
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 国際日本語学部 国際文化交流学科 

研修先大学（コース名） リヨン・カトリック大学

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 

フランス語ができる為フランス語圏への留学に行きたかった為

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？

フランス語圏だった為

◆空港からの移動について

Q.滞在先までの移動方法

自身で移動 

メトロ、電車、など

◆クラス分けについて

Q.クラス分けの方法

について 

出国前にオンライン

テストを受験

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？ 

2 割以下 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

香港、パナマ、タイ、ロシア、ウクライナ、コロンビア、ブラジル 



◆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。 

参加していません 

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

参加していません

◆授業・学習内容について

Q.指導教員について教えてください。

若い先生 2 人で週前半後半を担当している 

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、映像、パワーポイント 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？

多い 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。

主に文法が多かったので為になった 

最後の日の授業でフランス語の映画を見た 

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？

寮の友達との夕食時間やショッピング 

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？

膝を痛めたこと 

一緒に行った日本人が英語、フランス語の言語レベルが無く常に翻訳しなければならなかっ

た事 

自分でいっぱいいっぱいでした 

キツかったです

事前に留学者の言語レベルを揃えるべきあるいは最低限のラインを研修にあたって定める

べきだと思いました 



◆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？

その他 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください

なし 

◆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

特にない 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？

暑い 

◆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？

現地の友達とショッピング、ヨーロッパに知り合いがいるのでほぼ毎週末会っていた 

Q. 研修中・研修前後で旅行・観光に行きましたか？

行った 

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

パリ、ベルギー 

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

電車賃、食費、生活必需品 



◆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？

高いレベルに居たのでためになった 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？

自分がフランス語を教える側になってしまっていたので自分の弱点であった英語が上達し

た 

友達との付き合い方を学べた 

Q.直面した問題は何ですか？

一緒に行った日本人について 

なぜ同じ留学生なのにお世話をしないといけないのかと到着した時はずっと悩んでいた。 

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。

ない 

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？

言語力、応用力、コミュニケーション能力 

最低限の生活ができるような準備（生活用品を揃えるなど） 

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 3 回打った

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 

書類が必要だったが 7 日から無くなった 

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。

膝の怪我 

一緒に行った日本人との対人トラブル 

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？

最低限の食事 

◆その他

Q. これから参加する学生へのアドバイス

言語がある程度できないと 1 ヶ月非常に厳しいと思います。 

とくにフランスはフランス語の対応力を求められます（国民性的に）



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 国際日本語学部 国際文化交流学科 

研修先大学（コース名） リヨン・カトリック大学

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 

現地での、リアルな英語・フランス語の会話を学びたかったから。大学入学時から語学留学

をしたかったがコロナの影響で行けなかったので、今夏がラストチャンスだと思い研修への

参加を決断した。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？

フランスの芸術やファッション、美しい建造物などの街並みが好きで憧れがあったため。

◆空港からの移動について

Q.滞在先までの移動方法

自身で移動 

リヨンの空港でローヌエクスプレスという電車に乗り、寮の最寄りであるペラーシュ駅まで乗

車。その後寮までは徒歩とタクシーを利用した。 

◆クラス分けについて

Q.クラス分けの方法

について 

研修前に日本でオン

ラインのテストを受

検し、その点数によ

ってレベル別に分け

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？ ～20 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 

ブラジル、コロンビア、香港、中国、メキシコ 



◆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。 

フランス語での自己紹介後、プリントが配布され、基礎的な文法の学習を行った 

 

 

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 

ワインとチョコレートの工場見学のバスツアー。 

ワインの農家さんの家でワイン畑を見学したり、試飲した後、お昼休憩を含めた自由時間。 

その後チョコレートの工場ではカカオの度合いや原産地の異なるチョコレートの試食をした

り、工場の人から説明を受けたりした。 

 

 

◆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。 

英語も合わせて授業を進めてくれた。ほとんどフランス語だったが、ゆっくり話してくれたの

で理解できたし、分からないところも丁寧に答えてくれるので質問しやすかった。 

リヨンについてのことや少し雑談も交えてくれるので飽きずに楽しく授業を受けられた。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

