
2022 年 夏季 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

学年 3  

学部 学科 経済学部 現代ビジネス学科 

研修先大学（コース名） カリフォルニア大学サンディエゴ校 

研修期間 8/1～ 4 週間 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

海外の文化に触れ、生きた英語を学びたかったから。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

サンディエゴの気候と、UCSD の校風に惹かれたから。 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

ホストファミリーのお迎え 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

オンラインテスト Q.その結果ご自身のレ

ベルはどのくらい？ 

少し低い（少し簡単

に感じる） 

Q.クラスの人数は？ ～10 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

10 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本 

 

◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

先生紹介、学校案内、授業内容確認 

Q.課外活動はありましたか？ ある 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

クリーンアップボランティア 



◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

少人数で先生との距離も近く、質問しやすい授業だった。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

Top Notch 2、配布プリント 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

ちょうどいい; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

ゲストスピーカーのボランティア団体の話や蛇との触れ合い。 

 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

クラスや学校でできた友達と観光に行ったこと。 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

言葉の壁を感じ、上手くコミュニケーションが取れなかった事。交通機関の乗り換えが大変

だった。 

 

◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

図書館;教室;グランド;カフェテリア; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

どの施設も集中して学習出来る環境が整っていたから。 

 

◆ホームステイ先・寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

部屋;食事;立地; 

Q.上記を回答した理由 

バス停まで近く、移動しやすい。また、清潔な家で毎日の夕食も美味しかった。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

住んでいる地域や学校周辺は治安も良く、綺麗だった。毎日晴れていて気持ちの良い季候

だった。 

 



◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

クラスや校内で出来た友達とサンディエゴ内の観光したり、ビーチへ行ったりした。 

 

Q. 研修中・研修前後で旅行・観光に行きましたか？ 

行った 

 

Q. 旅行・観光へ行かれた方は、具体的にどのような場所へ行かれたか、教えてください 

アナハイムへ野球観戦、ディズニーアドベンチャーパーク。ロサンゼルスハリウッドやビバリー

ヒルズ観光。 

 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

10 万以上 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

野球観戦やアミューズメントパークのチケット。洋服、靴、お土産など。 

 

 

◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

英語を聞き取る力や積極的に話そうとする力が身についた。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

何事にも積極的に取り組み、人とコミュニケーションを取ることの大切さ。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

英語力の問題。話したい言葉が上手く出てこなくて言葉に詰まってしまい、もどかしい思い

をした。 

 

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。 

語彙力、日常的によく使うフレーズを覚えること。 

 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

日常で使う英語フレーズを覚えること。 

Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え



てください。 

接種証明書を紙で用意し、学校からの用紙に記入した。 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

My SOS の登録。 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

あり 

Q. 具体的に教えてください。 

靴擦れ。日焼け 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

歩きやすいサンダル 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

何事にも恐れず挑戦してください。 

Q．その他 

 



2022 年 夏季 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

学年 2  

学部 学科 工学部 総合工学プログラム 

研修先大学（コース名） カリフォルニア大学サンディエゴ校 

研修期間 8/1～ 4 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

語学力を向上させるためです。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

カナダには一度行ったことがあったので、今回はアメリカに行ってみたかったからです。 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

自身で移動 

バスです 

 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

事前にクラス分けテ

ストがありました。 

Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

ちょうどよい 

Q.クラスの人数は？ ～10 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

10 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本 

 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

研修前に一度オリエンテーションがありました。授業で使う CANVAS というアプリまたは

ウェブサイトの設定や学生証の写真を送ることを説明されました。 

また、研修初日のオリエンテーションでは、まず大学内を見て回りました。その後、CANVAS

の基本的な使い方を教わったり、授業の受け方や進め方の説明を受けました。 

 

Q.課外活動はありましたか？ ある 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

大学側がいくつかのレクリエーションを用意していましたが、参加していません。 

 

 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

授業は文法のクラスと会話のクラスがあり、どちらも会話を中心に授業を進めていました。

教員は、課題についての質問とても親切回答してくれました。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

日本の授業で使うものと同じような教科書を使いました。 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

2，3 日に 1 度;ちょうどいい; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

ボードゲームを使った会話の授業、楽しく受けることが出来ました。サイコロを振りそのマス

に掛かれているお題に対して回答していき、ゴールを目指すといったものです。 

 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

バスを使って町の中を楽に移動することが出来ました。なので、自分の好きな時間で行動で

き、様々な観光場所に行くことが出来ました。 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

行きの時差ボケが大変でした。15 時出発の 10 時間ほどのフライトだったのですが、着い

たのが同じ日の朝だったので、徹夜明けのような感覚でした。飛行機の中で睡眠をとること

をお勧めします。 

 

 



◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

図書館; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

書籍の数も多くきれいでした。 

◆ホームステイ先・寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

立地; 

Q.上記を回答した理由 

バス停までも徒歩 8 分程度で、治安も良かったです。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

基本的に治安は良いのですが、ダウンタウンに行くと治安が悪いところがあります。気温は、

最高でも 25 度程度なので過ごしやすいのですが、直射日光に当たると熱いし日焼けもす

るので帽子を持っているといいと思います。朝は寒いくらいです。 

 

◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

バスで移動できる範囲で観光をしていました。 

 

Q. 研修中・研修前後で旅行・観光に行きましたか？ 

行った 

 

Q. 旅行・観光へ行かれた方は、具体的にどのような場所へ行かれたか、教えてください 

バルボアパークという巨大な公園に行きました。 

 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

7－9 万 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

食費、交通費、教科書、帰国用の PCR テスト、お土産などです。 

 

 



◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

リスニング力です。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

会話の文法と語彙です。 

Q.直面した問題は何ですか？ 

思っていることを正確に伝えることが出来ないことです。 

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。 

思っていることを正しく伝えるために表現の幅を広げることです。 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

英会話の練習をしておくべきだと思いました。 

Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

帰国用の PCR 検査を受けることが出来る病院を調べました。また、出国に必要だった

verifly の設定と、帰国に必要だった MySOS の設定を行いました。 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

日本クリニックという病院で帰国用の PCR 検査を受けました。その後、受け取った陰性証

明を MySOS にアップロードしました。 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

あり 

Q. 具体的に教えてください。 

大学の近くにあるブラックズビーチで、浅瀬を歩いているときにアカエイに足の甲を刺され

ました。海に入るときは、すり足で歩くことをお勧めします。 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

水筒です。 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

以外に何とかなるということを知っておいてほしいです。私は研修前では英語が全く話せな

かったので、緊張と不安でいっぱいでした。確かに、研修が始まって一週間ぐらいは、まった

く会話が出来ませんでした。しかし、2 週間たったぐらいからある程度話せるようになり、帰

国当日には、電車に乗ってるだけでしたが、一人でサンディエゴからロサンゼルスに行ける

ぐらいには英語が上達しました。なので、英語に自信がない人でも、授業は簡単なレベルも

用意されていますし、ぜひ興味を持った人は良い経験だと思って参加することをお勧めしま

す。 



2022 年 夏季 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

学年 3  

学部 学科 工学部 電気電子情報工学科 

研修先大学（コース名） カリフォルニア大学サンディエゴ校 

研修期間 8/1～ 4 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

英語を話し、自分の英語のスキルを高めたかったからです。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

観光地がたくさんあり、フリータイムなども楽しめると思ったからです。 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

ホームステイの会社の方に迎えにきて頂きました。 

 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

留学前に、オンライン

でテストを受けその

点数で分かられたと

思います。 

Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

ちょうどよい 

Q.クラスの人数は？ ～10 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

10 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本 

 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

神奈川大学でいう Webclass のようなサイトでの課題の提出の仕方などの使い方や、健康

に関することの説明をして頂きました。 

 

Q.課外活動はありましたか？ ない 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

課外活動は、ありませんでした。 

 

 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

テキストの問題を解き、先生に名前を呼ばれ回答したり、ゲームを用いて英語を使う練習を

したりしました。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

教科書 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

少ない; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

全ての授業です。 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

学校が終わり、観光スポットにたくさん行ったことが楽しかったですし充実した日々になり

ました。 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

コロナに感染し、隔離期間が大変でした。 

抗原検査キットをどのうように確保するかなどが大変でした。 

 

◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

カフェテリア;売店; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

売店には、日常生活で使う物を揃えることが出来ると思いますし、カフェテリアには様々な

お店があってどちらも楽しかったからです。 



◆ホームステイ先・寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

立地;部屋;食事; 

Q.上記を回答した理由 

バス停からそこまで離れておらず、治安もよかったからです。お部屋は、広くて、過ごしやす

かったからです。食事は、自分の好きな量をとる形式だったので、自分に合うように食べる

ことが出来、美味しかったからです。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

治安はよく、気候も暖かくよかったです。 

 

 

◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

観光地などに行きました。 

 

Q. 研修中・研修前後で旅行・観光に行きましたか？ 

行った 

 

Q. 旅行・観光へ行かれた方は、具体的にどのような場所へ行かれたか、教えてください 

ミッドウェイ、オールドタウン、シーポートビレッジ、ディズニーランド、ロサンゼルス、ビーチ

などです。 

 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

10 万以上 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

3 割ぐらいは、食事で 7 割は観光やお土産です。 

 

 

 

 



◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

積極性だと思います。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

自分から行動することの大切さです。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

コロナに感染したことです。 

 

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。 

積極性は、少しは伸びたと思うのですがもう少し自分から動くことを実践しないといけない

なと感じました。 

 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

リスニングの力を伸ばしておくことです。 

Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

ワクチン接種証明書、CDC の書類 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

陰性証明書 帰国する 3 日前にロサンゼルスの HIS で受けて、出してもらいました。

mySOS というアプリ。 手順に従い、入力し帰国する際にアプリの QR コードを提示しまし

た。 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

あり 

Q. 具体的に教えてください。 

コロナに感染したことです。 

隔離期間に、少しホームシックになったように思います。 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

特にありませんでした。 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

留学する前に自分が留学した後にどうなりたいかを考えて、留学している期間は悔いの残

らないように 1 日 1 日を大切にして様々なことに挑戦することが大切だと思います。 



2022 年 夏季 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

学年 2  

学部 学科 国際日本語学部 歴史民俗学科 

研修先大学（コース名） カリフォルニア大学サンディエゴ校 

研修期間 8/1～ 4 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

自分の英語がいかに通じないかを知るため。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

アメリカ英語に慣れるため。またスラングなど砕けた英語に触れる機会を得るため。 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

ホストファミリーによる自動車移動 

 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

留学プログラム開始

日前までのプレイス

メントテスト。 

Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

高い（難しい） 

Q.クラスの人数は？ ～20 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

4～5 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本、ドイツ、中国、台湾、韓国、フランス、イラン 

 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

Canvas(プログラムでの授業の内容や課題を見る為のサイト)の使い方、健康面でのヘル

プやサポート。 

 

Q.課外活動はありましたか？ ある 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

一度だけではあるが、毎週火曜日に行われる Conversation Club に参加した。サンディ

エゴ内の観光スポットなど比較的身近なトピックに対して学生同士で会話するものであっ

た。 

 

 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

授業の進め方は講義形式ではなく双方向からのアプローチが可能なものであった。質問や

相談事はかなりしやすいものであった。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

指定の教科書、Canvas に掲載された資料(パワーポイント的なものや参考動画など) 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

