
2021 年 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

派遣先大学 

 

Universidad de Salamanca 

実施期間 ２.Aug.2021～20.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。 

来年度に予定している派遣交換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？ 

派遣交換留学で希望したい大学であったため。 

 

◆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 

オンラインテストを事

前に受けた。 

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？ 10 人以下 

 

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 

ロンドン 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 の入り方の説明は無かったが、参加者の簡単な自己紹介を行った。 

 

◆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？  

なし 

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？ 

グループごとに分けられ、配布された文書に沿って質問しあった。 

 



◆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。 

16 時～17 時、17 時 10 分～18 時、18 時 10 分～19 時 10 分、19 時 20 分～20 時

20 分でリアルタイム授業（カメラオン）。 

 

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 ppt が中心 毎日,発表準備,1 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。 

スペイン語の文法を習い、文を作成した。また、 指定されたテーマについて発表、グループ

ごとに会話する時間がとられた。 

 

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。 

スペインの食事をテーマにした授業が印象深かった。日本の食文化を先生に質問されること

もあった。 

 

Q.あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

他国の学生と話ができたこと。 

 

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？ 

先生や他の学生が発言している内容がわからないこと。 

 

◆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？ 

自分が画面共有をする際に一度だけ音声トラブルがあった。 

 

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？ 

毎回様々なテーマを扱うので、語彙力が伸びた。また、授業内でかなり発言する機会があっ

たので、頭にすぐスペイン語が浮かぶようになった。 

Q.今回参加し一番学んだことは何ですか？ 

質問された内容を理解していてもどう答えればいいかわからないときには、何とか伝えよう

とする姿勢が大事だと学んだ。単語をいくつか言うだけでも先生が伝えたいことをくみ取っ

てくれることもあった。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

先生の指示を理解できなかったときが大変だったが、理解できていないことを示すことで、

再度説明を受けることができた。 

 

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。 

文法を瞬時に正しく使えるようになる必要があると思う。単語はすぐに思い浮かんでも、喋

ろうとすると文法通りに使うことが難しかった。 

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？ 

文法と、ある程度の単語は知っておくべきだと感じた。分からない単語が多すぎると、授業

についていくのが難しいこともあった。 

Q.参加してよかったと思う事は何ですか？ 

スペイン語を聞く時間と話す時間が圧倒的に増えたこと、派遣交換留学に向けて、少しでも

授業の雰囲気を感じ取れたこと。 

 

◆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 

私自身、毎日スペイン語を聞き、話すことは初めてでしたが、先生方のサポートが手厚く、内

容の濃い授業を受ける経験ができました。参加することで、語学のモチベーションに繋がる

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 

 

Universidad de Salamanca 

実施期間 ２.Aug.2021～27.Aug.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。 

夏休み中にも語学力を上げたいと思ったから。 

 

Q.応募先を選んだ基準は何ですか？ 

スペイン語が学べて、開催期間が自分に合っていたから。 

 

◆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 

事前にパソコンでテ

ストを受けた。 

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？ 15 人以下 

 

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 

アメリカ 2 人、中国 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。 

参加者の簡単な自己紹介を行った（名前、年齢、趣味など）。 

 

◆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？  

ない。 

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？ 

グループワークは特になかった。 

 



◆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。 

日本時間の午後 4 時から 6 時まで 1 限、6 時 10 分から 7 時 10 分まで 2 限だった。授

業はすべて zoom を使ったリアルタイムの授業だった。 

 

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？ 

先生が作成した word を見ながらの授業だっ

た。 

たまに 

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。 

文法の授業ではスペイン語でスペイン語の文法を教わった。 

 

 

Q.発話時間はどのくらいありましたか？ 

ほぼない 

 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

語彙の授業で新しく出た単語の画像を毎回先生が共有してくれたので覚えやすかった。 

 

Q.あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

夏休みの機関にもかかわらずほぼ毎日のようにスペイン人の先生から授業をしてもらえたこ

とでとても充実した 1 ヶ月を送れた。 

 

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？ 

先生の回線の状況が良くないことが何度かあり、授業が中断してしまった。 

 

◆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？ 

先生側のネット環境が良くないのか中断してしまったことがあった。。 

 

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？ 

日本の大学の授業だと自分が分からなくなったときに日本語を使ってしまいがちだったが、

研修中は日本語が通じないこともありどんな質問をされてもとりあえずスペイン語で答える

癖がついた。 

Q.今回参加し一番学んだことは何ですか？ 

自国以外の人とコミュニケーションをとることの楽しさ。日本語が通じないのに楽しく交流

することが可能なのだと実感したこと。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

質問をされて言いたいことがあるのに、どう表現したら伝わるのかが分からずに何も言えず

終わってしまったことが多かった。 

 

