
2022 年 夏季 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

学年 1  

学部 学科 建築学部 建築学科 

研修先大学（コース名） ネルソンマルボロ工科大学（4 週間） 

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 

英語を学びかつニュージーランドの文化を知りたいと感じたから。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

日本の気候に似ていて研修費用が一番安かったから。 

 

◆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 

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？ 

5～6 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

チベット コロンビア タイ チリ 中国 

 

 

 



◆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。 

大学の説明 どのような教育方針か、行事について 

 

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 

ピーナッツバター工場 ニュージーランド産のピーナッツバターについて知った。 

 

 

◆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。 

よかった。自分のクラスは座っているだけの授業ではなく、ほかの国の人と話す機会が多く

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。 

global 

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。 

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？ 

ホストファミリーと過ごす時間 

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？ 

PCR 検査の予約 

◆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 

高頻度で通っていたから 

 

 



◆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; 

Q.上記を回答した理由 

立地は山の上にあるのでよくない。部屋は広く、食事もおいしかった・ 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

治安はよかったが運悪く洪水になってしまった 

 

 

◆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？ 

ホストファミリーとでかけた 

 

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 

海山 

 

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 

お土産、Bee card、PCR 

 

 

 

 

 



◆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？ 

英語をしゃべる人とのコミュニケーションの取り方 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

ニュージーランドの文化 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

PCR 検査 案内の人はだいたいが英語が速いため聞き取れない 

 

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。 

英語を学ぶ 

 

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？ 

PCR について 

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。 

なし 

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 

アプリの登録、PCR 

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？ 

水筒 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

英語の能力がたとえ上がっていなくてもほかにたくさん学べることはあります。ホームシッ

クにならずに頑張ってください。 

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） ネルソンマルボロ工科大学（4 週間） 

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 

来年派遣交換留学に参加しようと思っているのでその準備として参加しました。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

ニュージーランドはわたしが行ってみたい国 1 つだったのと、治安がいいところが決め手で

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 

◆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？ 

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？ 

9 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本、中国 

 

 

 



◆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。 

大学の中や街を歩いて紹介してくれたり、学生を支援してくれる saniti という団体？の紹

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 

 

 

◆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。 

英語はとても聞き取りやすく話してくれ、優しいが、授業の reading などは時間をとりす

ぎだと感じた。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

毎週トピックがあり、それにあった記事を読んだり動画を見て listening をした 

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。 

ニュージーランドの保護区域についての reading(保護区域に連れて行ってもらったため) 

 

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？ 

saniti が開催してくれるイベント 

車で色々な場所に連れて行ってくれたり、学生が楽しめるイベントをたくさん用意してくれ

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？ 

PCR 検査の手配 

ホストファミリーにお願いして予約してもらったが、曜日を変更するなど自分で調べてそれ

を英語で伝えることが大変だったし、病院の人との会話が 1 番大変だった。 

◆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; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

勉強もできるのはもちろんパソコンも使えたり、本が英語のレベルで分けられていて借りや

すい 



◆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 

ホストファミリーがタイ料理屋をやっていたので、ニュージーランドの料理も出してくれた

が、タイ料理も作ってくれた 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

治安はとても良く、親切な人がとても多かった。気候は晴れてる時も多かったが、大雨で洪

水が起きた。 

 

 

◆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？ 

放課後は友達とスーパーやカフェに行ったりしていた。休日にはイベントが多くあるのでそ

れに必ず参加していた。 

 

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 

 

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 

PCR 検査 25000 円程度、残りは食費、お土産代がそれぞれ 15000 円程度 

 

◆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 

ホストファミリーとコミュニケーションを取ったり、お店で注文したりするのも、もちろん英語

なので、以前より自信を持って話せるようになったと思う。 



Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

自分から英語を話す機会を作ることが大切だと感じた 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

ホストファザーが肺炎になってしまい、救急車で運ばれた、5 日ほど入院し、退院してからは

同じテーブルでご飯を食べなかったり、あまりコミュニケーションを取らなくなってしまった 

 

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。 

ホストファザーのこともあり、わたしは途中でコミュニケーションの機会を減らしてしまった。

ホストファミリーだけでなく、自分から積極的に話す機会を作ることが課題だと思う。 

 

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？ 

ホームステイなら、ホストファミリーに聞きたいことは用意しておくべきだと感じた。また、休

日連れていってもらいたい場所も調べ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。 

ワクチン接種証明の取得、My sos という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 

PCR 検査の予約、My sos に必要事項の入力、検査結果フォーマットの準備 

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？ 

ドライヤー、ホストファミリーは持っていなくて風邪をひいた 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

日本人が多いと日本人としか話さなかったり、ホームステイも 1 人でなければ英語を話す機

会が減ってしまってがっかりしてしまうこともあります。でも自分から積極的に話せばホスト

ファミリーも聞いてくれるし、大学や街の人もとても優しいので、失敗を恐れずに話すことが

大切だと思います。 

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） ネルソンマルボロ工科大学（4 週間） 

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 

入学当初から留学に参加したかったから。また、speaking 力を上げたかったから。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

日程と期間が一番希望に合っていたから。 

 

◆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 

出発前に行うオンラ

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？ ～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 

中国、パキスタン、モンゴル、タイ、 

 

 

 



◆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 

スタッフ紹介 

学校周辺散策 

 

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。 

クラスメイトと会話する時間を設けてくださった。また、とてもフレンドリーで、毎日楽しい授

業でした。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

教科書をコピーしたプリント 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

ちょうどいい;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。 

クラスメイトとトピックに対してどう思うか考えるとき 

 

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？ 

学校スタッフが企画してくださったイベントで、他国の人と会話し交流を楽しんだこと。ま

た、自然がきれいな場所にたくさん連れて行ってもらったため、日本では味わえない壮大な

景色を満喫した。 

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？ 

現地で日本円を換金できなかったこと。 

◆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; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

雰囲気が落ち着く。 



◆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;食事; 

Q.上記を回答した理由 

歩いて学校に通うことができたから。また、ご飯がとてもおいしかった。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

初日寒すぎたが、その後は日が照る日が多く、慣れていった。 

 

 

◆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？ 

友達と街を散策したり、ホストマザーとドライブしに行った。 

 

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？ 

5－7 万 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

お土産・食費 

 

 

 

 

 



◆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？ 

speaking が少し伸びたと最後の週に感じた。だが、一番はリスニングが上がったと思う。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

何でもとりあえず発話すること。会話しようと前に出る気持ちを常に持つことが大事だと思

った。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

ホストマザーに予約してもらったが、PCR を現地で受けることが大変だった。 

 

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。 

多国籍が集まるクラスで学んでいたため、人によって聞きやすい・聞きにくい英語があるこ

とがわかった。日本人の英語も、ネイティブには聞きにくい可能性があるため、発音やフレー

ズを磨きたいと思った。 

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？ 

Wi-Fi を事前に用意していおくべきか、SIM を買うのか決めておいた方が良いと思った。 

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。 

海外でも使える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・陰性証明書 

My sos のアプリ 

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？ 

スリッパ 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

現地の物価状況を事前に調べて、持っていくものを決めると良いと思います。 

ホームステイ 1 人でとても不安でしたが、1 ヶ月あっという間に過ぎていってしまうほど充

実できたので、やりたいことリスト作るのをお勧めします。 



2022 年 夏季 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

学年 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） ネルソンマルボロ工科大学（4 週間） 

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 

語学力の向上を図ると同時に、自分自身の考えを英語で伝える力を身につけたかった。また

ホームステイを通して、文化や生活スタイルの違いを実際に感じ、日本とどのように違うの

か、学びたかった。そして、ホストファミリーとのコミュニケーションを通して、多くのことを

学びたかったから。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

個人的にホームステイをしたいと思っていた中、推薦語学研修にてホームステイを予定して

いる研修先がニュージーランドのみであったため。また、ニュージーランドという日本と似た

ような自然溢れる豊かさや治安の良さなど、初めての留学には適切な場所であると思った。

そして、イギリス圏の国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 

研修が始まる前に、pc にて英

語の簡単なテストを受けまし

た。それによってクラスが分け

られました。 

Q.その結果ご

自身のレベル

はどのくらい？ 

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？ 

7～8 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本、中国、パキスタン 

 



◆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。 

オリエンテーションでは、授業の案内、施設の案内、街の案内、留学生との交流について、そ

して週末の様々なイベントなど、留学生活において必要なことから、楽しみな行事など教え

てくれました。 

 

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 

ニュージーランドネルソンの有名な海岸、海、kiwi の人の家でアフタヌーンティー、映画、ネ

ルソンの街を探索、ゲーム、参加できるものは全て参加した 

 

 