ちょうどいい;2，3 日に 1 度;1 時間程度; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

月曜日、水曜日、金曜日にグループごとに分かれてアメリカの学生と話す授業。 

 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

年齢や性別の垣根を超えて色々な場所に外出したこと。 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

自分の英語が伝わりきらなかったこと。 

 

◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

カフェテリア;売店; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

取り扱っている商品が豊富だから。 



◆ホームステイ先・寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

部屋;立地;食事; 

Q.上記を回答した理由 

大学との距離が程よく、部屋も個室対応であったから。また料理も体験談で見られるような

酷いものではなく、美味しかったから。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

暑くはあるが湿気がなく、とても過ごしやすい気候であった。 

 

 

◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

ほぼ毎日誰かしらと観光スポットなどに行っていた。 

 

Q. 研修中・研修前後で旅行・観光に行きましたか？ 

行った 

 

Q. 旅行・観光へ行かれた方は、具体的にどのような場所へ行かれたか、教えてください 

USS Midway(海軍航空博物館)、Balboa Park(動物園もある広い公園)、

SeaWorld(八景島シーパラダイスのような遊園地) 

 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

5－7 万 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

ホテル代、ご飯(昼食や時に夕食)代、テーマパークの入場料、お土産代。 

 

 

 

 



◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

他地域の訛りが入った英語を聞く力。また他の人が話した時の表現を取り込んで使う力。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

大学内だったからかもしれないが、そこまでスラングが多用されていなかったこと。大学外

では少し使用している人は見られた。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

英語が上手く通じきらなかったこと。また無視したので特に問題までとはいかなかったが

Chinese と言われたこと。 

 

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。 

申し訳ないと思いすぎずに英語を話すこと。 

 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

コミュニケーション能力と語彙。日本語の会話ですら恐怖心を持っているのでそこから脱却

すべきであった。授業中純粋に知らない単語が出てくることがあったので語彙は軽くでも入

れておいた方が良かったと感じた。 

Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

アメリカ政府や航空会社から提出を義務付けられている書類(ワクチン接種証明書やコンタ

クトトレーシングシート)。 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

自分はプログラム終了後の旅行がないので大学内で PCR の予約をし、大学内の

Student Health という場所で医者に陰性証明の書類に署名等をしていただいた。書類

は厚生労働省ホームページからダウンロードできるものを使用。 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

あり 

Q. 具体的に教えてください。 

プログラム終了 2 日前の授業で精神的に耐えきれなくて途中退席した。 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

大概持っていったので特になし。 

 

 



◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

正直座学だけができるタイプ(テストの点数だけ良いタイプ)よりも、会話をどんどん仕掛け

れるタイプの人の方が伸びると思います。私は前者だったのでかなり苦労しました。また

色々な場所に出掛けた方が良いし、色々な事に挑戦した方が良いと思います。他の学生さん

やスタッフの人達、現地の人は優しい方がほとんどなので心配しないで楽しんでください

ね。 

Q．その他 

 



2022 年 夏季 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

学年 4  

学部 学科 外国語学部 スペイン語学科 

研修先大学（コース名） カリフォルニア大学サンディエゴ校 

研修期間 8/1～ 4 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

英語力の向上 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

英語に触れつつスペイン語圏の文化も同時に学べると感じたから。 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

なし 

 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

プレイスメントテスト Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

ちょうどよい 

Q.クラスの人数は？ ～15 人 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 

イラン、フランス、台湾、中国、韓国、ドイツ 

 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

自己紹介など。 

 

Q.課外活動はありましたか？ ない 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

なし 

 

 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

教材を用いながら、適宜 youtube などの動画も見てリスニングやボキャブラリーの向上を

しつつ、ペアで会話などをしてスピーキングの練習もした。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

大学の本屋にあるテキストを使用した 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

ちょうどいい; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

YouTube に載っている TED ショーを見て、それについてクラスメイトと話したこと 

 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

ホームステイ先の家にあるプールで遊んだこと、サーフィンができたこと、野球観戦など。 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

コロナにかかったこと、日本人があまりにも多すぎたこと 

 

◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

売店; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

日本には売ってない商品が多かったから。 

 



◆ホームステイ先・寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

部屋; 

Q.上記を回答した理由 

部屋もそうですが、家自体が広く快適に暮らせたから。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

ダウンタウンはホームレスがたくさんいて何回か話しかけられた。気候は日本ほど湿気はな

いが日差しが強く、カラッとした天気だった 

 

 

◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

ホームステイ先のプールに入ったり、ショッピングに行ったりなど。 

 

Q. 研修中・研修前後で旅行・観光に行きましたか？ 

行かなかった 

 

Q. 旅行・観光へ行かれた方は、具体的にどのような場所へ行かれたか、教えてください 

なし 

 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

10 万以上 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

お土産、食事、自分用の服、観光・アクティビティ 

 

 

 

 

 



◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

スピーキングとリスニング 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

文化の違い。日本だと丁寧さが重要となってくるが、欧米ではカジュアルさがあった方が馴

染みやすい。 

Q.直面した問題は何ですか？ 

ルームメイトとの生活習慣の違い。 

 

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。 

英語力のさらなる向上、受け身になりすぎないこと 

 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

最低限の英語力は必要だと感じた。 

Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

アメリカの場合はワクチン接種証明書、宣誓書 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

帰国前 72 時間以内の陰性証明と、そのための pcr 検査の予約 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

なし 

Q. 具体的に教えてください。 

 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

シャンプー、爪切りなどの日用品は日本のものと違うので使い慣れている物を持っていくと

良いなと感じた。 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

自分から積極的に行けばフレンドリーに接してくれるので、できるだけたくさんのネイティブ

の人と話すと研修に参加する意味が出てくるのではないかと感じた。 

Q．その他 

 



