
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 英語英文学科 

研修先大学（コース名） トンプソンリバーズ大学 

研修期間 8/8～ 3 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 

今まで一度も海外へ行ったことがなく、ずっと大学生の間に海外へ行きたいと思っていて、

3 年生にしてやっと行ける機会があったので参加しました。また、英語英文学科というのも

あり一度は英語で生活する場所へ行きたかったので参加しました。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

絶対ここがいいという理由ではないですが、推薦語学研修先のリストを見ていた時に 1 番

自然が多く楽しく生活できると感じ選びました。 

 

◆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 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

リスニングやライティ

ングなどの問題を少

し解きました。 

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？ ～20 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

6～7 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本 韓国 台湾 

 

 



◆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。 

カナダでの生活のマナー、大学の案内、ホームステイ先の生活手段など。 

 

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 

プール 

 

 

◆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。 

授業は一人一人に合わせてゆっくり行ってくれました。全員親切で分からないことがあった

らすぐに聞けました。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

プリント 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

週に 1 回;ちょうどいい;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。 

大学を紹介するビデオを撮る授業 

 

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？ 

休みの日に友達と買い物や川へ遊びに行ったことがとても楽しかったです。他にも、カヤッ

クにも乗れたので楽しいことはたくさんありました。 

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？ 

夜帰る時にバスの時間がうまく調べられなかったことが何回かあり、帰る時間が少し遅くな

って大変でした。 

◆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？ 

教室;売店;カフェテリア;図書館;グランド; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

どれも使いやすく何回も使用したからです。 

 



◆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 

部屋;食事; 

Q.上記を回答した理由 

部屋は一人一部屋使うことができ、食事も美味しく、最終日には好きな料理を作ってくれた

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？ 

とても過ごしやすかったです。 

 

 

◆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？ 

友達とご飯は行ったり、出かけていました。 

 

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 

バンクーバー 

 

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 

日本では買えないものを買ったり、食事、お土産などで使いました。 

 

 

 

 

 



◆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？ 

スピーキング 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

世界には色々な人がいて、それぞれ違った文化があることを学びました。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

ホストファミリーの言ってることを正しく理解できてなく少し迷惑をかけてしまった。 

 

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。 

自分の言いたいことや思ってることを日本でも言えるようになること。 

 

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？ 

行きのことを考えすぎて帰りの荷物の量などを考えていなかった。 

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。 

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 

PCR 検査の予約、My SOS 

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。 

帰りにコロナではなかったが発熱をした。 

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？ 

日本食 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

英語力に不安があっても、少しでも興味があれば参加することをお勧めします。楽しいアク

ティビティもあり、初めて経験することがたくさんあると思うので、成長できると思います。 

Q．その他 

 



2022 年 夏季 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

学年 2  

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） トンプソンリバーズ大学 

研修期間 8/8～ 3 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 

国際日本学部に所属しているにも関わらず、生まれてから 1 度も海外に行ったことがなく、

海外の文化に触れたいと思ったから。また、英語のスピーキングとリスニング能力をあげた

いと思ったから。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

もともとオーストラリアに行って見たかったが、その研修先がキャンセルされてしまったた

め、この研修先を選んだ。カナダは穏やかそうなイメージがあり、3 週間という期間が、コロ

ナ禍を考えると自分に適切かなと思ったからカナダを第 2 希望にした。 

◆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 

簡単なテスト(クイ

ズ)のようなものをリ

スニング、ライティン

グ、リーディングに分

けて行った。 

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？ ～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、韓国、台湾 

 



◆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。 

自己紹介やカナダに関するゲームをした。とても穏やかな雰囲気だった。自己紹介の時に先

生が簡単な質問をしてくれたので、話が弾んだ。 

 

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。 

授業は先生主導で行い、学生に質問を沢山しながら、language study やカナダ文化、健

康に関する授業をしてくれた。先生はみんなフレンドリーなので、授業の作業中には多くの

学生が質問し、必ず丁寧に答えてくれた。難しい授業が続くと、その学習に関するゲームを

よくしてくれた。ただ、私の先生は課題や宿題が毎日のように出た。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

先生が配るプリントのみ 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

多い;毎日; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

カナダ文化に関する授業だった。先生が地理の先生だったので、先住民の歴史についてよく

知ることができた。興味深かった。 

 

