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短期海外研修へ向けた事前の英語学習が海外研修プログラムの
理解度と満足度に与える影響：
本学の理学・作業療法学専攻の米国研修の経験から
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旨

本学医学部保健学科の理学療法学専攻と作業療法学専攻は、2001年から米国研修を開催している。
研修後の報告書から研修前の英語学習の必要性が認識されおり、プログラムに対する理解度と満足度
には関連があることが推察された。このことから第７回の米国研修前には会話に重点をおいた英語の
練習の機会を設け、練習に参加した学生の国際交流に対する態度に向上が認められた。また、第８回
の研修前には聴解にも重点を置いた英語の練習の機会を設け、結果として研修プログラムに対する満
足度の向上が認められた。また、第９回の研修前にも実際の会話場面を想定した練習を実施し、研修
プログラムに対する理解度と満足度に向上が認められた。研修前に英語の練習を行なうことにより研
修プログラムの内容の理解度が向上し、それに伴いプログラムに対する満足度も向上したと考えられ
る。以上から、研修前に英語の練習の機会を設けることは教育上有益であると考えられる。

【キーワード】学生、海外研修、理学療法、作業療法、教育効果

本学医学部保健学科の理学療法学専攻と作業療法学専攻では両専攻合同で2001年から米国研修を開
始し、アメリカ同時多発テロ事件の影響のあった年を除き隔年で開催している。これまでに開催した
。また、第５回以降の研修では、研修受入れ大学から現地
研修への参加者数は計71人である（表１）
での移動手段の手配の都合上、１度の研修での受入れ学生数の上限を８人と指定された。

表１

米国研修への参加者数（人）
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本研修の目的は、米国におけるリハビリテーション教育や臨床現場における研修・交流を通して、
国際感覚を備えた保健医療専門職の育成、また、グローバルマインドを持って様々な地域社会のニー
ズに的確に対応できる保健人材の養成を図ることとしている。研修内容は、米国の理学・作業療法士
養成大学での講義・実習への参加・見学、関連施設への訪問・見学、日本の文化・医療・大学生活等
を紹介するプレゼンテーション、学生や教員との交流、ホームステイ等であり、期間は約10日間の短
期海外研修プログラムとなっている１）。両専攻の学生の臨地実習や国家試験などの時期、及び研修受
入れ大学の休業期間の関係で、開催時期は例年３月中旬から下旬（〜４月上旬のこともあり）
、参加
者は学部の２、３年生及び大学院生を対象としている。

第１回から第６回目までの研修では、研修前に米国大学で行う英語のプレゼンテーションの準備を
中心としたミーティングを開催してきた。また、研修後には保健学科の学生・教職員を対象とした日
本語での報告会と日本語での報告書の作成を行なっていた。第１回から第６回までの研修の報告書に
記載された参加者の感想から、研修前の準備の一つとして、事前の英語練習の機会を設ける必要性が
感じられた記載部分を以下に示す。