2022 年 夏季 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

学年 2  

学部 学科 国際日本語学部 日本文化学科 

研修先大学（コース名） カリフォルニア大学サンディエゴ校 

研修期間 8/1～ 4 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

来年に派遣交換留学に参加するためでまずは一か月どんなものか確認するために参加しま

した。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

アメリカには旧車がたくさんあって車好きの自分には垂涎ものでかつ、アメリカで働きたい

と思っているから 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

ほ 

 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

学力テストでした Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

少し低い（少し簡単に

感じる） 

Q.クラスの人数は？ ～10 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

10 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

基本的なパソコン神奈川大学のウェブステみたいなのを教えてもらいました 

 

Q.課外活動はありましたか？ ない 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

なし 

 

 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

とても教えがうまく質問しやすい雰囲気だった 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

サンディエゴ大学の教科書 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

少ない;30 分程度; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

ディスカッション 

 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

ラホヤビーチでサンセットを眺めながらカクテルを飲んだこと 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

コロナ、シャワーの水圧、家の中に蟻が大量に発生 

 

◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

図書館;教室;売店;カフェテリア;グランド; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

規模が日本とは全く違く閉塞感が一切ない 

 

 



◆ホームステイ先・寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

食事; 

Q.上記を回答した理由 

おいしかったから 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

すべての気候が完璧で治安は夜歩いても大学周辺なら安全でした。ダウンタウンだとホーム

レスや立ちんぼが少し怖いと感じました 

 

 

◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

有名な場所にとにかく観光しに行きました 

 

Q. 研修中・研修前後で旅行・観光に行きましたか？ 

行った 

 

Q. 旅行・観光へ行かれた方は、具体的にどのような場所へ行かれたか、教えてください 

ビーチやショッピングモール、ジャンクヤードや JDM が集まる場所とかです。JDM は日本

車（スカイライン、スープラ、RX7 なんかが有名 

 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

7－9 万 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

食事２割、お酒２割、観光４割、お土産２割 

 

 

 

 



◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

耳 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

英英辞典すごく使える 

Q.直面した問題は何ですか？ 

特になし 

 

 

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。 

TOEFL の点数を取るためにはとにかく覚えたことをすぐに話すアウトプットを日本ででき

るようにネイティブの先生と話す機会を積極的に作っていく 

 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

覚悟とスーツケースにものをうまく積み込みお土産をぼろぼろにしないで持って帰ってくる

練習 

Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

アプリを入れとにかく公式の書類（英語記入）を準備 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

検査は学内であとはアプリを事前に入れ、学校の人に書類を書いてもらった 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

あり 

Q. 具体的に教えてください。 

コロナ 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

とくには 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

円安で大変だとは思うけど経験することにお金をためらわないで 

Q．その他 

 



2022 年 夏季 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

学年 3  

学部 学科 法学部 法律学科 

研修先大学（コース名） カリフォルニア大学サンディエゴ校 

研修期間 8/1～ 4 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

語学留学で海外に旅行でないかたちで滞在すること、外国の文化に触れること、外国の人と

話す楽しみを知り、また海外に滞在したいと思ったから。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

西海岸の雰囲気を知りたかったから。また天候が良く、アクティビティが豊富だから。 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

自身で移動していない。 

 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

渡航前にテスト Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

少し低い（少し簡単に

感じる） 

Q.クラスの人数は？ ～15 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

10 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本人 

 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

先生の紹介 

学校案内 

 

 

Q.課外活動はありましたか？ ある 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

フィールドトリップ 

 

 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

授業の進め方はとても丁寧。文法は丁寧に教えてくれる。カンバセーションはグルーやペア

分けして先生が各グループを聞いてまわっていた。グループやペアでみんなの前で発表が

あった。 

すごろくゲームを多くした。グループに分かれて、各グループに先生とアドバイザーがつい

て、すごろく版に英語で質問が書いてあり、その質問に答えて会話をした。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

教科書 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

週に 1 回; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

3 回ゲストスピーカーが来てくださり、環境、サーフィン、ペットについてのスピーチを聞い

た授業。 

フィールドトリップで old town に行った授業 

 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

外国の友達と野球を見に行ったこと 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

神大じゃない日本人の学生が皆すごい学歴や経験をしていてすこし自分にあせったこと 

 

 



◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

教室; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

自然の一部に建物があるみたいだった。 

 

◆ホームステイ先・寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

立地;部屋;食事; 

Q.上記を回答した理由 

ホストファミリーがとても親切でハイキングに連れていってくれた 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

気候はとてもよい。（雨が降らず、暑いが湿度がない。) 

 

 

◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

英語の勉強、友達と遊ぶ 

 

Q. 研修中・研修前後で旅行・観光に行きましたか？ 

行った 

 

Q. 旅行・観光へ行かれた方は、具体的にどのような場所へ行かれたか、教えてください 

メジャー、テーマパーク、サーフィン、ビーチ 

 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

10 万以上 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

娯楽費、昼食代 

 



◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

スピーキング力 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

英語力をのばすには積極的に外国の人と話すこと 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

特になし 

 

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。 

ボキャブラリーを増やすこと。 

 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

特になし 

Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

ワクチンパスポート（紙、アプリ） 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

日本から持参したワクチンパスポート 

pcr テスト 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

なし 

Q. 具体的に教えてください。 

 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

特になし 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

海外に行くことを恐れないで、まず行くことが重要だと思う。英語が流暢でなくても自分か

ら積極的に話かけにいけば外国の友達はできます。第一歩として UCSD はおすすめです。

UCSD のスタッフや先生、サンディエゴの人は優しく親切です。 

Q．その他 

 



