
クイーンズランド大学英語研修プログラム 帰国報告アンケート

本アンケートは以下の目的のために使用されます。研修全体を振り返って、語学研修、留学生活の両面について感じたことや気が

付いたことを記入してください。 

①皆さんの研修期間中の状況を把握するための資料です。

②今後，クイーンズランド英語研修プログラムを改善するための重要な資料となります。

③本研修への参加を考えている後輩達のための有益な資料となります。ご協力よろしくお願いいたします。

学籍番号： 氏名： 

メールアドレス：

1. 今回の研修へは金銭類はどのような形態で持っていきましたか？

現金のみ 

現金＋クレジットカード →（ □1枚    □2枚以上）

現金＋キャッシュパスポート 

現金＋クレジットカード＋キャッシュパスポート 

その他（  ）  

2. 1で回答した持参方法で、問題ありませんでしたか？

問題なし

問題あり  理由（ ）  

どちらとも言えない 理由（ ） 

3. 現金は出発前いくらくらい両替していきましたか。 円 

途中、追加で両替しましたか？ □はい→ 円 

□いいえ
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4. 今回の研修(36日間)で、現地ではどれぐらいお金を使いましたか？(アクティビティ・お土産等も含む)

現金・クレジットカード・キャッシュパスポートなど、全て合わせて使ったお金の合計額

8万円未満 

8万円以上 10万円未満 

10万円以上 13万円未満 

13万円以上 17万円未満 

17万円以上 【いくらくらいですか？ 万円 】 

5. 日本で普段使用している携帯・スマホを現地へ持っていきましたか？

はい いいえ 

→「はい」と答えた方に伺います。日本からの携帯は現地でどのように使用しましたか？

（例：無料WiFiエリアでネット接続のみ etc.  ） 

6. 現地での連絡手段（ホストファミリーやクラスメイトとの）はどのような手段で行いましたか？

日本から持って行った自分の携帯電話で    現地でレンタルした携帯電話で

公衆電話                       その他 （ ） 

7. 現地から日本への国際電話はどのような方法で利用しましたか？

自分の（レンタルした）携帯電話から 公衆電話から  ホームステイ先からコレクトコールで

LINE  SKYPE  □メールのみで電話はしていない

国際電話用プリペイドカード→カードの名前を覚えていたらご記入下さい（ ） 

その他（                                     ） 

8. 現地に持っていって重宝したものはありますか？

9. 逆に、現地に持って行ったがあまり使わなかったものはありますか？

10. 飛行機に預けた荷物（スーツケース）は無料で預けられる 20キロ以内に収まりましたか？

□はい

□いいえ（例：追加手荷物料金を支払ったなど。 ） 



11. 現地で過ごしていた時の普段の服装を教えて下さい。（例：ロン Tに綿のパンツ、夜間はこれにパーカーを羽織る。）

・昼間 【 】  ・夜間【 】 

⇒日本から持参したもので足りましたか？（衣類）

□はい

□いいえ→現地で買い足した物などあれば教えて下さい（ ） 

12. ホームステイ先から大学までは所要時間はどれくらいかかりましたか？ 例：バスと徒歩で約 30分

13. ホームステイ先に何かお土産を持参しましたか？

はい  何を持参しましたか？【 】 

↓↓ 反応はいかがでしたか？ ↓↓ 

【 】 

いいえ 

14 .昼食はどうしていましたか？ 

自分で作って持っていった。 

【内容は？   】 

ホストファミリーが作ってくれた

【内容は？ 】 

 大学内で購入した  

【1回あたりの平均的な値段は？    】 

その他 

【 】 

15. 今回の研修 36日間での一番の思い出はなんですか？

16. 事前のオリエンテーションで、もっと詳しい説明があればよかったと思う点があればご記入ください。

17. 最後に、これから参加する学生にこれだけは伝えておきたい! ということや感想、おススメスポット等、その他ご自由

にご記入下さい。



◆選択形式の問いは該当するものにチェックをいれ、自由記述の場合は具体的な内容を記述してください。

1. 授業について

a. クラスレベル： 1 2 3 4 5 6 7 

b. クラス人数： 10 人以下 ～15 人 ～18 人 ＊MAX 定員 18 人 

c. クラスメイトの国籍： 日本 中国 韓国 その他（  ）

d. 日本人の割合： 10％以下 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 

70％ 80％ 90％ 100％ 

1-1. General English Course/English for International Business Communication について 