◆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。 

とても分かりやすい授業が多かったと思った。また今日はリーディングを主に行う日、など

その日に学ぶ内容が明確であるため、よかったと思う。また、ホームステイとの会話も大切

にしてほしいとおっしゃっていた先生であったため、そこが個人的にとてもよかった。そし

て、授業でも自分自身の意見を伝える会話が多かったため、より実践的な英語を学ぶことが

できた。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

ai、遺伝子組み換え食品、スマートシティー、ピーナッツバター工場、日本食、kiwi について、

ニュージーランドの歴史または地理について 

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。 

ピーナッツバター工場の見学。ネルソンでできた有名なピーナッツバターの工場に行き、作

り方、その他細かい材料の話などの説明を、英語で聞く授業がとても興味深かった。 

 

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？ 

ホストファミリーと何気ない会話や、ホストファミリーの友達の家にお邪魔して、世間話など

を楽しくお話ししたことがとても良い経験で、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？ 

pcr 検査をする時に、必要な書類は何が必要であるのか、また病院と私で思い違いがあり、

混乱してしまうことが多く。スムーズに受けられなかった。 



◆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;教室;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 

選択した全ての場所は、とても過ごしやすく、勉強するにも少し会話するにも適していた。 

 

◆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 

部屋;食事; 

Q.上記を回答した理由 

とても個人の時間を大切にしてくれるように、快適なお部屋を用意していただいた。また、

食事面では何の心配もいらないくらい、とても美味しい料理を毎日頂くことができ、とても

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？ 

研修半ばで、大洪水が起こってしまい、オンラインで授業をしなければいけない時や避難を

する必要がある友達もいて、少し大変な部分があった。 

 

◆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？ 

お洒落なカフェや本屋に行ったりした。またどこも寄らずに家に直行し、ホストファミリーと

の時間を取った。休日はイベントに参加したり、ホストファミリーが素敵な場所に連れて行っ

てくれた。 

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 

行かなかった 

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？ 

3－5 万 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

お土産と自分へのお土産 2 万、pcr 検査 2 万、カフェなどの外食 5000 円 

 



◆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？ 

リスニング力は以前よりとてもついたと思う。ホームステイ先では全て英語で話を聞き、自

分自身で考えて英語で答えるため、聞く力はとても伸びたと思う。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

日本とニュージーランドの文化、生活スタイル、街の雰囲気、これらの違いという部分におい

て、学んだ部分が多かった。日本では当たり前だと思っていたことが、ニュージーランドでは

違ったことなど、実際に生活してみると、違いを感じることが多かった。またニュージーラン

ド人から日本についてのことを聞く機会がなかなかないが、この機会に日本について色々

聞き、学んだことが多かった。 

 

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。 

英語で答える。という部分において、まだまだ実力不足であるととても感じた。 

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？ 

様々な書類は全て印刷することは絶対にするべきであると感じた。あとは、必要のないもの

は持っていかないこと。あとで持って帰ってくるのに面倒になる。あとは何のために留学に

は行くのか、という部分を再確認するべき、あっちに行くとどうしても楽しんでしまうことが

多くなるが、何も目的に、ここへ来たのかという理由を明確にするべき。それから、海外で役

立つ英語などを学び、語学力を向上させるにあたり、基本的なことを確認すること。英語を

勉強すること。 

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。 

接種証明書アプリをダウンロードし、電子化の接種証明書を納めた。あとは mysos を入れ

ておくべきであると思った。これは日本への入国審査の際に手間が省けるので、とても便

利。 

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 検査の陰性結果証明書、日本政府が発行しているフォーマットの用意、mysos の準備 

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？ 

ドライヤー、スリッパ、箱ティッシュ、生理用品、ホッカイロ 



◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

推薦語学研修を通して、英語の語学力向上はもちろんですが、日本とその国の違いを実際

に感じることが出来たことが、留学において必要な学びであると思いました。何か事態が起

きたとしても、全て英語で対応しなければいけないという、とても困難なこともありました

が、それもそれでとても良い経験でした。危機察知力など、海外ならではの恐怖は沢山あり

ます。日本では体験できないことを体験することで、少し自信を持つことが出来たり、様々

なことに役立ちます。何でも経験であるということを、頭において考えると色々な経験がと

ても貴重なものになった。 

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 外国語学部 英語英文学科 

研修先大学（コース名） ネルソンマルボロ工科大学（4 週間） 

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 

英語が公用語の国で、生活の中で実践的なコミュニュケーションを取りたいと思っていたか

ら。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

ホームステイをしたく選択可能な国であったことと、比較的安全な国であるため初めての海

外でも安心して行けるかと考えたから。 

 

◆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？ 

9 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

中国 パキスタン 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。 

施設案内、留学生向けの活動案内 

 

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 

担当教員による街の散策とピーナッツバター工場の見学、留学生向け学生団体による街の

散策、遠出、映画鑑賞 

 

 

◆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。 

アナウンサーのようにとても聞きやすい英語で、指示や説明に関して困ることはなかった。

授業も丁寧で、全員が理解出来ているか都度確認してくれているように感じた。ただ進みは

ゆっくりなように思った。 

23 番の回答について、所属クラスは宿題なし。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

オリジナルのプリントと教材のコピー、YouTube の映像、楽曲 

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。 

他クラスと合同でグループワークをおこなった授業。他クラスにはもう少しほかの国からの

留学生がいたので、そのひとたちと会話できて楽しかった。 

 

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？ 

休日、ホストマザーたちに国立公園に連れていってもらったこと。日本と全く異なる自然に

触れることができてとても貴重な体験だった。ホストマザーはほとんど毎週末色々なところ

に連れ出してくれたので、たくさん楽しい思い出がある。 

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？ 

近くの川の氾濫による避難。5 日ほど通常の生活に戻ることができなかった上、現地の人も

初めての体験であったようでかなり不安だった。 

 

 



◆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？ 

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 

現地のフードが沢山食べられた。安くは無いのでとても散財した。 

◆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;部屋;食事; 

Q.上記を回答した理由 

徒歩 10 分、複雑な経路なしで学校にアクセスできたのは本当によかった。部屋も壁紙やイ

ンテリアがかわいくて嬉しかった。食事も色々な国籍のものをだしてくれて楽しめた。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

治安は非常によい。日本よりよいかもしれない。ただ早くに人がまったくいなくなるので夜

は不安があるかもしれない。気候は朝晩の寒暖差が 10 度以上ある日もあり、体調を崩しや

すい人もいる。 

 

◆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 5 時頃にはお店が閉まってしまうため、その時間まで街を散策し帰宅。夕食までの

1 時間ほどは荷物の整理や個人の時間、夕食後はリビングでホストマザーとすごした。休日

はホストマザーやその友人(と、そこに滞在している神大生)らとおでかけ。 

 

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 

研修中はアベルタスマン国立公園、ケーブルベイへの観光。研修後、オークランド。 

 

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 

沢山のカフェ、2 度ほど外で夕食、洋服等のショッピング、おみやげ 

 



◆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？ 

英会話では返事をしておわりでなく、そこから深堀したり広げることができるようになった

と思う。またこれは英語に関わらず、とりあえず聞いてみることができるようになったと感

じる。バスを予約より早めてもらうことなど、わりと融通が効くものなのかもしれないと思

えるようになった。向こうの人が優しかったおかげ。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

上記の理由より、とにかく一旦聞いてみる。 

Q.直面した問題は何ですか？ 

おそらく訛りなどにより、ホストマザーの英語だけ聞きとるのにとても苦労した。 

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。 

言い逃したことに気づいた時も、とっさにそこの話に戻れないことが多々あったので改善し

たい。 

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？ 

持っていくものはとにかく捨てられるものを準備するべきだとおもった。荷物の重さについ

て帰り際にバタバタするひとが多かったので、いざとなったらすぐに減量できるように。 

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。 

海外でも使用できる接種証明書の取寄せ、接種証明アプリ、検疫用アプリ。 

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 

PCR 検査の予約、院生証明書 

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。 

 

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？ 

延長コード、変換プラグをもうひとつ、スリッパ、トラベルピロー 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

なにかひとつ、英語日本語両方ですぐに情報を手に入れられるツールに慣れておくと便利

だなとおもいます。Twitter や Facebook、ニュースアプリなど。 

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） ネルソンマルボロ工科大学（4 週間） 

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 

大学で勉強している語学や異文化などの知識を、実際に海外で生活して発揮したり学んだ

文化を確かめたり、またゼミで学んでいる多文化社会について何か自分の研究に活かせる

ものがあるのではないかと思い、参加を決めました。また海外で生活することで今までの生

活では得られなかった新しい考えを得たり、自分の人生の視野を広げたいと思ったことも理

由の一つです。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

ネルソンは自然豊かで、良い意味で時間の流れがゆったりとした場所なので、ストレスなく

勉強やアクティビティに集中でき、またのんびりとした性格の自分に合っている場所だなと

思ったのでネルソンを選びました。 

 