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？ 

放課後や休日に、研修先で出会った様々な国籍の友達とカムループスの様々な場所でご飯

を食べたり、ショッピングをしたり、自然に触れたことが 1 番楽しかった。毎日何かしら新鮮

なことに友達と触れることができたのが幸せで充実していた。 

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？ 

時差ボケ。あまりにも酷く、五・六回嘔吐した。カナダについてから 4 日間ずっと目眩がし

て、家に帰りたくなった。多くの人に心配をかけたことも心苦しかった。 

 

 



◆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？ 

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 

グランドは緑が多く、開放的で日本では見られないような景色が広がっていて気持ちよかっ

た。キャンパス内にカフェが多く、昼休みに利用し、リラックスすることが出来た。 

◆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 

部屋;食事; 

Q.上記を回答した理由 

1 時間にバスが 1 本しか来ない田舎だったが、ホストファミリーが本当に優しく、食事も日

本人の舌に合うようにとても工夫してくれていた。部屋も広く、多くのアメニティを使わせて

くれた。ホストファミリーには感謝しかない。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

滞在先の治安は良かったが、ダウンタウンは治安がいいとは言えず、よくホームレスにお金

を求められたり、知らない男性に声をかけられた。気候は日差しがとても強く、日焼けした。

ただとても乾燥しているので、汗はそれ程出ず、肌がパサパサになった。 

 

◆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？ 

放課後は友達とカフェに行ったり、買い物をしたり、川や公園でのんびりした。休日はホスト

ファミリーが隣の町、フェスやショッピングモール、動物園、レストランなどに連れて行ってく

れた。どこも行かない日はホストファミリーの子供たちとお家で遊んだ。 

 

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 

バンクーバーの中心街で観光スポット、ショッピングやお祭り、レストランに行ったりした。 

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 

半分は食費(お菓子、外食、レストランなど)で半分は遊び・旅行(ショッピング、休日のアクテ

ィビティ代、ホテル代)だと思う。 



◆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？ 

英語のリスニング力。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

日本人以外の国籍の人々の暮らしや習慣、文化の違いについて学べた。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

多くのことを自分たちで解決し、行動しなければいけない大切さ。空港や旅行、学生だけで

行動しなければいけない時に感じた。サバイバル力がついた。 

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。 

語彙力を増やすためには、自分で勉強することが不可欠だと改めて思った。 

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？ 

クレジットカードをもう 1 枚作って置くべきだと思った。1 枚使えないととても焦る。現金も

もっと用意すべきだった。 

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。 

Arrive Can というカナダに入国するために必要なアプリの登録を出国 2 日前にやった。

ワクチン接種証明のアプリをマイナンバーカードを使い登録した。印刷もして備えた。 

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 

PCR 検査とその証明書を手配した。何も分からないので HIS に代行手配を頼んだ。3 万

円くらいした。 

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。 

時差ボケによる目眩、嘔吐、食欲不振。 

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？ 

もっと強い酔い止めと栄養ゼリーのようなもの。 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

長時間の飛行機の際は、寝れないと後で気持ち悪くなる可能性があるので、機内でしっかり

睡眠が取れるように工夫する必要がある。乗り物酔いをしやすい人は、強い酔い止めを確保

するべき。飛行機で食事が出るかしっかり確認し、出ない場合は多めに食料を持って行っ

て、必ず機内で食事をするべき。 



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 理学部 数理・物理学科 

研修先大学（コース名） トンプソンリバーズ大学 

研修期間 8/8～ 3 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 

海外という普段とは異なる環境において、自分の英語力や人とのコミュニケーション力の向

上を行いたいと思ったからである。また、ホームステイ先や授業を通して日本とは異なる点

を自ら発見し、その点に対して柔軟に対応できる力も身に付けていきたいと考えていたから

である。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

カナダは自然豊かな国であり現地の人々も優しいため過ごしやすいと聞いたことがあった

ため。また、日本人が多く住んでいないところに行きたいと考えていたため。 

 

◆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 

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 

始まってから３日間

で英語の４技能の簡

単なテストを行った。 

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？ 20 名以上 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

5～6 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

韓国、台湾 

 