毎日プリントが配布され、それに沿って学習するという形だった。 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

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。 

レストランなどへ行った際の注文の仕方などを実践するグループワークの授業。 

店員とお客さんに分かれて、注文から会計まで実践した。実際にお店に行った時に活かせた

ので、良かった。 

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？ 

寮や同じクラスの留学生と会話したり、コミュニケーションをとれたことはもちろん、お店の

店員さんと英語やフランス語で会話できたことがうれしかった。自分の語学力はまだまだ

で、コミュニケーションが難しいときが度々あったが、より喋れるようになりたいという勉強

のモチベーションにも繋がった。 

一人で電車や新幹線を乗り継いで旅行をしたことも、自信になった。 

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？ 

電車や新幹線、バスの乗り方。チケットの買い方も日本と全く違い、スリなどの不安もあっ

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？ 

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 

カフェテリアが多くあり、お昼を食べるのにとても充実していた。 

 

◆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 

立地; 

Q.上記を回答した理由 

大学や駅から近い点はよかった。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

治安はよかった。気候は研修前半は３０度前後の気温が続き、なれるのに大変だった。 

 

 

◆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？ 

リヨンの大学周辺を散歩して、色々なお店を回ったりカフェ巡りをした。 

 

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 

パリ→ルーブルやモネの美術館巡り、凱旋門、エッフェル塔 

 

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 

大体旅行の交通費が５割、自分や友達へのお土産（雑貨や衣服）３割、食費が２割程度 

 



◆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？ 

慣れない言語を話すことに対する恐れが減ったと思います。 

最初はやはりレストランやお店に一人で入ることに少し抵抗がありましたが、綺麗で完璧な

フランス語を話さなくても単語で通じることが多いので、積極的にそういう場に行くように

していました。メンタル面で力がついた気がします。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

初めて海外に行き、日本と外国の違いを肌で感じました。日本を出てみて、個人的な感想と

しては、日本人は人の目を気にしすぎであると感じたことや、フランスではマスクを着用して

いない人がほとんどだったため少し解放された気持ちになりました。日本は規則に忠実で、

少し窮屈にも感じられると思いました。いい意味でも悪い意味でも日本の性質が現れてい

る気がしました。また、人の温かさや優しさに触れたことで、たとえ国を跨いでいても同じ人

間であり、自分の中でそんな国境の壁を壊せた気がしました。 

Q.直面した問題は何ですか？ 

バスの乗り方が分からなかった頃、無賃で乗車してしまったこと。結局途中で下車し、一時間

徒歩で目的地まで向かった。 

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。 

英語・フランス語ともに語学力の向上。現地の人が話す言語は人によっても癖があったり理

解しにくいことが多いので、もっと自身のリスニング力を付けて現地の人と楽しく話せるよ

うになりたいと強く思いました。 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

現地の人が話すフランス語に聞きなれておくこと。 

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。 

３回のワクチン接種を終え、証明書をダウンロードする。 

ヨーロッパ渡航にあたり、オンラインで dPLF を記入する。 

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 

大学周辺で PCR 検査を受け、陰性証明書を病院でもらった。MySOS のアプリをダウンロ

ードし、渡航前に用意した接種証明書や陰性証明書の内容を記入した。 

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。 

研修後半の週末に頭痛やのどの痛みなどの症状が出て、数日体調を崩していた。 

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？ 

トローチ、部屋はエアコンや扇風機もなく非常に暑かったので小型の扇風機など 



◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

私は初めての海外だったので見るものすべてが刺激的で、本当に色んなことを吸収できま

した。大げさかもしれませんが、私にとっては今後の人生においても非常に大きな経験にな

ったと感じます。楽しいことばかりではないけど、言語も含め、何か壁にぶつかることで自分

自身の成長に繋がったと感じました。私の中で学生生活で一番に目標としていたのは留学

でした。もし皆さんが迷っていたら今やりたいことに全力で取り組み、一つ一つ達成してい

けたら、きっと後悔ない選択になっていると思います！私は語学力に自信はありませんでし

たが、海外という環境 

Q．その他 
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