◆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 

渡航前にオンライン

でテストを行いまし

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？ 

7～8 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

中国、パキスタン、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。 

学生証の作成や必要書類の配布、クラス分け等 

 

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 

現地で有名な観光地（主に海や丘、自然保護区などの大自然）に訪れたり、映画を見に行っ

たり、大学やレストランでご飯をみんなで食べたりしました。全て無料でした。 

 

 

◆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。 

私のクラスの先生はイギリス出身の先生で、とても優しく、英語が聞き取りやすかったです。

その為授業にも皆んながついていくことができ、質問や発言もしやすい雰囲気でした。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

配布プリント 

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。 

ピーナッツバター工場見学 

 

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？ 

大学のアクティビティで様々な場所でいろんな経験をしたり、学校帰りに友達と街に遊びに

行ったり、お家でホストファミリーとクッキングや映画鑑賞をしたり、また家の庭にあるスパ

から空を眺めていたら流れ星を見れたことなどです。 

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？ 

10 年に 1 度の大洪水が起き、３日間ホストファミリーと避難しに行ったり、土砂崩れで家に

帰れなくなったり、道に迷ってしまったり、PCR の結果が届かなかったりしたことなどで

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？ 

カフェテリア;教室; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

綺麗で換気がなされていたのと、カフェテリアの料理が全て美味しかったから。 



◆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 

食事;部屋;立地; 

Q.上記を回答した理由 

海と山があり自然豊かな立地で、部屋も 1 人で過ごすには十分な広さで、何よりもホストマ

ザーの料理が毎日美味しかったから。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

治安は日本よりも良い印象で、気候は冬だったのですが段々春に近づき、寒すぎず過ごしや

すい気温でした。 

 

 

◆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？ 

大学が主催するアクティビティに参加したり、友達と遊びに行ったりしました。私は他の家族

に比べてあまりホストファミリーと出かける機会は少なかったです。 

 

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？ 

5－7 万 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

食費、お土産代、バス代 

 

 

 

 



◆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？ 

判断力、適応力、順応力、コミュニケーション能力 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

何があっても全てなんとかなること 

Q.直面した問題は何ですか？ 

ホストファミリーの英語が聞き取りづらく、コミュニケーションに苦労し、最初はホームシック

になることもありました。 

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。 

スピーキングとリスニング力の向上 

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？ 

1 年生の頃からもっと英会話や English Express などの英語を話せる機会をもっと多く

利用し、英語を話す事に慣れるようより努力するべきだったと感じました。 

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。 

3 回目ワクチン接種、英語のワクチン接種証明書獲得 

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 検査陰性証明書獲得、ファストトラックアプリの登録 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

あり 

Q. 具体的に教えてください。 

最初はホストファミリーとの英語のやりとりが難しく、自分だけ孤立しているような感じがし

た時期があったのと、ホストファミリーが家に不在で私が犬の散歩に行った時に、誤って玄

関の鍵がロックされてしまい（鍵の仕組みが分かっていなかったため）、中に入らなくなり鍵

屋を呼ぶ事態になったこと。また大洪水が起きたこと。 

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？ 

防寒具 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

留学は語学力向上はもちろん、むしろ異文化で生活することでの新しい発見や、日本では気

づかなかった考え方に出会えたり、思わぬことへの対応力が身についたりなど、これからの

人生で生かすことができる様々な貴重な経験が出来るので、英語が話せるようになりた

い！というだけでなく、大学生のうちに何かにチャレンジしたいと思っている人はぜひ留学

を視野に入れてみて欲しいなと思いました。 
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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） ネルソンマルボロ工科大学（4 週間） 

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 

英語力向上、休暇期間を有意義に過ごすため 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

費用と期間が自分に合っていたため 

 

◆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。 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

事前に行ったオンラ

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？ ～20 人 Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

9 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

中国、パキスタン 

 

 

 

 



◆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。 

大学の設備、大学アカウントへのログイン方法 

 

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 

離島やビーチ、映画を見に行くもの 

 

 

◆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。 

授業は比較的遅めの進行で、質問しやすくフレンドリーだった 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

配布されるプリント 

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。 

ニュージーランドの歴史やマオリに関する授業 

 

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？ 

授業の中でさまざまな自然を感じられる場所に行ったこと 

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？ 

ホストマザーの英語を聞き取ること 

 

◆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？ 

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 

カフェテリアは他の学生との交流の場にもなっており、グランドは予約すれば誰でも使うこ

とができ、そこもまた交流の場になっていたため。 

 



◆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 

学校まで徒歩 10 分と近かったため 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

治安は良く、一度の洪水を除けば過ごしやすい気候だった 

 

 

◆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？ 

友達と街を散策したり、ホストマザーに国立公園など様々な観光スポットに連れて行っても

らった 

 

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 

オークランド 

 

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 

食事代、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？ 

英語を聞く力 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

日本とニュージーランドの人々が生活において重要視する部分の違い、基本的な英会話の

表現 

Q.直面した問題は何ですか？ 

訛りがある英語が聞き取りづらく、こちらの英語もしばしば理解してもらえなかったこと 

 

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。 

難しい英単語ではなく、今知っているレベルの単語の使い道を増やすこと 

 

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？ 

自分は英語のどの力を一番伸ばしたいのか明確にしておく 

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。 

ワクチン接種証明の用意 

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 

出発 72 時間前の検査、陰性証明の発行 

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？ 

インスタントラーメン 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

行くことの目的を明確にし、そのために現地で何をするべきか考えておくことが大事だと感

じました。 

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） ネルソンマルボロ工科大学（5 週間） 

研修期間 8/1～ 5 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 

長期休みを利用して語学の勉強をしたかったため。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

穏やかそうな場所で、期間もちょうどよかったため。 

 

◆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 

研修先スタッフによる送迎 

 

◆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？ ～20 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 

ミャンマー、チベット、中国、コロンビア 

 

 



◆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。 

学校と町の見学 

 

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 

Student association が行なっているイベント。 

その町の観光や食べ物を紹介してくれる。 

 

 

◆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。 

教え方もわかりやすく楽しく授業をしていただいた。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

研修先の学校で使用している教材のコピー 

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。 

現地の言語に関する授業 

 

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？ 

学校のイベントなどに参加したこと 

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？ 

コミュニケーション 

 

◆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？ 

その他; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

校内のいろいろなところにウォーターサーバーがあり、水筒を持って行って水を買わなくて

も水分を確保できた。 

 



◆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 

学校からは遠かったがとても景色の良い場所だった。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

思ってたよりも寒かったが、治安も良く人も優しくて良い場所だった。 

 

 

◆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？ 

友達やホストファミリーと出かける。 

 

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 

研修先の街の観光地や、研修後にオークランドの観光をした。 

 

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？ 

5－7 万 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

食費、観光、ほとんどがお土産代 

 

 

 

 

 



◆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？ 

リスニング力やコミュニケーション力 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

コミュニケーションを取ることはとても大事 

なんでも話してみること 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

コロナに感染したこと 

 

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。 

語学力をもっと上げていきたい 

 

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？ 

ある程度の語学力 

 

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。 

ワクチン接種証明書 

NZeTA、Traveler pass 

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、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？ 

水筒 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

学校内や Student Association でたくさんイベントをやっているので参加したら楽しい

と思います。 
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◆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） ネルソンマルボロ工科大学（5 週間） 

研修期間 8/1～ 5 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 

自分の英語力を測り、ネイティブスピーカーとコミュニュケーションを取りたかったため。ま

た、ネイティブスピーカーの英語の授業を日常的に受けてみたかったため。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

元々オーストラリアを希望していましたが、ネルソンマルボロ工科大学は、研修期間が選べる

点が魅力的でした。 

 

◆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 

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？ ～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 

コロンビア、ミャンマー、中国、チベット、タイ、パキスタン、 

 

 



◆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。 

インターネットの使い方、学校と街の案内、 

 

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 

 

 

◆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。 

毎日 4 技能全てできるように進めていました。また、単語テストやクイズ、ゲームなども取り

入れてくれて楽しく英語を学ぶことができました。文法や単語の教え方もとてもわかりやす

く、教員の英語もとても聞き取りやすかったです。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

教員が教科書をプリントしてくれた物、ノート 

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; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

週に 1 回あった G.I.L（Guided Independent Learning）というものです。 

この時間には、自分の勉強したいことを勉強できます。例えば、読書や単語、インターネット

を使った文法理解やテスト、リスニング、ライティングです。これらのことを自分のペースで

好きなように学ぶことができました。 

 