◆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。 

キャンパスツアー、ダウンタウンツアー 

 

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 

クライミング、ゴルフ、カヤック 

 

 

◆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。 

授業はゲーム形式で楽しく行うことが多かった。またペアやグループワークをして、日本人

以外との交流をする機会も多くあった。生徒の様子を常に見ていてくれていたため、理解で

きていなかったり難しい質問だったりしたときには、違う聞き方をして柔軟な対応をしてく

れていた。距離感がちょうどよかったため、質問や相談はしやすかった。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

特に使用教材はないが、適宜数枚のプリント配布があった。 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

ちょうどいい;週に 1 回;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。 

カナダの文化に関することである。日本とは異なることを知ることはとても面白かった。 

 

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？ 

異なる国や異なる大学の友達ができたことである。３週間を通して、アクティビティや自由

時間である放課後や土日を通して一緒に過ごすことで、より充実した時間となった。日本人

以外の友達は初めてであったため不安ではあったが、共通の言葉である英語を通してコミュ

ニケーションがとれたときには、嬉しく楽しい気持ちになれた。 

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？ 

ホームステイ先でのコミュニケーションが最も大変であった。なぜなら、英語を話すことが得

意ではなかったため質問や相談をしたいときにすぐに英語が出てこなかったり、日常的な会

話がスムーズにいかなかったりしたからである。 

 

 



◆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; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

サブウェイやスタバといった店が大学内にあったため。 

 

◆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 

バスが 30 分に一本、また、夜遅くまであったため。(友達と比べて本数が多かった。) 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

治安は良かった。気温は暑かったが、乾燥していたためとても過ごしやすかった。 

 

 

◆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？ 

放課後は友達と買い物に行ったりご飯を食べに行ったりして、休日には動物園やマーケット

に行ったりした。 

 

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 

バンクーバー 

 

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 

外食、衣服、入場料(動物園) 

 



◆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？ 

家でも学校、街中でも常に英語を浴び続けていたため、リスニング力が特に伸びたと思う。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

英語を話すことの重要性である。聞くことも話すことも継続して行うことで、少しずつ身に

つくことを学ぶことができた。今までもこれらのことが大切なことは知っていたが、自分が

今回経験しより理解することができたため、今後の英語に対する意識を変えることができ

た。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

ホストマザーたちとのコミュニケーション。なぜなら英語を話すことが得意ではなかったた

め、質問や相談をするときにすぐに英語が出てこなかったり、日常的な会話がスムーズにい

かなかったりした場面があったからである。 

 

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。 

スピーキング力の向上が必要だと感じた。研修前に、積極的に英語を話すことを目標として

いたが、自ら話しかけたり会話を続けたりする努力を怠ってしまっていた。しかし３週間を通

して研修前に比べると話そうという姿勢を持つことはできた。そのため今後もその姿勢は続

けていきたいと思う。 

 

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？ 

英語に触れる機会を増やす。なぜなら日本にいると英語に接する機会は少ないため、自らそ

の機会を作る必要があると私は考える。 

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、arrivecan 

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 

インターネットでの PCR 検査の予約、陰性証明書、MySOS 

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？ 

お菓子(お土産として) 

 



◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

カナダは人も土地も気候も、全ての環境がとても素晴らしい場所です。また、アクティビティ

も多くあり、日本人以外との交流も多く行うことができます。日本であらかじめ目標を持っ

ていくことは研修に行くにあたり大切であると私は思います。英語、そして異文化との交流

をぜひ楽しんできてください。 

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 国際日本語学部 国際文化交流学科 

研修先大学（コース名） トンプソンリバーズ大学 

研修期間 8/8～ 3 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 

自分の英語力を確認・向上させるため。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

カナダに興味があったため。 

 

◆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 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

プログラム 2 日目で

授業中に行ったライ

ティングの課題とス

ピーキングをもとに

3 つのクラスに分け

られました。 

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？ ～20 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

6～7 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本、韓国、ウクライナ 

 

 



◆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。 

Elective という選択授業の選択、次の日に Downtown のアイス屋さんに行く予定だっ

たので自分の食べたいアイスの味を選びました。 

 

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 

ゴルフ、先住民の生活が学べる施設、湖でカヌーを体験しました。 

 

 

