
2021 年 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

派遣先大学 

 

Thompson Rivers 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。 

派遣交換留学に向けて英語力を向上させるため。 

 

Q.応募先を選んだ基準は何ですか？ 

カナダとプログラム内容に興味を持ったため。 

 

◆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？ 

わからない（クラス分

けがない） 

Q.クラスの人数は？ それ以上 

 

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 

日本人のみ。 

 

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。 

予定があり参加できませんでしたが、メールで初回授業の案内もあり、参加方法を知れまし

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？  

現地に留学している留学生と話す機会が一度ありました。彼らの母国について説明した後、

質問をする時間がありました。 

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？ 

プレゼンテーションをペアで行ったので、SNS を交換して準備をしました。 

 



◆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 時間リアルタイムで英会話やカナダについての勉強、午後は One-to-One 

seminar や Global citizenship についてなど日による。 

 

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？ 

先生の作成した資料やメモをとるなど 3 日に 1 度程度,調べもの 

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。 

テーマについて先生が説明した後に、感想や質問を全体で話すので少人数のグループワー

クはほとんどなかったです。 

 

Q.発話時間はどのくらいありましたか？ 

毎日 1 時間未満 

 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

Canadian Studies の授業では、カナダの歴史や文化だけでなく、スポーツ、スラング、曲

なども勉強できて興味深かったです。 

 

Q.あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

カナダの名産でもあるブルーベリーのスイーツの料理紹介が興味深かったです。 

 

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？ 

オンライン上なので、画面が固まったりするなど、先生やクラスメートとのやり取りが大変で

した。 

◆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？ 

画面のフリーズが何回かありました。 

 

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？ 

授業時間はちょうどよかった。 

 

 



◆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？ 

リスニングが少し伸びたと思います。先生から質問されたり、アンケートをするときには文が

書かれているわけではないので、しっかりと聞き取れるように注意しました。また、発言する

機会がとても多かったので、聞き取ったことを理解して自主的に話す姿勢もついたと思いま

す。 

Q.今回参加し一番学んだことは何ですか？ 

オンライン留学をすることで日本国内にいても現地と同じような授業が受けられると分かり

ましたが、クラスメートが日本人だったり、自分が日本にいることで、四六時中英語に触れて

いる環境を作るのは自分には難しいということが分かりました。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

リアルタイムの授業中に画面がフリーズしたり、電波状況が悪くなって何度か退出したこと

があったので、機能的なトラブルによって授業が妨げられたのが少し残念でした。 

 

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。 

難しいテーマについて聞かれたときに話すことが出来なくなってしまい、会話に参加できな

くなってしまったことです。静観するのではなく、何が分からず困っているのかを相手に伝

えなければわからないし、自分もモヤモヤが残ったままになるのでそこを克服したいと思い

ました。 

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？ 

パソコンや Wifi などのネット周辺環境を整えておくことが重要だと思いました。語学力につ

いては、クラスのレベルはそれぞれだったのであまり問題ないと思います。 

Q.参加してよかったと思う事は何ですか？ 

カナダの文化を勉強した後、日本について質問されたときに、上手く説明できなかったこと

から、自分では理解していてもそれを簡単な英語でかつ自分の言葉で説明することが出来

ないということに気づけたことです。 

◆その他 

Q.派遣先校からの参加前情報は十分でしたか？ 

費用の振り込みについて 

 

Q.これから参加する学生へのアドバイス 

オンライン留学でも、自分のやる気次第で語学力を上げることはできると思います。迷った

ら一度体験してみることをお勧めします。 

 



2021 年 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

派遣先大学 

 

Thompson Rivers 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。 

自分の英語スキルを向上させるため。 

 

Q.応募先を選んだ基準は何ですか？ 

コミュニケーションがとれる時間があるという点。 

 

◆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？ 

わからない（クラス分

けがない） 

Q.クラスの人数は？ それ以上 

 

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 

全員日本人。 

 

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。 

研修先のシステムの使い方について。 

 

◆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？  

トンプソンリバース大学に留学している学生と交流する時間があった。自分の国の文化につ

いて話す授業だった。 

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？ 

グループワークで話す機会が多かった。 

 



◆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。 

毎日時間割が異なった。 

 

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？ 

先生が作った教材。 2 日に 1 度程度 

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。 

TED など動画を見る講義、グループディスカッション、プレゼンテーション、先生との一対一

での講義。 

 

Q.発話時間はどのくらいありましたか？ 

毎日 1 時間未満 

 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

カナダの文化について学んだことは印象に残った。 

 

Q.あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

先生と一対一でコミュニケーションが取れたこと。 

 

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？ 

ブログを書いたり、エッセイを書く課題が大変だった。 

 

◆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？ 

特に問題はなかった。 

 

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？ 

自分のリスニング力が一番上がったと感じる。最初の時期は、先生がゆっくりと話してくれ

ていたが、だんだんと話すスピードが速くなっても聞き取ることができた。 

 