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？ 

イベントがとても充実していました。NMIT の SANITI というイベントを開催してくれる方

たちのイベントに毎週のように参加しました。 

海や海の見える丘の上、宮津ガーデン、ラビットアイランド、映画などさまざまなところに連

れて行ってもらえました。また、ピザやフィッシュ&チップスまで FREE で提供してくれまし

た。また、留学生を対象とししたイベントを主催しているボランティアの方たちも牧場やボル

ダーバンク、アフタヌーンティーなどを体験させてくれました。 

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？ 

物価が高いため、平日のランチが少し大変でした。 

 



◆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？ 

図書館;教室; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

パソコンやリラックスできるソファーがあってとても快適でした。 

 

◆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;部屋;食事; 

Q.上記を回答した理由 

学校まで徒歩約 10 分で行けるのはとてもありがたかったです。また、1 人一部屋あり広さ

も十分でとても快適でした。食事をお腹いっぱいになる量を出してくださいました。 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

治安はいいと思いました。気候に関して、とても変わりやすい天気で暖かい日もあれば寒い

日もあったり、いきなり雨が降ったりしました。 

 

◆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？ 

中心街に行って買い物したり、カフェに行ったり、ゲームセンター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 

オークランドに行きました。中心街からフェリーで行けるデボンポートやショッピング、水族

館に行きました。 

 

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？ 

10 万以上 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

食費 2 万円、 娯楽費 3 万円、お土産代 4 万円、オークランド宿泊費 1.5 万円 

 



◆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 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

英語を話すことに関して、間違いを恐れずたくさん話した方がいいということ。日本人はラ

イティングやリーディングが得意でスピーキングやリスニング力が欠けているのに対して、他

の国の方は全く反対だったので、日本人はスピーキングの機会がとても少ないんだと思い

ました。 

Q.直面した問題は何ですか？ 

ホストファミリーに言いたいことが伝わらず理解してもらうのに時間がかかってしまったこ

と。また、聞き取れなかったのに聞き返す勇気が出なかったこと。 

 

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。 

間違いを恐れずたくさん英語で話していくことが課題です。 

 

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？ 

日常会話の英単語を勉強すること。 

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。 

陰性証明書の取得 

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、My SOS アプリの準備 

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 

少しでも興味があれば絶対に行った方がいいと思います。ニュージーランドは多国籍な国な

ので、ネイティブスピーカーではない他の国籍の方とお話しする機会も多くお互いにわから

ない単語を説明しあったりと確実に英語力が伸びると思います。 

また、自然や文化についてもたくさん知ることができると思います。 
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◆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） ネルソンマルボロ工科大学（5 週間） 

研修期間 8/1～ 6 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 

コロナの影響で、一年・二年に留学をすることができなかった。大学にいるうちに一度は海

外へ行きたいという思いから今回参加を決めました。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

ニュージーランドは自然が多く、住みやすいと聞いた。また、治安や物価や気候なども日本と

も似ていると聞いたのでニュージーランドにした。 

 

◆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 

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 

事前にテストを行っ

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？ ～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 

中国、パキスタン 

 



◆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。 

大学の施設について、イベントについて 

時間割など 

 

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 

ピーナッツバター工場 

ファーマーズマーケット 

 

 

◆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。 

とても親切だった。 

生徒の出来を見ながら進めてくれている感じがした 

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？ 

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。 

ピーナッツ工場に実際に行き、そこからそれについて授業で深めた授業 

 

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？ 

大学が、週末になるとビーチや映画に連れて行ってくれたこと 

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？ 

ホストファミリーとの会話がためになったと同時に大変だった。 

ニュージーランドのアクセントは独特だった。 

 

◆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？ 

グランド;図書館; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

図書館は広く、自習にも使えた。グランドでみんなでサッカーをして気分転換になった 



◆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; 

Q.上記を回答した理由 

とても綺麗で広かった 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

治安は日本と同じように良かった。気候は朝は寒い。 

 

 

◆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？ 

ホストファミリーがビーチやランチや山に連れていってくれた。 

 

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 

オークランド動物園・美術館 

 

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 

交通費 ３割 食費５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？ 

リスニングは伸びたと思う。毎日ホストファミリーと映画をみたり、話を聞いていてだんだん

聴こえるようになってきたと感じた 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

英語で伝えるのは難しいけど、伝えようと頑張ればなんとか伝えられる。その時に言い換え

ることやジェスチャーなどを交えることが大切。 



Q.直面した問題は何ですか？ 

ホストの言っていることが分からないことが多く、重要なことを聞き逃していないか不安な

ことはあった 

 

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。 

まだまだ、話せないし聞けないと分かった。 

 

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？ 

語彙力・文法力はそれなりになければコミュニケーションを取るのが難しいと感じた。事前に

そのあたりをもっとやっておくべきだと感じた 

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。 

ワクチン関係は全部印刷した。 

ココアはインストールしておいた方が楽 

また、マイナンバーカードを持っていた方が簡単に証明書をだせる 

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 時間以内の陰性証明のための 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？ 

日本食は 1 ヶ月でも欲しくなる シャンプー類は基本置いていないので持って行くべき 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

大変だけどとても楽しい経験だった。 

せっかく行くので、事前に知識をつけることや、滞在中は多くの人に話しかけるなど自分か

ら行動することが大切 

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） ネルソンマルボロ工科大学（5 週間） 

研修期間 8/1～ 5 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 

留学は元々したいと考えていた。夏休みを使って短期で行けること、国際センターや生協と

の連携が取れると思ったため参加した。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

安い価格でホームステイもでき、期間が選べたため。 

 

◆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 

事前テスト 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？ ～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 

中国、チベット、コロンビア、ネパール、アフガニスタン 

 

 



◆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。 

大学について。歩きながら街の紹介。 

 

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 

ネルソンのビーチなどどこかに連れてってくれたり、ランチやディナーを振舞ってくれたりし

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。 

わかりやすい先生だった。また、面白い先生でもあったため、楽しく授業を、受けることが出

来た。 

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？ 

2，3 日に 1 度; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

ネルソンについて調べるとき 

 

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？ 

授業終わりに、友人とどこか買い物に行ったりヨーグルトを食べに行ったりした時間。 

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？ 

休日にホストファミリーの趣味に付き合わされる感じがあった。 

 

◆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？ 

その他; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

近くに色々なもの、お店があり、放課後が充実できた 

 



◆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 

大学から近く、行きやすかった。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

ネルソンの治安はとてもよく、人柄もよかった。気候は寒いが、日が出ると暖かく感じる。 

 

 

◆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？ 

友人と買い物 

 

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 

オークランド 

 

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 

昼食代、お土産代、カフェ代 

 

 

 

 

 



◆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？ 

間違えてもいいから、とりあえず話してみることを学べたと思う。 

 

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。 

もっと語彙力を付ける 

 

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？ 

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。 

ワクチン接種証明書(英語) 

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、その証明書、My sos(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？ 

シャンプー、ボディーソープは持っていくべき(研修先のものは大きすぎる)、温度調節がし

やすい服や 1 枚上に切れるパーカーなど。 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

意外と必要最低限で生活できる。ホームステイ先で何を貸してくれるか事前に把握しておく

と荷物が減る。 

立地や人柄、気候など含めてネルソンは留学にはぴったりな場所だとおもいます。 

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） ネルソンマルボロ工科大学（5 週間） 

研修期間 8/1～ 5 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 

自分の語学力を高めるため 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

4 週間よりも長く入れる場所だったため 

 

◆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 

なし 

 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

事前のクラス分けテ

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？ ～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 

ドイツ、中国、ミャンマー、タイ 

 

 



◆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。 

説明、大学周辺の案内 

 

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。 

一人一人の生徒に合わせて課題をやっていた。 

相談ややりたいことのサポート(自分ではないが美容室に行きたい人がいた)もしてくれて

た。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

レベルに合わせて nmit が作成したテキスト 

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。 

他のクラスとの合同授業 

いろいろな国の人と話す機会があったため 

 

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？ 

ほとんど毎週(大雨の日を除いて)土曜日に開催されてたイベント 

観光地を巡った 

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？ 

ホストファザーが入院をし、自宅での会話が少なかったこと 

 

 

 

 



◆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; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

英語のレベルに合わせた本がたくさんあり借りれたから 

 

◆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; 

Q.上記を回答した理由 

タイ人のホストマザーだったためご飯が美味しく、部屋も充分な収納スペースがあったため 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

治安はすごく良く、冬だったが春に向かっていたため過ごしやすくなっていった 

 

 

◆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？ 

ショッピングや図書館で勉強 

 

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 

オークランド 

 