第１回の報告書の「４．参加者の感想」から抜粋
・「先生に『英語の勉強してくださいね』と言われたのに、何とかなるよね、と思ってやらなかった。
…（中略）…ホームステイは（同級生）と一緒でよかった。あたし１人じゃ会話が続かなかったと
思う。日本に帰ってきてから約１か月。今さらだけど、英語の勉強しようかな。」
・「英語の大切さを強く感じました。英語を勉強して、またタコマ、シアトルへ行きたいです。」
・
「今度行く機会に備えて、自分の気持ちが伝えられるよう少しずつ英会話の勉強をしていこうと思
いました。
」
・「学校でも、ステイ先でも『How about in Japan?』とか『How do you think about…？』と聞か
れるたびにもうドキドキでした。さらに、アメリカの人は最後まで真剣に聞こうとしてくれるの
で、必死になって何とか答えました。でも、いちばん悔しいのは、自分の考えはあるのにそれをう
まく英語で伝えられない時。もどかしくて、言葉が不自由なことほど寂しいことはないと痛感しま
した。
」
）
（出典：第１回理学・作業療法学専攻シアトル海外研修報告書，2001年，p.26-33．
第２回の報告書の「５．参加者の感想」から抜粋
・
「私は授業でここまで詳しく、具体的に学んだことがなかった上、英語でなんて…と思いました
が、一緒に実習してくれた学生さんが身振り手振りも加えてくれて、とってもわかりやすく教えて
くれました。…（中略）…英語をもっと勉強していけば、ということは本当に残念です」
・
「私は、語学力に自信がなく、英語でのコミュニケーションに苦労した。しかし、それでも親切に
してくれたホストファミリーの方に、とても感謝している。」
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・
「私にとって一番印象深かったのは、受け入れかかわってくださった人達の態度でした。通常のス
ケジュールを乱す存在であり、しかも英語力の不足のためコミュニケーションもままならないにも
かかわらず、居心地の悪い思いをしないよう、常に気を配っていただいたステイ先のホストの皆さ
んには感謝の気持ちの言葉もありません。
」
）
（出典：第２回理学・作業療法学専攻シアトル海外研修報告書，2005年，p.22-29．
第３回の報告書の「６．研修参加者の感想」から抜粋
・
「各大学の先生方、学生、病院で案内してくれた方、ホストファミリー…。私たちがよく勉強でき
るように、快適に過ごせるようにと常に気配りをしてくれたように思います。英語もろくにわから
なかった私でもなんとかコミュニケーションがとれ、楽しく過ごせたのは皆さんの心づかいのおか
げで、本当に感謝しています。
」
・
「全体を通して思うのは、向こうで出会った人たち全てがとても心が広く、そして温かいというこ
とだ。英語力の乏しい私たちに何度も何度も繰り返しわかるように話してくれ、街中やスーパーや
病院でも名前も知らないような人が限りなく片言の日本語で話しかけてくれたり…きっと日本で外
国人をみかけても私は話しかけられないだろうが。」
・「もう一度、アメリカに行きたい！私は帰国してから、英会話を習い始めました！！」
・
「海外旅行は初めてだったので不安も多く、シアトル空港に到着した時は英語だらけの世界に、戸
惑いと緊張と、少しのワクワクと時差ぼけが入り混じって変な気分でした。…（中略）…英語もほ
とんど出来ず、毎日が英会話教室で、おろおろしているうちにあっという間に過ぎた」
）
（出典：第３回理学・作業療法学専攻シアトル海外研修報告書，2007年，p.29-36．
第４回の報告書の「６．研修参加者の感想」から抜粋
・「元々英語は好きであり、アメリカの OT の臨床現場や保険制度にも興味を持っていたので、研修
旅行への参加を決めました。…（中略）…先生の通訳に頼りながらではありますが、
『精一杯吸収
しよう、皆さんの気持ちに応えよう。
』と必死に英語に耳を傾け、つたないけれど質問をして答え
を頂いたり、日本の制度の説明をしたりと、日々全力で学習・表現することができたと思います。
もっと英会話の勉強や事前学習をしておけばよかった、という反省は残りましたが、
『もっと日本
とアメリカの作業療法の相違点について学びたい』
『もっと英会話の練習をしたい』という、今ま
で持ちにくかった気持ちに火をつけることが出来ました。」
（注：OT; Occupational Therapy, 作業療法）
・
「とても有意義な研修だったからこそ英語を全て聞き取ることができなかったのが残念に思う。先
生方のお話はもちろん学生同士の交流ももっと英語を理解することができれば、より良いものに
なったと思う。
」
・
「私はあまり英語が話せず、単語を並べて話すことがやっとでしたが、相手がこちらの意を汲んで
くれながら話を丁寧に聞いてくれたおかげで、コミュニケーションを取ることができました。ま
た、私が理解していないことに気が付くと、面倒な表情ひとつ見せずに、懇切丁寧に説明してくれ
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ました。
」
・「この研修は私にとって初めての海外だった。英語でコミュニケーションがとれるのか・PT の学
生として大学や施設見学を通してどれだけのことを吸収することができるのかという不安もあっ
た。…（中略）…あまり英語に慣れていない私にとって英語での説明を聞き取ることは難しく、あ
まり理解できないのは残念だった。…（中略）…大学で出会った先生方や生徒たちは私たちにとて
も親切に接してくれた。上手に英語で表現することができなくても、私達の気持ちを察してくれ
た。」
（注：PT; Physical Therapy、理学療法）
・
「今回の研修では、たくさんの方と出会い、英語でコミュニケーションをとった。日本にいるとき
はほとんど話すことのなかった言葉でコミュニケーションをとることはすごく不安であった。…
（中略）
…もっと自分の意見をしっかりと相手に伝えられるように英会話をもっと勉強しようと思っ
た。」
・
「ただひとつ心残りなのは、やはり言葉の壁だったと思う。ゆっくりと易しい単語を用いて話して
くださったので話の内容はある程度聞き取れたのだが、自分が話す番になると言葉が出てこなかっ
た。結果として受け身の研修になってしまったのは非常に残念に思っている。」
）
（出典：第４回理学・作業療法学専攻シアトル海外研修報告書，2009年，p.39-50．
第５回の報告書の「７．研修参加者の感想」から抜粋
・
「今回のアメリカ研修は、英会話に興味を持っていた私の初めての英語圏への旅行であり、また学
生の内に、日本以外の PT に触れることができる大きな機会でした。このチャンスを有意義なもの
にするために、研修に行く前に英語の勉強には力を入れました．しかし，相手の言っていることは
何とか理解できるのだけど，自分の言いたいことは結果として相手に上手に伝えられないケースが
研修中には往々にしてありました。そんな自分の乏しい語学力でも、米国研修を満足のいくものに
できたのは、困った時には一緒に参加した仲間たちのサポートがあったこと、そして UPS や UW
の先生方や学生の方々が『こちらの言いたい事を理解しようと努力してくれた』からなのだと思い
ます。
」
（注：UPS; the University of Puget Sound, ピュージェットサウンド大学、UW; the University of