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。 

自分の言いたいことを簡単な表現に直して伝えることに慣れることが必要だと感じた。ま

た、そもそも語彙力が少ないので語彙力を増やすことが課題でもある。 

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？ 

学校の授業で学んだことの簡単な復習をしておくべきだと感じた。その方がサラマンカ大学

の授業がより理解しやすくなると思った。 

Q.参加してよかったと思う事は何ですか？ 

基本的な文法事項を今までよりさらに身につけられ、自分のもっているスペイン語力で無理

やりでも質問に答える力がつき、自分の弱点を知るきっかけを得られた。 

 

◆その他 

Q 派遣先校からの参加前情報は十分でしたか？ 

とくに不足はない 

 

Q.これから参加する学生へのアドバイス 

夏休みの期間中でも語学力を向上させたいと思っている人や、勉強しているのになかなか

成果が実感できずにいる人にとって参加して損はないと思うので、迷っているならぜひ受け

てみてください。 

 



2021 年 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

派遣先大学 

 

Universidad de Salamanca 

実施期間 ２.Aug.2021～27.Aug.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。 

通常よりも費用が安く現地の授業を受けてみたいと思っていたから。 

 

Q.応募先を選んだ基準は何ですか？ 

開催期間が自分の予定に合っていたから。短期間研修だったから。 

 

◆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 

事前にクラス分けテ

ストを受けた。 

Q.ご自身のレベルは

どのくらい？ 

初級 

 

 

Q.クラスの人数は？ 15 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 

アメリカ 2 人、中国 1 人、他日本人 

 

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。 

オリエンテーションというものはなかったが初日に参加した際に簡単な自己紹介を行った。 

 

◆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？  

交流タイムは特になく授業が進んだ。 

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？ 

グループワークがなくコミュニケーションをとる機会がほとんどなかった。 

 



◆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 zoom で日本時間 16 時から 18 時まで文法の授業を行い、10 分間の休憩を挟んだ

後に 1 時間、語彙力を高める授業を行った。 

 

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？ 

教材は特に使用せず、先生が word に書き込

んでいく形 

たまに 

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 1,2 年生で学んだ基礎を行った。知らない単語を学ぶ。グループワークは行わず自分

から発言しないと話す機会はほとんどなかった。 

 

Q.発話時間はどのくらいありましたか？ 

ほぼない 

 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

3 限目の授業はジャンル別に様々な単語を学ぶことができて印象深かった。1,2 限目の文

法の授業では基礎をさらに深く学ぶことができた。 

 

Q.あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

常にリスニングの練習にも繋がるスペイン語を聞ける環境が楽しく充実していた。 

 

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？ 

授業はスペイン語で進められるため、発言するときに何を質問されているのか分からないこ

とが大変だった。 

 

◆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？ 

先生の回線トラブルも時々見られ授業が一時中断することがあった。 

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,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？ 

スペイン語の基礎力が伸びたというだけでなく、スピーキング能力も少なからず伸びたと感

じた。どこでどの単語を使うなど単語の使用方法について、今までに学ばなかったことも研

修で学ぶことができたため、そのような点でも力が身に付いたなと感じた。 

Q.今回参加し一番学んだことは何ですか？ 

言語が異なる人との交流だとしてもコミュニケーションが取れるということを学んだ。それ

ぞれの言語が話せない人々との交流であったが、スペイン語を話すことができる人たちの交

流であったため国籍を超えた言語の素晴らしさを学んだ。 

Q.直面した問題は何ですか？ 

使用するべき単語が分からず、自分が本当に伝えたかったことが伝わらず捉え方が少し変

わってしまう場面が時々あった。単語の意味が分からず理解するのに時間がかかり授業に

ついていくのが大変な時期もあった。何を言っているのか分からず戸惑うこともあった。 

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。 

スペイン語を使用して文を書くことができても、話すことができないことに気づくことがで

きた。正しい単語を使用して話さなければ、伝えたいことも伝わらないということからスピ

ーキング力を身に付けることが今後の課題であると感じた。 

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？ 

質問したいときなどで、使いそうな表現は事前に調べておいた方が良いなと感じた。基礎を

復習しておくことで授業に対してのモチベーションが上がり、より一層授業が楽しいと感じ

たため、基礎だけでも復習しておくべきだと感じた。 

Q.参加してよかったと思う事は何ですか？ 

スペイン語への興味関心が以前よりも高まったこと。現地の雰囲気を少し知ることができた

こと。多くの表現や単語を知ることができたため語学力を高めるために参考となるノートを

作ることができたこと。スペイン語を話せることがどれだけ重要であるのか知ることができ

たこと。 

◆その他 

Q.派遣先校からの参加前情報は十分でしたか？ 

参加前情報に困ることはなかった。 

Q.これから参加する学生へのアドバイス 

最初は自分も不安であったが、授業を受けてみると不安はなくなり受けて良かった、楽しい

など思うようになり、最後は研修が終了してしまうことが残念だと思うことができた。その

ため、語学研修に興味を持っており迷っている場合であれば参加することをお勧めします。 

 