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 

お昼代、お土産、日本入国に必要な por 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？ 

コミュニケーション能力 

間違っていても気にしないで話すということを日本人ではないクラスメイトがしており、話

さなきゃ！となった 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

友達がたくさんでき、その人から聞いた母国の状況など知識が増えた。 

Q.直面した問題は何ですか？ 

発音の違い、タイ人のクラスメイトの英語の聞き取りが難しかった。 

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。 

ネイティブの発音の聞き取りだけでなく、出身国が色々な人の英語も聞き取れるようにす

る。 

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？ 

単語の勉強 

日常生活の英語 

動詞の勉強 

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。 

必要な書類の準備 

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 

My sos というアプリを入れて必要事項を提出していたため入国がスムーズだった 

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。 

季節が違うので風邪をひきそうになった 

春に向かっていたため花粉の症状が現れた 

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？ 

花粉の薬 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

治安の良さは一番良いと思う 

イベントも開催されているので退屈もしない 
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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） ネルソンマルボロ工科大学（6 週間） 

研修期間 8/1～ 6 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 

英語を勉強したいため 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

ニュージーランドに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 

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？ 

8～9 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

タイ、ミャンマー、ドイツ、中国 

 

 



◆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。 

みんなで集まってピザを食べながら話を聞いた 

 

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 

幼稚園にいった 

 

 

◆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。 

わかりやすい 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

先生が作った教科書 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

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。 

ニュージーランドの歴史 

 

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？ 

みんなでサッカーをした 

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？ 

友達が携帯を無くした時 

 

◆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 

豊富 

 

 



◆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 

一階の部屋が全て使えた 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

雨がひどい時があった 

 

 

◆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？ 

サッカー 

 

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 

リッチモンドのモールにいった 

 

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 

物価が高い 

 

 

 

 

 



◆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？ 

英語、歴史 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

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。 

英語をさらに勉強する 

 

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？ 

お金 

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。 

英語でコロナの紙を発行した 

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 

ファストトラックをした 

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？ 

ない 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

しっかり準備すること 

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） ネルソンマルボロ工科大学（6 週間） 

研修期間 8/1～ 6 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 

実際に海外に行き、日常英語や学術英語に触れる時間を増やしたかったため。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

大学卒業後に、ネルソンマルボロ工科大学で新たな専攻を学ぶ可能性があったから。 

 

 

◆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 

研修先のスタッフによる送迎 

 

◆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

をオンラインで事前

に受験した。 

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？ 1－5 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 

中国、ベトナム 

 

 



◆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。 

大学スタッフによる大学の施設に関する説明や、学生団体による定期イベントなどの説明を

受けた。また、私たちの自己紹介を軽く行った。 

 

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 

ネルソンの街や美術館等を案内してもらった。また、授業の一環としてピーナッツバター工

場の見学にいった。 

 

 

◆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。 

私のクラスは人数が私を含め 4 人しかいなかったため、授業ではディスカッションを行うこ

とが多かった。質問や相談は授業中いつでも行うことができた。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

主に指定の教科書を使用した。また時々Ted Talk などをリスニング教材として使用してい

た。 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

2 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。 

環境問題に関するトピックの授業が、とても興味深かった。 

 

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？ 

最も充実していたことは、ホストファミリーと過ごした時間だった。またホストファミリーが

様々なところに私を連れて行ってくれた。 

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？ 

最も困ったことは、時々差別を受けたこと。 

 

 

 



◆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;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 

特に図書館は落ち着いていて、課題を行うには最適な場所だった。 

 

◆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;立地; 

Q.上記を回答した理由 

ホームステイ先の家はとても広く、家にあるものは自由に使うことができた。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

ニュージーランドは冬だったため、気温がとても低かった。治安はとても良かったと思う。 

 

 

◆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？ 

フリータイムはホストファミリーと共に映画を見たり、公園に行ったりした。 

 

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 

クライストチャーチに行き、様々な場所を訪れた。 

 

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？ 

5－7 万 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

お土産、スナック、防寒用の衣服等。 

 



◆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？ 

英語で言いたいことをスムーズに言えるようになった。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

私の身近にある文化とは全く異なる文化を実際に体感することで、物事の視野が広がった

ように感じた。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

差別を実際に数回受けたこと。 

 

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。 

リスニング力がまだまだだと実感したため、今後はリスニング力の向上に力を入れていきた

い。 

 

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？ 

研修に参加する前から、もう少し英語を勉強しておけば良かったと感じた。 

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。 

英語と日本語両方で書かれているワクチン接種証明書を市役所から受け取った。 

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 

6 週間のステイだったため、特別な準備はなかった。 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

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？ 

ドライヤーが現地にはなかったため、持っていけばよかったと感じた。 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

研修に参加する前に、ある程度英語の勉強を行なってから行くことをおすすめします。 

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 外国語学部 英語英文学科 

研修先大学（コース名） ネルソンマルボロ工科大学（6 週間） 

研修期間 8/1～ 6 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 

英語の学科に所属しているのにも関わらずあまり英語を話す機会がなかったので、渡航す

ることでネイティブと話す環境に身を置きたかった。また、将来外国で仕事をしたり生活を

したいと思っているため、経験のひとつとして夏休みを活用したかった。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

これまで南半球に行ったことがなく、行ってみたいと思ったため。また、ニュージーランドや

ネルソンの雰囲気が自分に合っているのではと感じていたから。 

◆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 

渡航の数週間前ほどに学校側から指定さ

れたオンラインテスト（リスニングとリーデ

ィング）の結果で、5 つのレベルに分けら

れた。自身のレベルはオリエンテーション

の日に伝えられた。 

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？ 

1－5 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 

ベトナム人（1 人）、中国人（1 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。 

一人一人にパンフレットやお菓子、ペンなどをくれた。学校の生活支援センターや教員など、

何かあった時に相談出来る場所を教えてくれたり、施設の紹介をしてくれた。 

 

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 

・有名なピーナッツバター工場の見学ツアー 

・野生の鳥の保護地区ツアー 

・学校周辺の散策 

・ミュージアム 

・映画 

・動物園、ビーチ 

 

◆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。 

フレンドリーな先生だったので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。 

教科書のコピー 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

多い;毎日;それ以上; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

テーマに沿ってクラスメートとディスカッションをする時間は、新しい意見も知れて面白かっ

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？ 

ホストファミリーと 1 泊 2 日でゴールデンベイという所まで遠出したこと。ビーチや bush 

walking、マオリの神聖な湖など、色々な所へ連れて行ってくれた。子供たち（13 歳と 11

歳）とも長い時間を過ごせてより親しくなれた。 

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？ 

授業の宿題が多く、ホストファミリーとの時間やネルソンでの生活を思う存分楽しめなかっ

たこと。 

入っていたクラスが、本専攻の入学を目指す人向けの 1 番上のレベルだったので、単に教科

書を進めていくだけではなく、プレゼンテーションやエッセーをやらなくてはいけなかった。 

本当はホストファミリーともっと会話したり、街で色々なお店を見て人と話したり、のんびり

自然を楽しんだりしたかったのだが、あまり心に余裕がなかった。 



◆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;カフェテリア;教室; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

図書館: 広々している、ゆったり座れるソファーがある | 教室: 場所によるが、広々してい

るしカラフルで無機質な感じがしない、窓が大きい | カフェテリア: 広々している、スタッフ

が気さく、美味しい、電子レンジが自由に使える 

◆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 

立地;部屋;食事; 

Q.上記を回答した理由 

立地: バス停からすぐ近く、海が見える、広々した治安のいい地域 | 部屋:もう 1 人日本人

がいたが、各々に一人部屋が用意されてて、机や棚、鏡、ハンガー、ドライヤーまで用意され

ていた。 二階建ての一階部分がゲストルームだったのだが、一人部屋以外にも 2 人で過ご

せるような空間がありリラックスできた | 食事: 毎晩色々なメニューの夕ご飯を作ってく

れて、野菜も毎日入れてくれた。 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

治安はとても良い方だと思う。小さな街なのでみんな気さくで、バスの運転手やほかの乗客

と話したりする。気候に関しては、朝と夜はとても寒いので、マフラーなど防寒対策はした方

が良い。天気が変わりやすいので雨具も用意した方が良い。 

◆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？ 

放課後はカフェに行くか、図書館で宿題をしていた。休日は、ホストファミリーの予定に合わ

せて、子供のスポーツの試合を見に行くこともあれば、私たちのために遠出してくれること

もあった。 

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 

クライストチャーチ、マウントクック 

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（カフェ、お昼）、服、お土産、旅行費用 



◆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？ 

英語での日常会話やコミュニケーションの語彙力が身についたと思う。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