Washington，ワシントン大学）
・
「自分の知らないことを慣れない言語で学ぶことはとても不安でした。聞き取れないこと・聞き取
れても意味が分からない言葉が多くあり、また伝えたくても言葉が分からなかったり正しい文で言
えなかったりしました。
」
・
「UPS や UW の学生は勉強が忙しいにもかかわらず、毎日私たちを遊びに連れて行ってくれたり、
昼食を一緒に食べてくれたり、積極的に話しかけてくれたり、私が拙い英語で話そうとすると一生
懸命理解しようとしてくれたり、皆さんのおかげで本当に充実した10日間が過ごせたと思う。」
）
（出典：第５回理学・作業療法学専攻シアトル海外研修報告書，2011年，p.39-43．
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第６回の報告書の「５．研修参加者の感想」から抜粋
・
「語学力のなさが壁になり、伝えたい内容を伝えきることができなかったのはとても悔しかった。
それでもアメリカの学生は聞こうと、助けようとしてくれる姿勢がとてもうれしかった。…（中略）
…今はもっと早くからアメリカに行くことに対して前向きに、真剣に取り組んでおくべきだったと
反省をしている。後悔先に立たずとはまさにこのことだと実感した。」
・
「アメリカの方と接した時、なかなか自分の意思を伝えるのは難しかったが、とても優しく話しか
けてくれてだんだんと不安な気持ちが消えていった。」
・「アメリカに行っても、単語力がないために聞き取ることも答えることもできないことが多かっ
た。自分の意見をしっかり伝え相手のことも理解したかったが、電子辞書なしではほとんど会話で
きなかった。…（中略）…私達への質問もたくさんしてくれた。その気持ちに応えたかったが英語
力の無さから思うように伝えることができなかった。それでもアメリカの友人たちはつたない英語
から少しでも理解してくれようとしてくれ、私にもわかる英語でゆっくり話しかけてくれた。その
丁寧な対応がとても嬉しかった。
」
・
「研修全体を通して、海外でより円滑に自分の意思を伝えるためにはもっと英語の勉強が不可欠と
いうこと気づきました。
」
・
「現地の方たちと交流をする場面が多くあったが、私は、ほとんど英語を話すことができなかった
ので、会話は困難の連続だった。しかし、アメリカの方たちは、そんなつたない私の英語に耳を傾
け、なんとかコミュニケーションをとろうとしてくれた。会話がうまくできなくて何度も心が折れ
そうになったけれど、そのようなアメリカの方たちの気持ちはとてもうれしかったし、だからこそ
頑張れたと思う。
」
）
（出典：第６回理学・作業療法学専攻米国研修報告書，2013年，p.31-38．