2022 年 夏季 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

学年 3  

学部 学科 外国語学部 スペイン語学科 

研修先大学（コース名） カリフォルニア大学サンディエゴ校 

研修期間 8/1～ 4 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

自分の英語力をさらに高めたいと思ったのと、自分の英語力がどれほど海外で通用するか

を確認したかったからです。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

7 年前に海外旅行の際に訪れたことのある大学であり、縁を感じてその大学に留学したい

と思ったからです。カリフォルニア大学はアメリカ内でも有名な総合大学であり、多様な文化

の上で充実したキャンパスライフを送れると思ったからです。 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

特にないです 

 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

テスト Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

ちょうどよい 

Q.クラスの人数は？ ～20 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

3～4 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

中国、台湾、韓国、ドイツ、フランス、日本 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

学校内の紹介、課題などの提出方法他ログイン方法 

 

Q.課外活動はありましたか？ ない 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

ない 

 

 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

とてもわかりやすく、主体性を求める指導方法で、積極的に英語を話せました。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

教科書 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

ちょうどいい; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

社会問題や環境問題に対する英語でのグループディスカッション 

 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

たくさんの外国の友達とお昼ご飯を食べたり、ディベートできたこと 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

思ったことを流暢にははなせなかったこと 

 

◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

図書館;売店;カフェテリア;グランド; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

色々なものが買えたから 

 

 



◆ホームステイ先・寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

部屋; 

Q.上記を回答した理由 

1 人専用だったから 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

少し治安は悪く、ホームレスがいました。街灯がなく、夜は本当に暗かったです。気候は日本

より少し涼しいくらいですが、日差しが強く、湿気が少なく感じました。 

 

 

◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

サンディエゴ内の観光やロサンゼルスへ行きました 

 

Q. 研修中・研修前後で旅行・観光に行きましたか？ 

行った 

 

Q. 旅行・観光へ行かれた方は、具体的にどのような場所へ行かれたか、教えてください 

ロサンゼルスへ行きました。 

 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

10 万以上 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

洋服や食事 

 

 

 

 

 



◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

伝える力 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

語彙がなくてもニュアンスや言い換えでちゃんと伝わる 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

ない 

 

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。 

もっと語彙を増やして、より細かく鮮明に伝えたいことを伝えるということ 

 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

語彙の勉強 

Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

ワクチン接種（三回）、接種証明書の発行及びアプリの登録 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

PCR 検査 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

なし 

Q. 具体的に教えてください。 

ないです 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

味噌汁 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

行けば必ず充実したものになりますが、充実の度合いは個人によるので、よく準備をして、

最高の留学にしてください。 

Q．その他 

ない 



2022 年 夏季 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

学年 3  

学部 学科 経営学部 国際経営学科 

研修先大学（コース名） カリフォルニア大学サンディエゴ校 

研修期間 8/1～ 4 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

今回が最後のチャンスだと思って参加しました。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

アメリカに憧れがあったから 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

なし 

 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

オンラインテスト Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

ちょうどよい 

Q.クラスの人数は？ ～10 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

10 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本 

 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

大学のサイトの使い方、キャンパスツアー 

 

Q.課外活動はありましたか？ ない 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

ない 

 

 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

2 つの授業があり、1 つはグラマー、1 つはスピーキングでした。グラマーは教科書を使い、

どちらの授業もアクティビティやすごろくなどを毎回やりました。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

教科書 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

ちょうどいい; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

フィールドワーク 

 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

授業の後にたくさんの留学生の人達とご飯を食べたり色々なところに行ったのが楽しかっ

たです 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

英語が伝わない、聞きとれないこと 

 

◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

図書館;売店;カフェテリア;gym; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

どの施設も広くて伸び伸びとすることができる 

 



◆ホームステイ先・寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

部屋;立地;食事; 

Q.上記を回答した理由 

すべて快適でよかった 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

雨が降らず湿気がなく過ごしやすい 

 

 

◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

バスや電車に乗って海やダウンタウンに行きました 

 

Q. 研修中・研修前後で旅行・観光に行きましたか？ 

行かなかった 

 

Q. 旅行・観光へ行かれた方は、具体的にどのような場所へ行かれたか、教えてください 

なし 

 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

10 万以上 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

ショッピング、テーマパーク入場料 

 

 

 

 

 



◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

スピーキング、リスニング、対応能力 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

人との繋がり、国によって違う文化 

Q.直面した問題は何ですか？ 

話したいことが英語でうまく話せないこと 

 

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。 

単語を勉強する、積極的に話していくこと 

 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

リスニング 

Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

ワクチン接種証明 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

pcr 検査 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

なし 

Q. 具体的に教えてください。 

 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

モバイル充電器 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

ある程度英語を自分で勉強してからいくと、行っても会話ができるのでもっと楽しくなる！ 

Q．その他 

 



2022 年 夏季 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

学年 3  

学部 学科 外国語学部 スペイン語学科 

研修先大学（コース名） カリフォルニア大学サンディエゴ校 

研修期間 8/1～ 4 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

自分に自信をつけたかったため。自分の英語力がどれくらい通用するのか測りたかったた

め。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

アメリカ国内に留学することが夢だったため。スペイン語も勉強しているので、サンディエゴ

に行けばスペイン語のモチベーションも高められると思ったため。 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

※お迎えに来てもらいました。 

 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

プレイスメントテスト

を受けました。 

Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

少し高い（何とか頑

張ってついて行かれ

る） 

Q.クラスの人数は？ ～15 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

7～8 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

フランス、ドイツ、イラン、中国、台湾、韓国 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

先生方の自己紹介と学校内の施設の紹介。 

 