◆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。 

Language Studies の授業の先生は一人一人生徒に発言させて答えが間違えていても

否定せず、カナダでの実体験などを踏まえながらヒントをくれました。Elective の授業の先

生は生徒が英語以外の言葉を話すと罰ゲームを受けるといったゲームを取り入れながら授

業を進めてくれました。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

先生から配布されるプリント、現地のバスのホームページ、Youtube など 

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。 

カナダの硬貨やスラングなど実生活で使える知識の授業 

 

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？ 

カヌーやゴルフなど普段の生活ではできないアクティビティを様々な国籍、年齢の人と体験

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？ 

1 日中 Language Studies が続いたこと。 

◆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;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 

校内にあるカフェにはほぼ毎日通ってモチベーションになっていたからです。 



◆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 

ホームステイ先は山の上の方で景色がきれいでした。その分、学校から遠くバスの本数が少

なかったけど、ホストファミリーが車で送ってくださったのでとても感謝しています。部屋は

クローゼットや加湿器など設備が整っていたからです。食事は栄養バランスが整っていてバ

リエーション豊富でどれもおいしかったからです。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

バンクーバーはホームレスの方や薬を使っている人が道端にいて治安がいいとは感じなか

ったです。雨が降る日は少ないが、カナダはどこも朝起きると喉が痛くなるくらい乾燥して

いました。 

 

 

◆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？ 

放課後は友達とトランポリンができる施設に行ったり、夜ご飯を食べに行ったりしていまし

た。休日はホストファミリーが買い物やフェスティバルに連れていってくれたり、友達と映画

を見に行ったりしました。 

 

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 

バンクーバーの Downtown を中心にマーケットに行ったり、アウトレットに行ったりしまし

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 

ホテル代、お土産代、交通費、食事代など 

 



◆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？ 

コミュニケーション力。研修中ではグループワークが多く、時間内にグループで意見をまとめ

る必要があったので自分の意見を主張するのと同時にメンバーの意見を尊重すること心が

けました。研修後の観光でもホテルのチェックインやお店の店員さんに自分の欲しい商品を

探してもらうために声をかけることが多かったです。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

勇気を出したら良いことがあるということです。今回の研修で勇気を出して良かったと思う

ことが多かったです。例えば、韓国の子に韓国語を話してみたらとても喜んでくれたり、ウク

ライナの子が車が好きだということを知って、話しかけたら仲良くなれたりしたことです。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

研修前のメンバーとのコミュニケーション。研修前はお互いのことを知らなかったので航空

券やホテルなど決めるときに大変でした。 

 

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。 

リスニングはある程度できても、質問されたときに「はい」や「いいえ」でしか答えられないこ

とが多かったので文で答えられるようになりたいです。 

 

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？ 

英語を話していて分からない言葉があった時にすぐに辞書を使わないで別の言葉に言い換

える練習をしたらいいと思います。また、Google Maps を現地で使うことが多かったの

で使いこなせるように練習しておいた方がいいと思います。 

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。 

コロナワクチン接種証明書の発行 

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 検査予約、MySOS（アプリ）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？ 

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？ 

ウェットティッシュを多めに持っていけばよかったです。途中でなくなって現地で買ったけ

ど、匂いがきついものしか売っていませんでした。 



◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

行く前は不安になると思いますが、二度とない貴重な時間なので全力で学んで思い出を作

るといいと思います。 

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 工学部 情報システム創成学科 

研修先大学（コース名） トンプソンリバーズ大学 

研修期間 8/8～ 3 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 

留学に興味があったため 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

自然に恵まれておりカナダに一度行ってみたかったから 

 

◆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 

なし 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

わからない 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？ 

6～7 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

韓国、台湾、ウクライナ 

 

 

 



◆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。 

大学の案内、カナダの説明 

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 

クライミング、ゴルフ、湖でのカヤック 

 

◆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。 

グループワークなどが多かった 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

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。 

language 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？ 

他国の友達ができたこと 

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？ 

他国の友達や先生とのやり取りでうまく伝えられなかったこと 

◆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;教室;グランド;売店; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

とても綺麗だった 

◆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 

部屋;食事; 

