
今日の研修について感想
を教えて下さい

日常業務での英語を使う
頻度を教えて下さい

今日の研修で良かった点
を教えて下さい

悪かった点を教えて下さ
い

また研修に参加する必要
があると思いますか

もし研修に継続して参加
する場合、どのような目標
で参加されますか？（でき
れば具体的にどのように
業務に反映させていくの
か）

その他、感想等あれば自
由にご記載ください

満足 よくある（毎日～3日/週）

単語で迷ったら英英辞典
を引くと便利なことを知れ
たこと いいえ

大変満足
たまにある(一か月数回程
度）

実用的な文章作成の講習
だった

他の受講者とのレベルの
差を感じ、申し訳ない気持
ちになりました はい

Eメールのスムーズな作
成、操作マニュアルの英
語での説明

スキルだけでなく、大切な
事を教えていただき、感謝
しています。

大変満足 よくある（毎日～3日/週）

今回、研修の全体時間が
長時間 (240min) から短
時間 (90min) になりまし
た。
集中力がさらにアップしま
した。業務にも影響がほと
んどありませんでした。

課題についても、適度な
量であると感じました。

今回は初めて事前勉強会
へ初めて参加させていた
だきました。出るのと出な
いのでは、結構理解に差
が生じることを肌で感じま
した。勉強会が大変充実
している (以前参加された
研修の資料などが共有さ
れている点が、大変参考
になりました。)。

事前勉強会がある点が、
他の研修との大きな異な
る最大のメリットであると
感じました。

課題をこなきれていない
場合、充実感に差が出て
しまうという点が、逆にデメ
リットになりうるかもしれな
い。と感じました。

ただし、スラック！？など
で課題提出ページを共有
していただいているので、
逆にこなす時間が確保で
きない、あるいはまだそこ
までモチベーションが上
がっていない参加者にとっ
ては、大変心強いシステ
ムであると感じました。 はい

自分の職務は、研究支援
を担当している部署です。
これまでの講習の内容 
(マニュアル作成、e-mail 
文作成) は、どれも業務に
直結する内容でした。
このようなカテゴリーの研
修テーマは、すぐに業務に
応用可能であると感じまし
た。

また、何回か参加している
講習の参加者の方々の中
に、前回参加されている
方などがおれることが、横
のつながりなどを感じるこ
とができて、モチベーショ
ンの上昇や維持につな
がっています。

これらは、単発の研修会
では獲得することが不可
能なことであると感じま
す。
継続的に実施されている
本研修会の最大のメリット
であると感じました。

準備されている方々の向
上心をすごく感じます。年
齢が結構いっている私自
身のやる気を維持、向上
させていただき、感謝で言
葉がありません。今後と
も、よろしくお願い申し上
げます。
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事前に提出した課題の答
え合わせだけでなく、英語
メールの決まり文句をたく
さん紹介していただいて参
考になりました。「このフ
レーズは親しい人用、この
フレーズは初対面の人
用」といった実用的な情報
がたくさんあり、今後英語
メールを書く際には使って
みたいと思いました。90分
という短い時間でしたがそ
の分集中することもできま
した。 はい

私の所属する分析セン
ターはまだ日本語表記し
かない掲示物や操作マ
ニュアルなどがあります。
今あるものも、これから作
るものも、日本語と英語の
両方を表記したいと思って
います。その際、誤解され
ないように正確な英語を
書きたいです。正確な英
語を素早く書けるようにな
ることを目標に、今後も英
語研修に参加したいと
思っています。よろしくお
願いします。

大変満足
たまにある(一か月数回程
度）

他の参加者の方達の英文
メールの表現がたくさん見
られて勉強になりました。
研修後に英文メールの使
用状況など情報交換がで
きたのも良かったです。
楽しくてあっという間に研
修が終わってしまいまし
た。 特になし はい