Q.課外活動はありましたか？ ある 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

ダウンタウンにクラスのメンバーとネイディブの学生と行き、そのグループ内で観光とその

場所の歴史を教えてもらうという内容。 

 

 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

ひとりひとりに親切で、先生なのにあまり壁を感じない感じがしました。質問をした際にも

丁寧に考えてくださりました。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

Summit 2B です。 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

少ない;30 分程度; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

ゲストを招いたプレゼン形式での授業です。 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

海外のお友達と放課後や土日に遊園地に行ったりダウンタウンでご飯を食べに行ったりし

たことです。 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

ホームステイ先のマザーの家庭内のルール、現地の人の話す英語のアクセントと速さにより

聞き取れなかったときの対応。 

 

◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

図書館;売店;カフェテリア;gym; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

図書館の施設の快適さ(ひとりで集中して勉強できる席が多いこと)、ジムやカフェの店員さ

んのフレンドリーな対応。 



◆ホームステイ先・寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

立地; 

Q.上記を回答した理由 

バス停が徒歩 5 分圏内にあり、出かけやすいこと。周りの治安が良く静かなところ。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

毎日快晴で湿度がなく、とても快適でした。 

 

 

◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

友達と市内観光をすることがほとんどでした。 

 

Q. 研修中・研修前後で旅行・観光に行きましたか？ 

行った 

 

Q. 旅行・観光へ行かれた方は、具体的にどのような場所へ行かれたか、教えてください 

ディズニー、Sea world、野球観戦、little Italy、ビーチ、midway museum、

Hollywood sign、サンタモニカ 

 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

10 万以上 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

お土産、普段着、お菓子、交通費(uber)、食費(お昼代) 

 

 

 

 

 



◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

何事も恐れずに行動する大切さ。英語で話す際に大きな声ではっきりと話す自信。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

日本語でも英語でも、コミュニケーションは相手に伝わりやすく簡潔に伝えるということが

大切だということ。英語のアクセントの大切さ。 

Q.直面した問題は何ですか？ 

日本人のアクセントがでてしまい、ネイティブの人に何度説明しても理解してもらえなかった

とき。 

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。 

今後もより大きくはっきりとアクセントを意識して話すこと。恥ずかしがらずに会話を楽しむ

ということ。 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

積極的に海外のお友達と話したりして準備していたので、特になかったです。 

Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

ワクチンの 3 回接種と、接種証明書の発行、接種証明書アプリのダウンロード 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

ホームステイ先近くにある病院で pcr 検査の予約と日本語の陰性証明証の発行。my sos

アプリのダウンロードとアプリ内での書類のアップロードや情報の記入。 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

なし 

Q. 具体的に教えてください。 

 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

箱ティッシュ、目薬 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

事前の英語の準備が留学の内容や結果に 1 番結びつくと思います。とくに英語で話す習慣

を付けておくと、友達や知り合いが増え、自分自身に自信がつきます。学校の英語の施設

(English lounge や国際交流 cafe など)を積極的に利用したりして、英語で様々な人と

できる限りたくさんコミュニケーションとっておくことをオススメします。 



2022 年 夏季 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

学年 2  

学部 学科 外国語学部 英語英文学科 

研修先大学（コース名） カリフォルニア大学サンディエゴ校 

研修期間 8/1～ 4 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

自身の英語力を向上させるため。また、アメリカの文化に直接触れることで将来の自分を考

えるため。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

気温、治安において過ごしやすい環境であったから。 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え。 

 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

事前のテスト Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

ちょうどよい 

Q.クラスの人数は？ ～10 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

10 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本 

 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

学校内の説明や大学のウェブサイトの説明 

 

Q.課外活動はありましたか？ ある 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

サンディエゴの歴史を学ぶ課外活動 

 

 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

人数が少なかったので質問がしやすかった。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

教科書 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

少ない; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

コミュニケーションの授業 

 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

観光 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

英語を話さなければいけない環境 

 

◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

図書館;カフェテリア; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

有名な図書館で外観が美しく、中も充実していたから。 

 

 



◆ホームステイ先・寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

食事; 

Q.上記を回答した理由 

時々日本の米を出してくれたから。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

良かった。 

 

 

◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

観光していた。 

 

Q. 研修中・研修前後で旅行・観光に行きましたか？ 

行った 

 

Q. 旅行・観光へ行かれた方は、具体的にどのような場所へ行かれたか、教えてください 

ロサンゼルス 

 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

10 万以上 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

服や食べ物 

 

 

 

 

 



◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

リスニング力 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

実際に海外に行って生の英語を体感することが大事と感じた。 

Q.直面した問題は何ですか？ 

特になかった。 

 

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。 

自分の思ったことを即座に英語で相手に伝える力をもっと身につけたいと感じた。 

 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

恥ずかしがらずに話すこと 

Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

ワクチンの接種証明 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

mysos アプリ 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

なし 

Q. 具体的に教えてください。 

 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

日本食 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

何事も経験が大事なので頑張ってください 

Q．その他 
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◆参加者情報 

学年 3  

学部 学科 国際日本語学部 国際文化交流学科 

研修先大学（コース名） カリフォルニア大学サンディエゴ校 

研修期間 8/1～ 4 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

異文化を体験するため。慣れない環境に自分を置いて、スキルアップを図るため。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

費用の安さと、4 週間いける場所を探していたため。 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

なし 

 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

研修前のオンライン

英語テスト（リスニン

グ、ライティング、リ

ーディング） 

Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

少し低い（少し簡単に

感じる） 

Q.クラスの人数は？ ～10 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

10 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本 

 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

授業開始日までにやらなければいけないこと（結核の提出）、授業の情報をキャンバスとい

うアプリから送られるのでキャンバスの説明、キャンパスツアーなど 

 