 General English Course   EIBC(English for International Business Communication) 

a. 授業内容： 大変良かった 良かった 普通 悪かった 大変悪かった 

b. 授業レベルの適切さ：

とても難しかった 難しかった 丁度良かった 簡単だった とても簡単だった 

1-2. 午後の自由選択クラスについて 

a. 参加したアクティビティ： コーラス クッキング Conversation with UQ students スポーツ

Online ｌearning その他（   ）  

ｂ. どんな内容でしたか （自由記述） 

1-3. English for Economics について 

a. 授業内容： 大変良かった 良かった 普通 悪かった 大変悪かった 

b. 授業レベルの適切さ：

とても難しかった 難しかった 丁度良かった 簡単だった とても簡単だった 

1-4. 全体的な授業の感想(自由記述) どちらの授業かわかるように記述してください。 

■General  English/ EIBCEnglish for International Business Communication について

■English for Economics について

2018 年度夏季プログラム（8/25～9/29）

神戸大学経済学部からのアンケート

 EIBC(English for International Business Communication)
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■午後の自由選択クラスについて

2. ホームステイでの生活について

a. ホームステイメイト： いた → （国籍・人数：    ）  いなかった 

ホームステイ先でインターネット環境はどうでしたか？：

WiFi(無料) 使えなかった その他（  ）  

b. 食 事： 大変おいしかった おいしかった 普通 あまりおいしくなかった まずかった 

美味しかった料理名：（      ） 

c. ホームステイ先はどうでしたか？： 大変良かった 良かった 普通 悪かった 大変悪かった 

その理由（自由記述）：

3. 大学施設・環境などについて

a. 大学または周辺の環境： 大変良かった 良かった 普通 悪かった 大変悪かった 

b. 大学の食堂： 大変おいしかった おいしかった 普通 あまりおいしくなかった まずかった 

b-1. 値段（平均）： 5 ドル以下 6～10 ドル 10～15 ドル 16 ドル以上 

b-2. 美味しかった料理名(自由記述）： 

c. 利用した大学施設(複数回答可)： 図書館（パソコン利用） 図書館（書籍） スポーツジム

プール その他（    ）  利用しなかった

利用した感想（自由記述） 

4. アクティビティについて：

a. ICITE-UQ が提供するアクティビティに参加しましたか？（オプショナルツアーなど）：

参加した→参加費の平均（           ドル）  参加しなかった    

どんなアクティビティに参加しましたか？（自由記述）： 

5. お勧めスポット（大学内外問わず）があれば教えてください。（自由記述）：
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6. ICTE-UQ のサポートはどうでしたか？（語学面、精神面、住居・生活面、課外活動面など）：

大変良かった 良かった 普通 悪かった 大変悪かった 

   悪かった・大変悪かったを選んだ場合、その理由（自由記述）： 

7. 滞在中に困ったこと/トラブルはありましたか？： あった 特になかった 

あった場合、どんな事ですか？（自由記述）：

8. 研修全体の自己評価：

大変満足 ほぼ満足 普通 やや不満 かなり不満 

やや不満・かなり不満を選んだ場合、その理由（自由記述）： 

9. その他、研修全体に対しての意見や要望、問題点等があれば自由に記述してください。

◎経済学研究科が実施する「クイーンズランド大学英語研修説明会」や「研修前オリエンテーション」などにご協力いただけま

すか。（留学体験を発表する、オリエンテーションでの質疑応答など） 

*ご協力いただける場合、後日、あなたに連絡することがあります。

同意する   同意しない    

ご協力ありがとうございました。 
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