新しい人や環境、文化などとの出会いが人生においてとても大切だと感じた。日本で生活し

ている間に悩んでいたことも、ニュージーランドで色んな人と話したり新しい時間の過ごし

方を経験しているうちに、多様な生き方があるんだと思えた。これから夢に向かって挑戦す

る後押しになった。 

Q.直面した問題は何ですか？ 

言いたいことがあっても、語彙力の不足と、発音の悪さとでスラスラと英語を話すことが出

来ないと実感した。 

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。 

思っていることを難なく英語で話せるようになりたい。決まり文句や語彙をもっと吸収し

て、リンキングやアクセントを大事にして練習したいと思う。 

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？ 

英語に関しては、日常的に目にするものの名前が意外とわからず、ホストファミリーと話す

時に調べないといけなかったので、難しい単語だけじゃなくて、身近なものの英単語も知っ

ておくべきだと感じた。 

持ち物に関しては、シャンプーやポケットティッシュなどの消耗品は、現地でも手に入るが買

いに行くのが意外と手間だし、質も微妙だったりるので、日本で買って持ってくる方が楽だ

と思った。また、体調を崩した時用に、薬はもちろん、パックご飯や味噌汁などのレトルトの

日本食を持ってきておくと安心だと思う。 

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。 

ワクチンの接種証明書（英訳）を用意した。確か住民票の住所でしか貰えないので、気をつけ

た方が良いと思う。 

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 

検査は免除されたので、MySos アプリと、質問票と、持ってきていたワクチンの接種証明

書を見せた 

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。 

木の棒にぶつけて、指を怪我した 

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？ 

はさみ、のり、綿棒、石鹸の泡立てるやつ、ポケットティッシュ 



 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

お世話になった人とか出会った人とは、ぜひ一緒に写真を撮った方がいいと思います。 

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 外国語学部 英語英文学科 

研修先大学（コース名） ネルソンマルボロ工科大学（6 週間） 

研修期間 8/1～ 6 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 

1 番の理由は、残りの大学生活を考えると、2022 年の夏がラストチャンスだと思ったから

です。私は、大学生活で必ず海外留学をしたいと考えていました。というのも、現地で生の英

語を聞くことや実際に生活してみることによって、英語力を上げるきっかけになることや日

本では得られない経験ができると考えていました。また、海外で生活することの難しさ等を

知ったときに、どのように自分が対応していくのかを考えるなど、人としても成長できるの

ではないかと考えたので、参加することに決めました。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

留学をする上で、以下のことを重要視していました。①できる限り長く滞在できるところ。②

英語を使用する時間が沢山あること。③自然が沢山あるところ。このように考えていた中

で、ニュージーランド・ネルソンは、6 週間という比較的長い期間であって、ホームステイでし

た。勿論、不安も沢山あったので、即決することはできませんでした。しかし、今後、約 1 ヶ月

半でホームステイができるチャンスがあるか考えたときに、可能性は低いと思いました。ま

た、比較的過ごしやすい環境であったことや自然が多い地域で生活したことは無かったので

良い機会だ 

 

◆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 

研修先スタッフ 

 



◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

渡航前の web 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？ 

4～5 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

チベット、中国、タイ、コロンビア、パキスタンなど 

 

 

◆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。 

学生証の写真撮影をした後、学校見学を行いました。その後、街探検をしてどんなお店があ

るのかを教えて頂きました。そして、カフェへ行って、神大生全員と学校のスタッフで自己紹

介を行いました。 

 

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。 

4 技能全て偏りなく学ぶことができたので、非常に満足しています。また、コミュニケーショ

ンの時間、自己学習の時間、英語を使用したゲームの時間など、様々な時間があったので飽

きずに授業を受けることができました。そして、1 つのテーブルに同じ国籍の人（特に日本

人）が多くならないように配慮していた点も良かったです。 

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;2，3 日に 1 度;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。 

ペア対抗のゲーム。 

 



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（ボランティアの方も含む）やホストファミリーが計画してくれたイベントが最も楽しかっ

たです。例えば、放課後に教会や海へ行って、夜ご飯にフィッシュ&チップスを食べたこと、

夕焼けを見に行ったこと、映画を見に行ったこと、農場へ行って羊などを見たことである。

（学校主催）また、2 時間かけて絶景を見に行ったり、野生の羊を見に行ったこと、ホストファ

ミリーの友達の誕生日会に参加して、豪華な料理を食べたり、様々な人とコミュニケーション

したことも思い出です。（ホストファミリーが計画してくれたイベント） 

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？ 

バス停を降りてから家に着くまでの坂が非常に急だったので、疲れているときは辛かった。 

 

◆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？ 

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 

毎回美味しそうな料理が並んでいたことやフライドポテトがとても美味しかったから。 

 

◆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 

食事;部屋; 

Q.上記を回答した理由 

自分の部屋はとても広かったし、ヒーターもあったので快適だった。また、初めて見る料理

が多かったので、ワクワクしたし美味しかったから。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

1 人で歩くのに特に抵抗はなかったので、治安は非常に良かったと感じている。また、気候

は、朝がとても寒かったことが印象的である。 

 

 

 

 



◆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、友達とカフェにほぼ毎日行っていた。休日は、課題をやったりホストファミリーと

お出かけをしたりした。 

 

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 

Nature land(zoo), Nelson Museum, 色んなビーチ。 

 

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？ 

5－7 万 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

昼飯代、カフェ代、衣服代 

 

 

◆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？ 

リスニング力が 1 番伸びたと思う。家・学校・街中など全ての場所で、英語が聞こえるので必

然的に頑張って理解しようとしていた。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

何かあったとき、積極的に誰かに聞く・話すことである。というのも、全てが初めてなので初

日から沢山のことを覚えなければいけなかった上に、環境にも慣れなければいけなかった。

そのため、日本であれば、言われたことをすぐに対応できたとしても、海外では必ずしもそう

ではない。そのため、一度聞いたことでも、分からないのであれば、思い悩むことなく何度も

聞き直すことが大事だと思った。また、自分からどうすれば良いか聞くなど、自分の思いを

表に出すことの大切さも学んだ。そうでないと、常に不安が残り続けるため、留学自体が辛

いものになった。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

どのタイミングで自分の部屋へ戻るかなど、小さいことではあるが少し悩んだ。（ホームステ

イ先） 



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。 

留学へ行って満足するのではなく、日本でも英語を継続して勉強していくことである。特に、

学校の行き帰りで英語を聞くことや動画を見るなど、積極的に学ぼうとしていきたい。ま

た、積極的に色んな人とコミュニケーションを取ろうとすることである。というのも、留学中

は自ら話しかけにいくこともあったが、日本へ戻ってくるとその積極性が無くなりつつあ

る。そのため、日本でも、色々な年代の人と話せる機会があるときには積極的に話せるよう

にしたい。 

 

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？ 

研修する国のプラグが何であるかは、しっかり確認する必要がある。というのも、現地でも

購入することができるが、日本の方が安価に手に入れられる可能性がある。（ニュージーラ

ンドのプラグは、ダイソーに売られていた。） 

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。 

海外用のワクチン接種証明書を発行した。（一応、日本のワクチン接種証明書（原本）も持参

した）また、My SOS のアプリをインストールした。 

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 

ワクチンを 3 回接種していたので、帰国前のコロナ検査は不要だった。その代わり、搭乗手

続きをするときに、カウンターで海外用ワクチン接種証明書の提示を求められた。また、日

本入国後に、My SOS の確認が行われた。 

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。 

ホームステイの環境に慣れるのに時間がかかった。 

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？ 

スリッパ（靴を脱がない家だったから） 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

留学は「楽しい」だけではありませんが、必ず自分にとって良い経験になると思うし、学生だ

からこそできる経験だと思います。そのため、もし行こうか悩んでいるのであれば、期間・滞

在形態（寮 or ホームステイ）・費用などをしっかり考えて、是非参加してほしいなと思いま

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 外国語学部 英語英文学科 

研修先大学（コース名） ネルソンマルボロ工科大学（6 週間） 

研修期間 8/1～ 6 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 

自分の英語力を試して今後の学習に生かそうと思った。異文化を体験してみたかった。卒業

後の進路を考えるきっかけになればいいと思って参加した。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

いくつかある研修先の中で 1 番長い期間滞在できる場所だったから。また、コストの面か

ら、留学費用を低く抑えつつ長く滞在したかったから。 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先のスタッフさんが事前に呼んでくださっていたタクシーに乗ってホームステイ先まで

移動した。 

◆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、事前にオン

ライン上でクラス分

けテストのようなも

のを受けた。それに

基づき、現地で 5 段

階のクラスに分けら

れた。 

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？ ～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 

日本、中国、パキスタン 

 



◆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。 

学生証の作成、大学紹介、スタッフ紹介、大学の施設散策、街の散策、カフェで休憩、留学生

に向けたイベントの紹介、留学生やその他の学生を支援する学内の団体の紹介（SANITI）、

簡単な自己紹介など 

 