Q.課外活動はありましたか？ ある 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

オールドタウンに行って、与えられたプリントにある質問の答えを見つける。 

 

 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

まちがえても優しく教えてくれる。私たちがついてきているか確認しながら進めてくれる。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

TOP NOTCH2 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

ちょうどいい; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

現地のアンバサダーさんと会話をして、お互いの国の違いについて知れたこと 

 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

観光地に行って色んな景色を見たり体験をしたりしたこと 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

暮らしてみて気づいたが日本へ忘れたものが多かった。 

また、リスニングが難しくて大事なことを言っていても聞き漏らしてしまう。 

 

◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

売店;カフェテリア; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

種類が豊富で何でもそろうから。 

 



◆ホームステイ先・寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

立地;部屋; 

Q.上記を回答した理由 

大学にも街にも行きやすい立地で、一人一部屋なのが良かった。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

毎日快晴で、暑いが日本ほど湿度が高くなく過ごしやすい。 

 

 

◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

観光地へ遊びに行った。 

 

Q. 研修中・研修前後で旅行・観光に行きましたか？ 

行った 

 

Q. 旅行・観光へ行かれた方は、具体的にどのような場所へ行かれたか、教えてください 

LA のディズニーランド、ハリウッド、サンタモニカなど 

 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

10 万以上 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

食費、衣類、交通費 

 

 

 

 

 



◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

話す（話しかける）能力、リスニング力、協調性 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

自分から話しかけるなど、自分の行動次第で友達はできる。仲良くなるのに英語のスキルは

そんなに関係ない。 

Q.直面した問題は何ですか？ 

アラームの音が大きすぎてホストファミリーに迷惑をかけてしまった。話し合って、アラーム

をかけるのをやめ、起こしてもらうことになった。 

チップの払い方が分からなかった。 

 

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。 

自分からもっと話しかけたり発言したりする回数を増やす。また、英語のバラエティやドラマ

でネイティブがよく使う表現を学ぶ。 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

英語会話能力 

Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

ワクチン接種証明 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

病院で PCR 検査予約、アプリのインストールと登録 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

なし 

Q. 具体的に教えてください。 

 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

スリッパ、整腸剤、うどん、味噌汁、麦茶、ハサミ、ティッシュ（多め）、ドライヤー、下着（多め） 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

会話表現をできるだけ調べたり学んだりしていってください。 

チップの払い方も調べておいた方がいいです。 

Q．その他 
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◆参加者情報 

学年 2  

学部 学科 外国語学部 英語英文学科 

研修先大学（コース名） カリフォルニア大学サンディエゴ校 

研修期間 8/1～ 4 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

自身の英語力を高めるため、アメリカでの生活を体験してみたかった。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

アメリカを訪れてみたかったから。 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

バス、Uber、電車 

 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

オンラインテスト Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

少し低い（少し簡単に

感じる） 

Q.クラスの人数は？ ～10 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

10 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本 
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◆参加者情報 

学年 2  

学部 学科 経営学部 国際経営学科 

研修先大学（コース名） カリフォルニア大学サンディエゴ校 

研修期間 8/1～ 4 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

英語力の向上、異文化理解 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

アメリカの文化に興味があり、体験してみたかったから。 

UCLA の姉妹校、UCSD に行ってみたかった。 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

なし 

 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

日本時間深夜１時か

ら３時までのオンライ

ンプレイスメントテス

ト。 

Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

ちょうどよい 

Q.クラスの人数は？ ～20 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

3～4 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

ドイツ、イタリア、韓国、台湾、中国、サウジアラビア、フランス 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

顔合わせ、お茶会、ネットんぼ使い方。 

 

Q.課外活動はありましたか？ ない 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

なし 

 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

アクティブラーニングが多かった。歌を英語で歌うテストがありました。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

教科書（5000 円以上、高い） 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

ちょうどいい;1 時間程度; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

Youtube で海外コメディを見て、それについて意見交換する授業 

 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

クラスメイトとカンバゼーションを行ったこと。みんなで遠足したのも楽しかった。 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

円安による、物価の上昇。食費を抑えることが厳しかった。 

 

◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

図書館;売店;カフェテリア; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

有名な図書館であり、生徒誰でも使える。食堂はたくさんのショップが並んでいた。 

 

 



◆ホームステイ先・寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

食事 

Q.上記を回答した理由 

毎日違うメニューで、数多くのホストメイトと仲良く食事ができた。たくさんの留学生、多国

籍だった。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

comfortable 

 

◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

観光地巡り、勉強、ショッピングなど 

 

Q. 研修中・研修前後で旅行・観光に行きましたか？ 

行った 

Q. 旅行・観光へ行かれた方は、具体的にどのような場所へ行かれたか、教えてください 

ラホヤビーチ、オールドタウン、LA 

 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

10 万以上 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

ファッション 

 

 

 

 

 

 



◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

コミュニケーション能力、物事を客観的に考える力 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

世界は広く、新しい友達ができたことが嬉しい反面、今までお世話になった日本の仲の良い

友達をもっと大切にしようと思ったこと。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

特になし 

 

