたか？ 

私自身英語が話せないが、周りの人達は日本人が多かったので助けてくれた。単語だけでも

いいので話すようにすると伝わった。 



◆授業・学習内容について 

Q.スケジュールを具体的に教えてください。 

午前９時半から zoom によるリアルタイム授業、11 時 30 分から 12 時までブレイクタイ

ム。その後 14 時までによるリアルタイム授業 

 

Q.授業ではどのような教材を使いましたか？ Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

主にテキストでした。テキストを軸に先生が作

成したプリントも授業で取り扱いました。 

毎日 

Q.授業内容はどのようでしたか？具体的に教えてください。 

主にテキストを中心に授業を行なっていた。初めの 30 分は雑談程度の軽いトーク。 

 

Q.発話時間はどのくらいありましたか？ 

毎日 3 時間以上 

 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

CQU はオーストラリアなので、オーストラリアならではの様々な英語の省略の授業は面白

かった。 

 

Q.あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

質問書き取れる様になったりその質問を正しい文法を使って答えることができる様になっ

て行く自分の成長を実感することが良かった。 

 

Q.あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

コミュニケーションを取ることです。やはりコミュニケーションが取れないと授業やディスカ

ッションもうまく進まない。 

 

◆学習システム及び期間について 

Q.期間については、どのように感じましたか？ 

ちょうどよかった。 

Q.リアルタイムの設定時間はどうでしたか？ 

授業時間が長かった。 

 

 

 



◆今後の課題とプログラム参加後の自己評価について 

Q.参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

リスニングとスピーキングは伸びたと感じました。ほぼ毎日英語を聞いたり話したりするの

で必然的に身につきました。英語以外の面ではメンタルも強くなったと思います。慣れない

場面で英語を使ってコミュニケーションを取ることは簡単ではないからです。 

 

Q.今回参加し一番学んだことは何ですか？ 

英語が文法的に話せなくてもしっかりと話すことです。黙っていては相手に何も伝わらない

が、単語だけでも発することで伝わることはありました。間違いを恐れていたら何も話せか

ったです。失敗を恐れずに話すことが大事だと研修を通して学びました。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

相手が何を言っているのか聞き取れないことでした。リスニング力が足りずに参加したため

とても大変でした。参加して行くうちに聞き取れる様になったが、慣れるまで大変でした。 

 

Q.今後の課題は見つかりましたか？それを具体的に教えてください。 

正しい文法を使って会話をすることです。今回の研修では正しい文法を使ってコミュニケー

ションを取ることが中々出来なかったため。今後は文法を意識をして勉強に取り組みたいと

思います。 

 

Q.参加するにあたり、事前に準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

リスニング力を事前にしっかり鍛えることです。何を言っているのか分からないと英語が話

せても答えることが出来ないからです。事前に沢山勉強をしておくことがおすすめです。私

は勉強をしないで痛い目を見ました。 

Q.参加してよかったと思う事は何ですか？ 

普段関わることが出来ない人と会話をすることができる。提携している学校の国の文化を

知ることができるからです。毎日新しい知識を取り入れることが出来たので楽しかったで

す。 

◆その他 

Q.派遣先校からの参加前情報は十分でしたか？ 

十分でした。 

Q.これから参加する学生へのアドバイス 

参加に迷っているなら絶対参加した方がいい。英語ができなくても参加する価値はあると

思います。話せなくても同じクラスメイトが優しく手助けをしてくれます。私は何回も助けら

れました。参加して学ぶことは沢山あるのでおすすめです。 



2021 年 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

派遣先大学 

 

Central Queensland University 

実施期間 9.Aug.2021～3.Sep.2021 （４Weeks） 

 

◆参加理由 

Q．参加しよう思った理由を具体的に教えてください。 

派遣語学留学に向けて語学力を高めるため。 

 

Q.応募先を選んだ基準は何ですか？ 

留学費が妥当だと思ったから。 

◆クラス分け、オリエンテーション、課外活動について 

Q.クラス分けの方法

について 

クラス分けはなかっ

た。。 

Q.ご自身のレベルは

どのくらい？ 

わからない（クラス分

けがない） 

 

 

Q.クラスの人数は？ 5 人以下 

 

Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

8-9 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

インド人 1 人 

 

Q.オリエンテーションの内容を具体的に教えてください。 

zoom の入り方や授業内で使う teams の設定、参加者の簡単な自己紹介 

 

◆現地学生・クラスメイトとのコミュニケーションについて 

Q.現地の学生との交流タイムはありましたか？  

グループワークの時に一緒に参加して話すことができた。 

Q.クラスメイトとのコミュニケーションは取れていましたか？ 

グループワークの時間が何度もあり、仲良くなれた。 

 



◆授業・学習内容について 

Q.スケジュールを具体的に教えてください。 

午前中 2 時間、午後 2 時間のオンライン授業。 

 

Q.授業ではどのような教材を使いましたか？ Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

speak out という教科書を使った。 毎日,30 分程度 

Q.授業内容はどのようでしたか？具体的に教えてください。 

ボキャブラリー、会話、文法、ライティング、リーディング、リスニングなどまんべんなくやっ

た。 

 

Q.発話時間はどのくらいありましたか？ 

毎日 2 時間以上 

 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

授業内でオーストラリアの人が使う英語（略語など）を学習したこと。日本の学校では略語を

習うことがないのでとてもためになった。 

 

Q.あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

研修中に時間が余ったので現地の学生と各国の食べ物を紹介しあったことがあったのです

がインドやオーストラリアの食べ物をしれました。 

 

Q.あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

現地の学生の人との会話が難しかった。インド出身の人だったのですが訛りが強くて聞き取

るのが大変だった。 

 

◆学習システム及び期間について 

Q.ZOOM や学習システム（LMS）での学習はスムーズでしたか？ トラブルがありました

か？ 

回線が混む時間は何度か zoom が落ちました。 

 

Q.期間については、どのように感じましたか？ 

ちょうどよかった 

Q.リアルタイムの設定時間はどうでしたか？ 

ちょうどよかった 

 



◆今後の課題とプログラム参加後の自己評価について 

Q.参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

今までは会話力が低く間違った文法で話すことが多かったですが先生が授業内で何度も指

導をくれたおかげで正しい文法で話せるようになりました。 

 

Q.今回参加し一番学んだことは何ですか？ 

英語の勉強の仕方を学びました。インプットよりもアウトプット重視でした。これから語学を

勉強するときはアウトプット重視で勉強したいと思います。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

文法の勉強です。日本で習ったのとギャップがあった。 

 

Q.今後の課題は見つかりましたか？それを具体的に教えてください。 

スピーキング力が足りないと思いました。自分が言いたいことをうまく説明できなかったり

単語が出てこないことが多かったです。 

 

Q.参加するにあたり、事前に準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

授業では日本の現状を聞かれることが多いので、自国のことは常にジャンル問わずに知って

おいたほうがいいです。答えられないと恥ずかしいです。 

 

Q.参加してよかったと思う事は何ですか？ 

高校までの受験英語とは違った、普段の会話で使えるような英語を学ぶことができました。

どんなにフォーマルな英語を習っても普段使うのは友達や家族との会話です。カジュアルな

英語を学んだことで会話力に少し自信がつきました。 

 

◆その他 

Q 派遣先校からの参加前情報は十分でしたか？ 

時間帯の発表が遅かったです。 

 

Q.これから参加する学生へのアドバイス 

一日 4 時間という少しハードな研修ですが留学に行ったときに絶対に役立つ授業でした。

今回はオンラインでの授業でしたがそれでも役に立ったと感じるくらいです！！！ 

 

 