また、第６回の研修後に行われた米国研修プログラムに対する理解度と満足度に対するアンケート
結果２）から各々のプログラムに対する回答者の理解度と満足度の平均値を用いてグラフを作成した
ところ、研修プログラムに対する理解度が高いほどプログラムに対する満足度が高くなることが推察
された（図１）
。
これら参加者の感想やアンケートの結果から、研修中に英語の練習の重要性を認識して、実際に英
会話学校に通い始めるなどの行動変容が見受けられる参加者もおり、短期の研修であっても帰国後の
学習意欲の向上につながることが推察された。しかし、研修前に事前の英語の練習をするよう教員か
ら勧められても実際には行わなかったり、たとえ自分なりに行ったとしても実際のコミュニケーショ
ン場面では不十分であることがうかがえた。また、事前に英会話の練習を行っていればより円滑なコ
ミュニケーションが図れ、研修内容の理解も深まり、より充実した研修を行えたのではないか、との
後悔の気持ちも多く記載されていた。
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図1 第６回米国研修プログラムに対する参加者の理解度注１）と満足度注２）の関係（事前の英語練習なし）
注１：理解度（０: まったく理解できなかった〜10：とてもよく理解できた）
注２：満足度（１: 不満〜５: 大変満足）
注３：参考文献２）を基に作図

そのため、第７回の研修に向けた事前の取り組みの一つとして、従来から行っている英語のプレゼ
ンテーションの準備に加え、一般的な日常会話で使用される英語表現を用いて会話に重点をおいた練
習の機会を設けた。しかし、この練習に参加したのは第７回の研修への参加学生７名中１名であった
１）

。また、帰国後の報告会は従来通り日本語で実施したが、米国の研修受入れ先の教員から、今後の

研修の参考としたいので報告書は日本語だけでなく英語でも記載して欲しい、との要望があり、ま
た、英語でも報告書を作ることは参加者の英語での記述力向上にもつながると考え、第７回からの報
告書は日本語とそれを翻訳した英語でも作成することとした。報告書の研修参加者の感想からは、事
前の英語練習に参加しなかった参加者と参加した学生とで、研修中の英語に関連する感想に違いが認
められた。
第７回の報告書の「５．研修参加者の感想」から抜粋
＜事前の英語練習に参加しなかった学生＞
・
「米国研修に行くまでに英語をあまり勉強できなかったために、コミュニケーションの時に苦労し
たので、もっと勉強しておけばよかったと非常に後悔した。」
・
「アメリカの学生たちは私が英語を理解できなくて何度も聞き返しても、嫌な顔をすることなく何
度も答えてくれた。私の言っていることを理解しようとしてくれている姿勢がとても嬉しかった。
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研修の初めのほうは、英語でなんと答えればいいか分からず緊張もしていて黙っていることが多
かったが、時間がたつとだんだん慣れてきて会話を楽しむことができるようになった。」
・
「私はもともと英語が苦手な方なので、リスニングもスピーキングもアメリカに行く前は不安で仕
方がなかった。しかし、どうにかコミュニケーションをとろうと身振り手振りを加えながら話す
と、相手も何とか言いたいことを汲み取ろうとしてくれてコミュニケーションをとることができ
た。…（中略）…つたない英語でも意味を汲み取ろうとしてくれたり、易しい英語でゆっくりと話
してくれたりと、コミュニケーションを取ろうと歩み寄ってくれる相手の優しさがとても嬉しかっ
た。それと同時に彼らとスムーズにコミュニケーションを取れるようになりたいと感じた。また、
自分の英語の勉強不足も感じたので、これからも英語をしっかり学んでいきたいと思った。」
・
「実際にアメリカに行ってみて、自分の英語のリスニングの能力、ボキャブラリー、発音能力、会
話力、どれも全然足りていないことを実感した。頭の中で分かっていても、緊張してことばが出て
こなかったり、言いたいことが伝わらなかったり、相手が言っていることが理解できなかったり、
心がくじけそうになることがしばしばだった。…（中略）…聞き取れなかったときに