業務に関わるような英語
表現をできるだけたくさん
覚えて日常の常務に反映
したい。内容を自分の部
局内で共有し、組織の英
語力の底上げに貢献でき
ればなお良いと思う。

今回も楽しく有益な研修で
した。どうもありがとうござ
いました。

満足
たまにある(一か月数回程
度）

メールを送る相手によって
フォーマルさのレベルが違
うため表現を変える必要
があり、そのバリエーショ
ンを多く教えてもらいまし
た。メールの構成がほぼ
決まっているため、研修内
容もわかりやすかったで
す。

表現方法が自由なため、
自分の書き方でも意味が
通じているので間違ってい
るとも言えず、改良点があ
まりなかったことでしょう
か。 はい

Eメールにおいては、より
簡潔な言い方、失礼では
ない言い方の様々なバリ
エーションがあることがわ
かったので、表現方法の
ブラッシュアップのため参
加したいです。留学生や
外国の研究者からの問い
合わせメールも増えてい
るので、より短時間にメー
ルが作成できるようなスキ
ルアップをしたいです。

今回、岡山大では英語の
ランチ会が定期的にカフェ
でやっているとうかがいま
した。他大学の英語への
取り組みは良い提案事例
なので、もっと情報収集で
きればと思いました。対面
研修の場合、研修前後で
参加者同士の交流をもつ
ことができますが、zoom
だとその時間がうまくとれ
ないので、なんとかなれ
ば。。



今日の研修について感想
を教えて下さい

日常業務での英語を使う
頻度を教えて下さい

今日の研修で良かった点
を教えて下さい

悪かった点を教えて下さ
い

また研修に参加する必要
があると思いますか

もし研修に継続して参加
する場合、どのような目標
で参加されますか？（でき
れば具体的にどのように
業務に反映させていくの
か）

その他、感想等あれば自
由にご記載ください

大変満足 よくある（毎日～3日/週）

ひとつのことを伝えるのに
表現方法が増えた。未来
形の使い方を意識するこ
とができた。 特にありません。 はい

今後技術職員として支援
を行っていくにあたり、私
自身は工学部バックグラ
ウンドがないが、これを
Positiveに捉え、貪欲に広
義に知識を学びながら、
研修で学んだ表現方法を
深く理解しながら使いこな
せ、留学生や海外と携わ
る業務の時に生かしてい
こうと思っています。ひと
つひとつの小さなビジョン
も大切ですが、技術職員
としての分野を超えて広く
支援できるように、また留
学生が山口大学の対応が
分かりやすくて安心と思っ
てもらえるような、ミッショ
ンは何なのかを意識しな
がら、学びを業務に反映し
ていきたいと思っていま
す。

このような機会をいただき
ありがとうございます。皆
様とのご縁をいただいたこ
とに感謝しております。大
原様いつもコーディネート
いただきましてありがとう
ございます。

大変満足
たまにある(一か月数回程
度）

英文メールの型だけでな
く、書くときに考えたら良い
ことを知ることができた。
特に、相手がいることなの
で、出身や親密さなどを考
慮して、文章を選ぶ、とい
うことを学びました。
時間も量も丁度いい感じ
で、丁寧に説明して頂けた
のがよかったです。
未来形についても、あらた
めて考える機会ができまし
た。時制と冠詞は自分に
とって大きな課題のため、
今回の研修を通して、学
ぶことができてよかったで
す。 はい

機器分析装置の維持管理
の仕事をしており、掲示や
マニュアルの英語化、留
学生への操作指導などの
際に、より彼らに理解して
もらえるように、伝わる英
語を身に着けたい。

大学ではなかなか英語研
修に参加する機会がない
ため、貴重な研修となって
います。今後とも、英語研
修を定期的に開催して頂
けると大変有り難いです。
また、参加できなくても録
画を見ることができるの
は、大変助かっています。
英語のメールという題材
は、使用頻度が高く、また
どの分野においても必要
であるので、定期的に開
催して頂けると嬉しいで
す。