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。 

更なる英語力の向上。 

 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

ある程度の英語力。上級のクラスでないと、日本人だけのクラスになり、留学の意味を疑っ

てしまう。 

Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

３回目ワクチン接種証明書 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

７２時間前陰性証明書 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

なし 

Q. 具体的に教えてください。 

なし 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

ドライヤー 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

覚悟をもって留学にいくこと。自分の留学する目的はなんなのかを明確にして留学する。 

Q．その他 

なし 
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◆参加者情報 

学年 3  

学部 学科 外国語学部 スペイン語学科 

研修先大学（コース名） カリフォルニア大学サンディエゴ校 

研修期間 8/1～ 4 週間 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

私がこの語学研修に参加した一番の理由は「経験」をするためです。スーパーで買い物をす

るにも友達を作るのにも英語を使わなければいけないという環境に身を置くこと、そして日

本とは全く違う文化を実際に見て知ることは今後の自分にとって間違いなく意味のある経

験になると思いました。結果的にも語学力の向上を実感することができたので素晴らしい

経験をできました。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

私はスペイン語学科ですが、小学校のころから英語とアメリカの文化に興味がありアメリカ

を研修先に選びました。スペインを選ばなかった理由は自分のスペイン語力がまだ研修に行

って意味のあるレベルに達していないと感じたからです。 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

なし 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

研修前に zoom で

テストを行い、その結

果でクラス分けされ

ました。 

Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

ちょうどよい 

Q.クラスの人数は？ ～15 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

3～4 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

フランス、ドイツ、中国、台湾、イラン、韓国 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

大学の施設の利用の仕方などを全クラス共同で説明された。そこで他クラスの友達を作る

ことができた。 

 

Q.課外活動はありましたか？ ない 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

なし 

 

 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

私のクラスは比較的英語が得意な外国の生徒が多かったのですが、クラス全体をしっかり見

て授業のレベルも合わせられていると思いました。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

大学のブックストアで買える教科書を使いました。少し高かったです。 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

ちょうどいい; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

歴史的建造物がある地域にクラスのみんなでフィールドワークをしに行く授業が印象的でし

た。 

 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

フランスやイギリス出身のクラスメイトと一緒にビーチに夕日を見に行った時に、英語を使っ

て仲良くなることができたのがすごく楽しかったです。 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

バスや電車にはホームレスが多く、話しかけられることもあり、その点では少し怖かったで

す。 

◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

図書館;売店; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

カリフォルニア大学の図書館はデザインが非常にユニークで面白いです。売店では大学のグ

ッズが豊富で、お土産を買うことができます。 



◆ホームステイ先・寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

立地;部屋;食事; 

Q.上記を回答した理由 

家から徒歩 3 分程度のところにスーパーやレストラン、ファストフード店がたくさんあり退屈

することがなかったです。また部屋もホストマザーが清潔にしてくださっていたので快適に

過ごすことができました。ホストマザーが料理好きだったこともあり、毎日夜ご飯がすごくお

いしく献立も豊富で飽きることがありませんでした。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

気候は雨が少なくからっとした晴れの天気がほとんどで最高でした。ホームレスが道に寝て

いるところをよく見かけるので夜は出歩かない方がいいです。 

 

 

◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

放課後は友達とビーチに行ったり近くのショッピングモールやアウトレットでショッピングや

食事をすることが多かったです。観光目的で大学の駅から電車で出かけることもありまし

た。 

 

Q. 研修中・研修前後で旅行・観光に行きましたか？ 

行った 

 

Q. 旅行・観光へ行かれた方は、具体的にどのような場所へ行かれたか、教えてください 

ロスアンゼルス、アナハイム 

 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

10 万以上 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

食費が一番大きな出費でした。他にはお土産や洋服などにお金を使いました。 

 

 



◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

自分の伝えたいことを英語で伝える速度が上がりました。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

人とつながることの楽しさと、大切さを学んだ。自分から完璧な英語でなくてもいいのでと

にかく話しかけ友達をたくさん作ることで、研修中も放課後遊びに誘ってくれたり、自分の

国に招待してくれたりするので、人とつながることで自分が得られるものが非常に大きいこ

とを知った。 

Q.直面した問題は何ですか？ 

クラスメイトと英語で会話する際に、自分の文法の知識が不十分であったこと、相手も留学

生で英語を勉強中であることからしっかりと正しい文法で簡潔に話さないとなかなか理解

してもらえない時があるという問題がありました。 

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。 

自分の伝えたいことを英語で簡潔に話せるようになることです。日本で英単語を勉強して

いると聞いたことのないような難しい単語まで学ぶことがありましたが、実際にアメリカに

行ってみるとネイティブは意外に簡単なワードだけで簡潔に英語を話していることに気づき

ました。 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

レストランや洋服屋さんなどで用いられる決まり文句などを、前もって予習しておくといい

と思います。特にチップ制度など日本では見られない文化が多くあるので知っておくと楽で

す。 

Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

ほとんどの手続きは大学の国際センターが提示してくださる必要書類を記入したら、そのま

ま国際センターを通してアメリカの方に提出してもらいました。ワクチン接種は研修が決ま

る前に 3 回打っていたのでその証明書を区役所で発行するだけでした。研修先の大学の要

望で外部で個人でツベルクリン検査を受け、大学の保健センターで先生に証明書にサインし

てもらって、国際センターに提出しました。 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

帰国する二日前にアメリカで日本人向けに PCR 検査を行っている施設で陰性証明をもら

ってから帰国しました。帰国する 15 日ほど前に予約して検査を受けました。 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

なし 

Q. 具体的に教えてください。 

なし 



Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

ない 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

語学研修は研修先の自分の行動次第で意味のあるものにできるかが決まると思います。語

学力向上のためにも最高の経験をするためにもまずは自分からどんどん英語で話しかけて

ください。つたない英語でもいいので顔を覚えてもらい、インスタなど連絡先を交換するこ

とが大事です。 

次にクラス分けテストではできるだけ上のクラスへ行くことをお勧めします。上の方のクラ

スには外国から来た留学生がたくさんいるので自然と英語を話す環境に身を置くことがで

き、簡単に外国人の友達を作ることができます。なのでまず研修前に多少準備をしてテスト

に臨んでください。 

Q．その他 
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