もう一度

言ってくれますか。もう少しゆっくり話してもらえますか。 ということで相手はわかりやすい単
語に言い換えてゆっくりと話してくれた。話していて単語がうまく言えないときは辞書を用いたけ
れど、その時は面倒くさがらずに待っていてくれた。…（中略）…もちろん多少英語力の向上を図
ることもできた。ここで何もしなければまたアメリカに行く前に戻ってしまうので、積極的に英語
の勉強、特にリスニングや発声練習を重視して行っていきたい。」
・
「アメリカの方々がこちらの言うことを聞こうと助けてくれたことがとても嬉しく、また悔しいと
思った。今後、国際的に活動ができるようにするために、今までよりももっと英語の勉強をするこ
とは必要不可欠なことだと思った。
」
＜事前の英語練習に参加した学生＞
・
「渡米経験がなく、英語力に不安はあったものの、初日に理学療法、作業療法の学生さんとカフェ
テリアでランチをしたとき、とても楽しく会話が弾み、安心したのを覚えている。」
）
（出典：第７回理学・作業療法学専攻アメリカ研修報告書，2015年，p.50−61．

事前の英語練習に参加しなかった学生の中には、海外での経験がある学生や帰国子女も含まれてい
たが、研修中、英語でのコミュニケーションに困難さがあったことがうかがい知れる。一方、事前の
英語練習に参加した学生は、渡米経験がなく実際に会話をするまでは不安があったものの、米国での
学生と交流した際には会話が弾み、不安の解消も早く研修に積極的に臨めたことがうかがえた。ま
た、この学生は、帰国後には本学で学んでいる留学生と積極的にコミュニケーションを図るようにな
るなど国際交流に対する態度・姿勢に向上が認められた１）。
また、第７回の報告書の感想から、事前の英語練習をすることは研修中のコミュニケーションや不
安解消、研修内容の理解等に肯定的な効果があると考えらえた。また会話をするには聴解力の向上
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も重要であると認識されたため、第８回の研修前には、夏休み期間中から英語練習の機会を設け、会
話だけでなく聴解にも重点を置いた練習６）を行い、事前の総練習時間は139時間に上った。また、こ
の練習時間中、聴解力の確認のため適宜リスニングテストを実施し、学生へフィードバックを行った
。聴解力の向上を強く望んだ学生数名はより積極的に英語練習に参加し、練習時間が凡そ50時間経

４）

過した時点でリスニングテストの正答率が各人約20％向上した４）。一方で、英語練習にあまり参加で
きなかった学生（12時間未満）もいた。
第８回の報告書の「５．研修参加者の感想」から抜粋
＜事前の英語練習にあまり参加できなかった参加者＞
・
「私にとっては初めての海外経験だったため、出国前から不安な気持ちでいっぱいだったが、アメ
リカでの日々はほかの４人の仲間が毎日助けてくれて充実した時間を過ごすことができた。」
＜事前の英語練習により多く参加できた学生＞
・
「私は決して英語が好きとは言えないために、英語でのコミュニケーションは当初とても不安に感
じていた。しかし、学生だけで夕食を食べに行ったり、パーティーを通して話すことでその不安は
徐々に和らいだ。…（中略）…自分の英語力が十分でないことを痛感した週末であったが、自らが
伝えようとする意志が大切であるということを学んだ。…（中略）…今回、米国研修に参加して、
プレゼンテーションの準備や英語の勉強等々、大変なことはたくさんあったが、この研修だからこ
そ学べることをたくさん吸収することができ、自分の能力を高めることができた。自分の目や耳を
通して文化や制度を知ることができ、この経験は私の世界を大きく広げるものとなった。自分の自
信につながっただけでなく、まだ十分でない能力や姿勢を感じることができたため、今後に活かし
ていけるようにこれからも頑張っていきたいと思う。」
・
「この研修に実際に行くまでは、外国に初めて行くこともあり、とても不安な気持ちが強く、うま
く話せるのかなど色々と心配でした。ですが、実際に行ってみると UPS の学生も先生方もとても
優しく、親切で話すときにもわかりやすく言葉を言い換えてくれたりしてくださいました。そのた
め、楽しく充実した日々を過ごすことができました。…（中略）…そこで彼らと色々と話ができ、
嬉しく、楽しい時間を過ごすことができました。…（中略）…誰も傘をささず、みんなで濡れなが
らたくさん話をして過ごしたことも楽しかった思い出の一つです。…（中略）…今回の研修で楽し
く、充実した日々を過ごすことができた一方で、自分自身の課題として、今後は日本だけでなく外
国の作業力法や技術なども積極的に知ること、そして何よりも英語の能力を高める必要があること
を強く実感しました。
」
・
「Puget Sound 大学の学生との交流や話し合いをする機会があり、能動的なコミュニケーションが
必要であった。そのため、授業を通して知識を得るだけでなく、英語の表現力を高めることや自身
の交友関係を広げる良い機会となった。日本人学生のプレゼンテーションにおいて、発表は事前準
備をしっかり行っていたため良い出来であったと感じた。しかし、質疑応答の場面では、英語力の
乏しさから表現力が欠けてしまい、ディスカッションを通して内容を深めるには至らなかったと思
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う。自身の英語の課題を再度認識させられた。…（中略）…日常会話だけでなく、研究テーマなど
学問の話題で話が弾んだことは大変印象に残った。自分たちの将来を語り合った時間は、これから
の人生で励みになると感じた。…（中略）…国際的に活躍できるように、英語力の向上はもちろん
のこと、自身の専門性を発展させたいと思います。」
）
（出典：第８回理学・作業療法学専攻アメリカ研修報告書，2017年，p.33-42．