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。 

とても親切で話しやすかった。何回か短いライティングをしたが、丁寧に添削して返却しても

らえた。私は特に質問や相談はしていないが、他の学生が授業中に質問を投げかけてもそれ

について親身に回答していた。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

教員が印刷してきた教材プリント、教員が作成した授業プリント 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

少ない;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。 

カルチャーショックについての授業で、リーディングをしてその後グループになり、それぞれ

の国で同じこと違うことなどを話し合った。 

 

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？ 

ざまざまな場所に行ってニュージーランドの文化や自然を体験できたこと。異なる国籍や背

景をもつ人たちと話して、新鮮な考えや選択肢を知れたこと。 

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？ 

ホームステイで洗濯機は週 2 回、シャワーの利用時間は 7 分以内ということが少し大変だ

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？ 

カフェテリア;図書館; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

図書館は常に席が空いており、人もそんなにいないので勉強したい時もゆっくりしたい時も

気軽に利用しやすかった。カフェテリアは毎日メニューが変わり、とにかく近くて美味しいお

昼や軽食を購入できるのでとてもよかった。 

 

◆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;立地; 

Q.上記を回答した理由 

街の中心地からは車で 15 分ほどだが、坂の上に立地しており、夕陽と夜空がとてもきれい

だった。部屋は 2 人で滞在したが、それぞれに部屋が用意されており、各部屋に鏡、クロー

ゼット、ドライヤー、机、椅子などが揃えられていたので過ごしやすかった。食事はリクエスト

を受け付けてくれたり、さまざまなジャンルの食事を日によって変えてくれたりして全て美

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？ 

治安は良いと思う、ホームステイの家の周りを夜歩いたが、特に危ないという感じはない。

気候は冬だったのでとても寒い。たまに温かい日はコート無しでも昼間は歩けた。雪は降ら

ないが雨は比較的降る。 

◆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？ 

カフェに行ったり、家に帰ってゆっくりしたりした。 

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 

オークランド市内、ワイヘケ島 

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 

交通費、食費、衣服、ホテル代、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？ 

会話を続けようとする力 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

自分の時間を大切に生活するということ 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

英語が通じない、聞き取れない 

 

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。 

ホストファミリーと話していると知らない単語がたくさんでてきて、話を理解できないこと

があったので、まずはボキャブラリーを強化しなければいけないと思った。 

 

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？ 

スマホ（電話、SMS、インターネット）がちゃんと海外でも使えるようにしておく。クレジットカ

ード+デビットカード(or キャッシュカード)を作っておく。 

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プリを入れて、アプリ上で日本語と英語の接種証明書が確認できるよ

うにした。 

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 

（ワクチン接種が 2 回だったため）帰国前 72 時間前までの PCR 検査、陰性証明書（ネット

上で確認、印刷はしなかった）を準備した。検査は予約せずにオークランド空港の検査施設で

行った。 

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。 

風邪をひいた、コロナではなかったが熱とその他諸症状で 2 日間学校に行けなかった。 

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？ 

風邪薬、虫刺されの薬、レトルトの日本食少し 

 

 

 



◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

研修先大学や関連機関が主催するイベントなどには積極的に参加した方が良いと思います。

他の国の留学生と交流できるいい機会であるとともに、文化や自然などさまざまな事柄に

触れることができるので考えの幅が広がると思います。語学の面で何か大きく成長できる

とは言えないですが、日本と異なる環境に身を置くことで自分の感じ方や考え方に良くも悪

くも変化をもたらしてくれると思うので、具体的な目標がなく、なんとなく海外に行ってみ

たいなと思っている人にこそこの語学研修をおすすめしたいです。 

Q．その他 

 



2022 年 夏季 推薦語学研修報告書 

 

◆参加者情報 

学年 2  

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） ネルソンマルボロ工科大学（6 週間） 

研修期間 8/1～ 6 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 

英語の能力向上のため。主にリスニング力、スピーキング力。 

また、英語を話すことへの抵抗をなくすため。さらに、多文化、多種多様な人たちとコミュニ

ケーションを取りたかった。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

自然豊かで、一番研修期間が長かったため。 

 

◆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 

なし 

 

◆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？ ～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 

ミャンマー、ドイツ、中国、パキスタン、タイ 

 



◆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。 

学校案内や街中について。 

 

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 

地元の博物館、美術館の案内や、特に印象に残っているのが、大学の目の前にある幼稚園生

から小学生までいる学校のマオリの子供たちとの交流です。 

 

◆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。 

私は、レベルの低いクラスであったため、話すスピードや、教え方も丁寧で、自分のレベルに

適していました。担当の先生の人柄は、とても楽しい先生で、常に笑っているような方でし

た。そのため、質問や相談はかなりしやすかったです。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

担当の先生が作成した冊子。 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

2，3 日に 1 度; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

私は経済学部ということもあり、英語を学べるすべての授業がとても興味深く、楽しかった

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？ 

他の国の若い人から年配の人たちと会話できたこと。この研修に参加しなければ話せなか

ったり、出会えなかった人たちと生活できてすべてが新しいことでとても楽しかったです。 

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？ 

携帯の盗難 

◆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？ 

gym;グランド;カフェテリア;売店;教室;図書館; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

日本とは異なる点が多かったです。また研修先の町にあるジムに通っていたのですが、通常

であれば、６週間しかいない私では入会できないとのことだったのですが、マネージャーと

話し、特別に入会させてもらえたり、とても親切な人が多かったです。 



◆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;立地; 

Q.上記を回答した理由 

丘の上に立地していましたが、とても景色が良かったです。部屋も大きく、食事も毎日美味

しかったです。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

研修先のネルソンは穏やかで治安のよいところでしたが、帰国前に滞在したオークランドは

ネルソンと全く異なり、治安はあまり良くなかったです。特に土曜の夜。 

 

 

◆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？ 

学校で卓球やビリヤードなどをしていました 

 

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 

オークランドへ行きました。博物館や山などに行きました。 

 

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？ 

10 万以上 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

食事代、衣服代、 

 

 

 

 



◆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？ 

リスニング能力 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

英語はもちろんですが、考え方の違いが一番印象深く、学べたと思いました 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

携帯盗難 

 

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。 

毎日の英語学習。また英語を話す環境へ自分から足運ぶ。国内でも海外の方のホームステイ

ができるプログラムがあるためその参加を考えています 

 

 

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？ 

英語学習 

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。 

ワクチン接種証明書（国が認めた者） 

大使館 HP に記載されている事項をシッカリ確認する 

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 

無し 

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。 

携帯盗難 

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？ 

ホームステイ先がかなり充実していたため持っていきすぎたと感じました 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

立つ前に英語学習はしといた方がいいと思います。 

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） ネルソンマルボロ工科大学（6 週間） 

研修期間 8/1～ 6 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 

海外で実際に生活を送ることで語学力を向上させたい。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

ニュージーランドは自然豊かな国であり、治安や生活しやすさを鑑みるとはじめての留学に

適していると感じだから。 

 

◆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 

nmit がタクシーを手配してくれた 

 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

渡航前のテスト Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

低い（簡単すぎる） 

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？ 

4～5 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

パキスタン、タイ、ミャンマー、ドイツ、中国 

 

 



◆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。 

学校施設の説明、使い方、案内、サポートセンターの場所とその役割または支援できること、

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 

ビーチや牧場、美術館、観光地を見て回ったり映画を見にいったり、小学校へ訪れて異文化

交流を行った。 

 

 

◆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。 

1 週間ごとにトピックを変え、本文に出てくる文法を順番に学習していった。新出単語や文

法を使った会話を通して定着を図る。非常に聴きやすい英語で、わからないことがあれば砕

いた説明で理解できるまで丁寧に教えてくださった。とてもフランクな接し方で、前日の出

来事や週末の予定など楽しく会話する機会も多く、先生であり友達のような良い関係を築く

ことができた。どんな質問でも優しく答えてくださったため、私も緊張せずに話しかけられ

るようになった。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

指定の教科書のコピーや簡単な歌など 

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。 

自国の文化と他国の文化を比較して会話を行う授業。スピーキング中心だったので色んな

国の人と話すことができ、文化の違いによる価値観の違いを見つけることができてとても

楽しかった。 

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？ 

ホストマザーやクラスメイト、担任の先生や街の人たちと交流すること。毎日ホストマザーに

新しい単語や文法を教えていただいたりその日の出来事を話したり映画を見たりしたこと

がとても楽しかった。また、学校の近くの小学校に訪れてお互いの文化について交流を行っ

たことが、英語を話す勉強にもなりとてもいい経験になった。 

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？ 

JCB カードがほぼ使えないことがわかり、VISA だけで対応したこと。徐々に春になったた

め、花粉症にひどく悩まされた。 



◆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;グランド;教室; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

ゆったりと過ごせるスペースやのびのびと体を動かせるスペースがあったため、ストレスが

溜まることなく生活することができた。 

 