Q.上記を回答した理由 

食事が美味しかった 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

とてもよかった 



◆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 

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 

バンクーバー 

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 

◆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？ 

考え方が変わった 

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。 

自分が進む道が見つかった 

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？ 

留学でやりたいことを明確にする 

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。 

eAT 

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？ 

日本食 

 



◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

自分のやりたいことを明確にしてから参加する 

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 英語英文学科 

研修先大学（コース名） トンプソンリバーズ大学 

研修期間 8/8～ 3 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 

英語を実際に現地で使ってみることに憧れがあったため 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

アメリカとカナダで迷っていたが、期間が短いことから金銭的な問題もふまえてトンプソン

リバース大に決めました。 

 

◆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 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

決め方は分かりませ

んでした。選択授業

については希望を書

きました。、 

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？ ～20 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

5～6 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本人と韓国人が大多数で 1 人だけウクライナ人がいました。 

 

 

 



◆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。 

選択授業についての説明とカナダについての説明や校外に出るなど様々でした。、 

 

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 

カヤック、クライミング 

 

 

◆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。 

進め方、教え方など早すぎずちょうど良かったように思います。カナダについての内容が多

かったため例を挙げて説明してくれることが多く、動画などもよくみさせてもらいました。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

学校から配布されるプリントを使用しました。 

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。 

世界の貧困問題について考える授業があり、実際にフードバンクに足を運んで仕事をした経

験が印象的です。 

 

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？ 

アクティビティも多かったため自然に囲まれた湖をカヤックで回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？ 

乾燥がすごかったため、元々乾燥肌の自分は保湿をするのが大変でした。 

◆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？ 

グランド; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

バスケコートがあったため 

 

 



◆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 

夕飯についてはお腹が膨れて痛くなる経験を毎晩したため 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

乾燥が強かったです。治安については極端に悪いわけではないですが良くはないと思いま

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？ 

ルームメイトとトランプ、バスケ、マーケットに行ったり、ショッピング、川で遊んだりしまし

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 

バンクーバー 

 

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 

ショッピングで 10 万円ほど使いました。後は細かいものが多いです。 

 

◆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？ 

英語力は伸びたように思います。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

文法などが正確でなくとも想像以上に通じること 

 



Q.直面した問題は何ですか？ 

特に思い当たりません。 

 

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。 

リスニング能力を上げること。 

 

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？ 

日本のお土産をもう少し準備するべきだったと思います。 

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。 

接種証明書のアプリを入れておきました。 

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 

検査予約、mysos のダウンロード、手続きをしました 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

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？ 

お土産 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

意思疎通は想像以上にできるので是非参加してほしいです。 

Q．その他 

 



2022 年 夏季 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

学年 4  

学部 学科 経営学部 国際経営学科 

研修先大学（コース名） トンプソンリバーズ大学 

研修期間 8/8～ 3 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 

英語力の向上をしたかったから。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

最初の研修先がダメになったから。 

 

◆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 

選んでない 

 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

クラス内での課題で

分けているようだっ

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？ ～20 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

6～7 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

韓国人、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。 

校内案内、カナダでの振る舞いについて 

 

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 

特に参加していない 

 

 

◆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。 

ショーンという方でしたが、いつも学生同士に会話をさせるアクティビティを授業内ではし

ました。それなりに、わたしのクラスは学生の英語のレベルが高いようでしたので一方的と

いうより実際に話す機会が多かった。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

毎日プリントが配られた 

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。 

特にない 

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？ 

校内に残っていた学生と話したこと。 

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？ 

特にない 

 

◆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 

スタバやサブウェイなど食べることには困らなかったから 

 



◆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 

正直、ホームステイ先の人はいい人でしたが立地は不便で、食事は味がおいしくはなかっ

た。部屋はよかったです。 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

朝、夜は冷えますが、日中は暑いです 

 

◆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？ 

買い物、いろいろなスーパー散策 

 

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 

バンクーバー 

 

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 

旅行の金額、お土産、食事代 

 

◆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？ 

物怖じしない精神 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

意外と通じて感動したが、アジア圏より発音はシビア 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

コロナ 

 



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。 

もっと英語のフレーズが必要だなと実感した 

 

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？ 

特にない 

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 

アライブキャン 

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 

マイ SOS 

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？ 

なし 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

特になし 

Q．その他 
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