英語の事前練習により多く参加できた学生は、英語で米国の学生・教職員とディスカッションする
にはまだまだ課題があるものの、より研修内容の理解が深まり、専門分野の会話を行い交友を広げら
れるなど、米国の学生との交流を楽しんだことがうかがえた。また、参加者数人から帰国後も英語練
習の継続の希望があり、臨地実習が始まるまでで凡そ20時間の練習の機会を設け実施した４）。
また、第８回の研修プログラムに対する満足度５）について、第７回の研修と類似のプログラム５）

図２

第７回・第８回米国研修プログラムに対する参加者の満足度
注：参考文献4）
、5）を基に作図
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で比較してみたところ、第８回の参加者は全員作業療法学専攻の学生であったため、PT のカリキュ
ラムに対する満足度は第７回の参加者よりも低かったものの、それ以外のプログラムに対しては、
第８回の研修参加者の方が高い結果であった（図２）。また、第８回の参加者で事前の英語練習に積
極的に参加した学生は、帰国後、本学の World Health Organization, Collaborating Centre のプログ
ラム６）でインドネシア大学からの訪問者に対して英語で保健学科のカリキュラム内容を説明する機
会を得るなど国際的な事業で活躍する場を得た。また、国際保健推進室の報告からも第８回目の研修
後、本研修の事前英語学習プログラムが参加者から好評価を得ている７）ことが米国研修担当教員以
外にも認識された。

第９回の研修に向けた事前の英語練習では色々な場面を想定した会話練習とともに聴解の練習にも
重点を置き、リスニングテストも定期的に実施した。総練習時間は90.5時間であったが、ほとんど練
習に参加できなかった学生もいた。

第９回の報告書の「５．参加者の感想」から抜粋
＜ほとんど事前の英語練習に参加できなかった学生＞
・
「アメリカ研修に行き、最も感じたことはコミュニケーションが重要である、ということである。
…（中略）…ただ相手との会話の内容を理解するだけでなく、自分の意見や疑問を相手に伝えられ
るようにならなければならないと感じた。…（中略）…積極的に会話したり、質問したりすること
で相手との関係もよりよくなるため、コミュニケーションスキルを日本語でも英語でもさらに身に
つけようと思った。
」
・
「英会話のスキル不足で、一つの話のテーマに対して表面の部分しか話せず、深堀りすることがで
きなかった。海外で多くの経験を得るためには言語の壁が大きいことを実感し、英語の勉強は疎か
にしてはいけない、と意識を改めた。
」
＜事前の英語練習により多く参加できた学生＞
・
「OT や PT の分野では専門用語も多く使われるため日常会話はもちろん、専門的な言葉も知って
おかなければならないと感じました。…（中略）…ホームステイでは、…（実名記載のため省略）
…本当にたくさんのことを話しました。会話をすることで私たちの英語の勉強はもちろん、２人に
も日本語での表現の仕方を教えたことでお互いの言語を学ぶ機会にもなったと思います。」
・
「日本の医療について質問された際、答えられないことがあった。今後の課題として英語の技術向
上と日本と他国の医療制度及び作業療法を学ぶ姿勢が必要であると感じた。」
・「私は英語が得意ではないが、UPS の学生さんたちと普段の学校生活について色々なことを話した
り、作業療法について話したりしたことでもっと上手くたくさん会話を通じてコミュニケーション
が取れるようになりたいと感じた。そして、とても楽しい時間を過ごすことができ大切な思い出と
なった。
」
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・
「私は、海外に行くのは今回が初めてで、全てが初めてのことばかりだった。現地の方との会話や
お金の支払いなど、最初は戸惑うことも多かったが、徐々に慣れていくことができ、とても楽し
かった。
」
）
（出典：第９回理学・作業療法学専攻アメリカ研修報告書，2019年，p.54-65．