◆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 

丘の上にあったため家に帰るために非常に急な坂を登る必要があり、立地はとてもよかっ

たとは言えないが、家から見える景色がとても綺麗だった。1 人一つ部屋があり、自由に過

ごすことができたため非常に快適で、食事も私たちの好きなものを考えてくれたりリクエス

トを聞いてくれたりと不自由ない生活ができた。 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

基本晴れていてとても過ごしやすかったが、大雨が降ってしまったため 1 週間ほど交通規

制やぬかるみがあって不便な思いをした。 

 

◆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？ 

ホストマザーと出かけるか、ルームメイトやその他の友達と買い物に出ていた 

 

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 

小さめの山に登ったり綺麗なビーチに連れていってもらった。 

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 

食べ物や服、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？ 

英語を日常的に使うことに少しだけ慣れた。生活で役立つ単語や文法を少し覚えた。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

怖がらずに挑戦すること、積極的に行動すること。人と人との繋がりが非常に素晴らしく、人

生をさらに豊かにしてくれること。 

Q.直面した問題は何ですか？ 

VISA カード上限が低く設定してあり、使えなくなったこと。現金を下ろして使った。 

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。 

ボキャブラリーや文法を覚えるだけでなく、実際の場面で使える、使い分けられるようにな

ること。ネイティブに通用する発音を身につけること。 

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？ 

最低のことを想定して全て準備すること。下調べはしっかりすること。必要な薬類は全部持

っていくこと。 

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 

ワクチン接種証明 

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？ 

水筒、花粉症の薬類 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

事前の下調べや準備はなるべく早く、多すぎるくらいにしておいたほうがいいです。旅行に

行ける機会があるなら研修後に行くことをお勧めします。現地での研修はとても有意義で楽

しいですが、日本人とばかりつるんでしまっては意味がないので、現地の同級生や学校のア

クティビティを一緒にやる人には積極的に話しかけて友達になった方が英語力の向上にも

なるし輪が広がって楽しいと思います。 
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◆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） ネルソンマルボロ工科大学（6 週間） 

研修期間 8/1～ 6 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 

自分の英語の能力を日本ではなく、英語圏の国でどのくらい使うことができるのか実践の

中で確かめてみたかったからです。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

本来はアメリカ、カナダの研修先に行く予定をしていましたが、旅費や期間などの観点から、

ニュージーランドに研修先を設定しました。 

 

◆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 

なし 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

事前のクラス分けテ

ストにより 1〜5 クラ

スに分けられました。

自分は 4 のレベルで

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？ ～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 

中国、スリランカ 

 



◆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。 

みんなで食事や紹介を行いました。 

 

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。 

もちろん全て英語でしたが、説明を繰り返してくれたりするので非常についていきやすいで

す。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

ハンドアウト等 

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。 

郊外活動など 

 

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？ 

みんなでグループ行動を取ったりして、クイズなどに挑戦すること。 

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？ 

あまりトラブルなどはありませんでした。 

 

◆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 

現地の人とスポーツを楽しむことができる。 

 



◆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 

食事;部屋; 

Q.上記を回答した理由 

非常に美味しい食事を提供してもらい、部屋も一人の部屋があるため落ち着くことができ

る。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

非常に安全な場所で犯罪等もほとんどありませんでした。 

 

 

◆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？ 

クラスメートとカフェなど。 

 

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？ 

3－5 万 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

主に食事代 

 

 

 

 

 



◆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？ 

話す・聞く能力 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

国際交流の楽しさ。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

特にありませんでした 

 

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。 

英語でのコミュニケーション能力の向上など。 

 

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？ 

ある程度英語に慣れておくと、自信を持って学習に挑める。 

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、入国時の契約書 

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 

ワクチン接種証明書 

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。 

 

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？ 

加湿器 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

できないのは当たり前なので、前向きに話しかけに行くと良い。 

Q．その他 
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◆参加者情報 

学年 4  

学部 学科 外国語学部 国際文化交流学科 

研修先大学（コース名） ネルソンマルボロ工科大学（6 週間） 

研修期間 8/1～ 6 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 

将来の仕事に活かすために海外での生活を経験し、語学力を向上させたいと思ったから。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

治安の良さと、豊かな自然が魅力的であると感じたから。 

 

◆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 

大学が手配してくれたタクシー 

 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

事前のテストの結果

によって、レベルごと

に 5 段階に分けられ

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？ 

7～8 割 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本、中国、パキスタン 

 

 



◆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。 

留学中に使用可能な大学のメールアドレスの使い方のレクチャー、校内と大学周辺の案内、

軽食、 

 

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 

鳥の保護区、マーケット、博物館の訪問 

 

 

◆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。 

リスニング、リーディング、ライティング。ライティングについては希望者は添削があった。生

徒同士のディスカッションも多かった。アプリを使用し、大学が休講(洪水による)の間も連

絡を取り合うことが出来た。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

先生の配布するプリント 

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。 

マーケットや博物館に実際に行って行った授業。 

 

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？ 

大学のスタッフや協会のボランティアに連れていってもらったツアー 

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？ 

風邪をひいたこと 

 

◆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？ 

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 

メニューが豊富で美味しかった 



◆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; 

Q.上記を回答した理由 

大学まで徒歩でも行ける距離(30 分程度)だったので洪水で通行止めになった時に助かっ

た。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

治安は非常に良い。気候は日本の 2 月から 3 月くらい 

 

 

◆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？ 

放課後はカフェや美術館に行ったあとに帰宅し、ホストファミリーの 5 子供たちと遊んだ 

 

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 

オークランド 

 

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 

お土産、軽食、交通費など 

 

 

 

 

 



◆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能力 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

ニュージーランドと日本の生活の違いについて。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

風邪をひいたこと。 

 

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。 

語学力だけでなく、慣習などについても学ぶこと。 

 

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？ 

風邪薬、湿布薬などを持っていくべきだった。 

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。 

接種照明の発行と、ニュージーランド政府の指定するアプリなどの登録。 

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 

MYSOS 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。 

風邪をひいたことと洪水で休校になったこと。 

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？ 

風邪薬と湿布薬 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

外国で処方される薬は日本人に合わない場合もある上に、入手するまでが大変なので、

色々な種類の薬を持っていくと良い。 

Q．その他 

特になし 



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） ネルソンマルボロ工科大学（6 週間） 

研修期間 8/1～ 6 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 

ネイティブの英語に触れ、speaking, listening の力を向上させたかったから。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

ニュージーランドの自然に興味があったから。 

 

◆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 

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？ ～15 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 

タイ、スリランカ、中国、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。 

自己紹介や簡単なゲーム 

 

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 

美術館、博物館などに行った。 

 

 

◆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。 

様々な方法で勉強し飽きずに楽しく学べた。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

クラス専用の教科書 

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;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。 

外国人とのディスカッション 

 

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？ 

ホストファミリーとの会話 

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？ 

公共交通機関が充実していなかったこと。 

 

◆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; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

広く静かだった。 

 

 



◆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; 

Q.上記を回答した理由 

自分たち用のシャワールームがあった。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

安全で寒かった。一度大雨があった。 

 

 

◆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？ 

卓球やサッカーをした。 

 

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、動物園 

 

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６万、お土産３万 

 

  



◆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 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

海外の文化 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

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。 

リスニング 

 

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？ 

英語をもっと勉強してから行ったほうがよかったと思った。 

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 

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？ 

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？ 

なし 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

体調不良の可能性を加味して薬を持っていくべき。 

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） ネルソンマルボロ工科大学（6 週間） 

研修期間 8/1～ 6 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 

英語のスキルを上達させるため 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

田舎を好むため。 

 

◆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 

タクシーでの送迎 

 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

語学力 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？ ～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 

コロンビア、チベット、中国 

 

 



◆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。 

施設の案内 

 

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 

ムービーナイトで夜に映画を見ることができた。 

 

 

◆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。 

とても優しく聞き取りやすい英語だった 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

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。 

現地の散策や観光地の紹介やマオリ文化 

 

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？ 

マオリ文化に触れることができた 

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？ 

金銭面 

 

◆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; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

教材が揃っていて充実していた 

 

 



◆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 

ちょうど良い量だった 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

気候には恵まれなかったが治安は良かった 

 

 

◆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？ 

友達と地域の散策 

 

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 

有名なビーチのホストファミリーと訪れた 

 

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 

服や雑貨、ご飯などにたくさんのお金を使った 

 

 

 

 

 



◆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？ 

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？ 

日常会話 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

国家間の価値観の違い 

 

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。 

単語力を身につけること 

 

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？ 

充分な語学力 

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。 

ワクチンの 3 回の接種 

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 

特になし 

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？ 

花粉症の薬 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

クレジットカードとキャッシュカードを持ってくること 

Q．その他 
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