Q.今回参加し一番学んだことは何ですか？ 

積極的に自分から話すことが大切だと感じた。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

流暢な発音で会話をすること。 

 

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。 

流暢な発音をできるように、日頃から英語に親しむこと。 

 

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？ 

TED などを見たり、英語の動画を見て英語に親しむ。 

 

Q.参加してよかったと思う事は何ですか？ 

先生とも学生ともコミュニケーションできる時間があってよかったと感じる。 

 

◆その他 

Q.派遣先校からの参加前情報は十分でしたか？ 

十分だった。 

 

Q.これから参加する学生へのアドバイス 

参加したい気持ちがあるのであれば、躊躇せず、英語だけの環境に飛び込むべきだと思いま

す。 

 



2021 年 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

派遣先大学 

 

Thompson Rivers 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。 

英語でのコミュニケーションのスキルを高めたいと思ったから。 

 

Q.応募先を選んだ基準は何ですか？ 

研修期間や、プログラムの内容が自分に適し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 

クラス分けテストは

なかった。 

Q.ご自身のレベルは

どのくらい？ 

初中級 

 

Q.クラスの人数は？ 15 人以下 

 

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 

全員が日本人の学生でした。 

 

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。 

研修の一週間前にオンラインでの 30 分程度のオリエンテーションがありました。 

◆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？  

研修期間中に一度だけ現地の留学生三人と会話をする機会がありました。カナダの話やそ

れぞれの母国の話を聞きました。 

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？ 

グループワークで仲を深める事ができた。またプレゼン準備で、授業時間外でも連絡を取り

合うことがあった 

 



◆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。 

1 時間ごとに 10 分の休憩があり最初の 2 時間が終わった後に 1 時間休憩がありました。

毎日 4 時間の授業でした。 

 

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？ 

先生が作成した PPT が中心でした。研修先

の大学から指定されたサイトから教材をダウ

ンロードすることもできました。 

2 日に 1 度程度,発表準備,2 時間程度 

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。 

先生がプレゼンをする形や分かれてグループ活動をしたりマイクやチャットの機能を使って

先生と会話をしたりすることもあった。 

 

Q.発話時間はどのくらいありましたか？ 

毎日 1 時間未満 

 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

プレゼンでカナダの文化について深く知ることができたし、他の大学の人とも交流ができて

楽しかった。 

 

Q.あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

ネイティブの先生や、学生同士の話し合い等で、英語でコミュニケーションが取れた時が一番

うれしかったです。 

 

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？ 

自分の言いたいことがすらすら英語で話すことができないことが最も難しかったです。その

おかげで自分の英語力の乏しさを実感しました。 

 

◆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,授業時間はちょうどよかった。 

 

 



◆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？ 

三週間英語に触れたことで、リスニング力とスピーキング力が上達しました。研修が始まった

ころは、旨く聞き取れないことや、英語でうまく伝えれないことがありましたが、最後の週に

は始まったころに比べて先生の言っていることがすんなり理解でき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？ 

研修中に先生が、「緊張する必要はない」、「ミスはウェルカム」と何度も言ってくれたことで、

間違っててもいいや精神でいろいろ発言することができました。間違っていた場合は先生や

周りの学生がフォローしてくれたので、間違いを恐れずに発言することの大切さを学べまし

た。 

Q.直面した問題は何ですか？ 

私はほかの学生と比べて英語に触れる時間が少ないので、圧倒的に英語力の低さが研修を

受けるうえでの壁になりました。伝えたいことがうまく伝えられなかったり、他の学生より答

えるのに時間がかかってしまったりしました。 

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。 

英語に触れる時間を増やすことで、さらに自分の英語力を高めることができると思います。

今回の研修で長い時間英語に触れたことで、英語に慣れることができました。今後も様々な

形で英語に触れる時間を作り、今回伸びた英語力を今後も向上させていく必要があります。 

 

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？ 

研修に参加すると決まった時点から、英語に触れる時間を作ることが大切だと思います。こ

の準備があるかないかで、研修するときの緊張感は少なくなると思います。 

Q.参加してよかったと思う事は何ですか？ 

私は、この研修に参加するかしないかで悩みました。しかし、ネイティブの先生や語学の勉強

をしている学生と 3 週間過ごした中で多くの利益を得ることができました。英語を話すこと

に対して研修に参加する前より抵抗がなくなったように感じます。 

◆その他 

Q.派遣先校からの参加前情報は十分でしたか？ 

授業の説明が事前に欲しかった。 

Q.これから参加する学生へのアドバイス 

語学研修は誰でも参加することが可能です。自分に合う研修先で学習することで、研修が終

わることろには自分の変化に気づくことができ、英語を話すことにあまり抵抗がなくなった

ようになりました。迷っているなら絶対に参加するべきです。 


	カナダ（トンプソンリバース大学）