事前の英語練習により多く参加できた学生は、専門的な英語や専門知識の必要性を認識した記述が
認められるが、日常会話を楽しみ、日本語という言語を英語で説明する機会もあったなどの記載も認
められた。
また、第９回の研修プログラムに対する参加者の理解度と満足度のアンケート調査の結果の平均を
グラフにしてみると、やはりプログラムに対する理解度が高いほど満足度も高くなる傾向が認められ
た（図３）
。これは、第６回の研修後のアンケートにおける理解度の尺度（第６回では０〜10、第９
回では１〜５）やアンケート調査の満足度に関する選択肢の表記方法（第６回では１＝不満、第９回
では１＝大変不満）が若干異なるため単純には比較はできないものの、事前の英語練習の機会を設け
た第９回でのプログラムに対する参加者の理解度と満足度はともにより高いものであったことが推察
される。

図３

第９回米国研修プログラムに対する参加者の理解度注1）と満足度注2）の関係（事前の英語練習あり）
注１：理解度（１: まったく理解できなかった〜５: 大変よく理解できた）
注２：満足度（１: 大変不満〜５: 大変満足）
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以上から、米国研修へ向けた事前の取り組みの一つとして、英語での会話や聴解の練習の機会を設
けることは、研修中のコミュニケーションをより円滑にし、不安の解消やプログラム内容の理解につ
ながり、より充実した研修を行える助けとなると推察され、教育上有用であると考えられる。しかし
ながら、事前の英語の会話や聴解の練習の機会が設けられ、学習意欲があっても、正規の授業の課題
に追われたり、部活等の課外活動に時間が取られたりするだけではなく、渡航費や滞在費等を稼ぐた
めにアルバイトを増やさざるを得ないために、事前の英語練習へ参加する時間が取れない学生も少な
からずいるようである。

理学・作業療法学専攻の米国研修の参加者に対しては、今回初めて第９回の参加者に対して奨学金
が支給されることとなった。しかし、その奨学金支給の決定の連絡は募集締切後５か月経過した時点
であった。もしも奨学金の支給が募集期間中に決定していたら、より多くの学生が研修への参加を申
し込んだ可能性があると考えられる。また、より早期に奨学金の支給やその金額も分かれば、より計
画的に英語の練習の時間も増やし、英語でのコミュニケーション能力向上を図れ、結果として、米国
における研修それ自体をより充実したものとすることができるのではないかと考えられる。
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Eﬀects of Pre-Departure English Training on Participants'
Understanding and Satisfaction During Short-Term Overseas Study
Tours in the United States of America:
Based on Experiences of Physical and Occupational Therapy Students in
Gunma University
KURURI Nana, SHIMODA Kaori
The departments of Occupational Therapy and Physical Therapy at Gunma University have
run study tour programs in the United States of America（U.S. study tours）since 2001. We had
recognized the necessity of opportunities to practice speaking in English for the participants
based on their reports. We had also inferred that there was a correlation between the participants'
satisfaction and their comprehension during the programs. Based on these reﬂections, we provided
an opportunity to practice speaking in English before the seventh U.S. study tour, and we
observed an improvement in participant attitudes toward international exchange after the tour.
In addition to speaking practice, listening practice was implemented before the eighth U.S. study
tour. In total, 139 hours of pre-departure English training sessions were held before the eighth U.S.
study tour, and the participants' program satisfaction improved compared to those of the seventh.
Prior to the ninth U.S. study tour, 90.5 hours of pre-departure English training sessions were
implemented. As a result, we recognized improvements in both the participants' satisfaction and
their comprehension compared to those of the sixth. In conclusion, we can be conﬁdent that predeparture English training sessions are educationally beneﬁcial for the U.S. study participants．

