
大学連携研究設備ネットワーク事業 講習会 報告書（個人用） 
参加講習会名：第三回英語研修 

日時：平成 30 年 9 月 25 日（火） 
 
（１）研修会の満足度を教えてください。（以下のいずれかを記入） 

大変満足 
 
（２）研修会への参加動機を教えてください。 
  今後、学生教育の現場や外部連携による海外からの来訪者に対し、英語で正確に適切に対応してい

きたいと考えているため参加を希望しました。  
 
（３）研修会で得たものを教えてください。 
  前回（第一回）の参加時よりは聞き取りや会話をすることができ、相手に自分の話した内容が伝わ

った時の嬉しさや少しの自信を得ることができました。 
  また、他の方の話す技術（話し方）や言葉の使い方、梅村先生からの間違いに対するその場でのア

ドバイスの内容は自分に落とし込めることが多く勉強になりました。  
 
（４）この研修会に参加する事で、どのように機器共用・外部連携等が進むかを教えて下さい。 

  本研修に参加し、英語学力、英語コミュニケーション能力を向上させることで海外からの留学生や

研修生の来訪の際に、所有する設備機器の説明や応対等に（いずれは）積極的に対応していきたいと考

えています。 
 
（５）今後どのような内容の英語研修を希望されますか？ 
  今回行った Grammer lesson での Role-play は現場の場面を想定した内容でとても参考になりまし

た。そうした身近な現場（普段の業務等）での様々な場面の設定による Role-play をしてみたいです。 
 
（６）ご意見・ご感想・ご要望等ありましたら、ご自由にお書きください。 
  今回も研修に参加させて頂きありがとうございました。第一回の参加と同様に緊張しましたが、大

変充実した時間となりました。始まる前の緊張感からの終了後の脳をフルに使った疲労感と終わったと

いう安堵感、そしてまだまだ頑張らないと！と意欲が沸いてくる感じがマラソン大会完走後に近いもの

を感じました。また可能な限り参加させて頂きます。 
     



大学連携研究設備ネットワーク事業 講習会 報告書（個人用） 
参加講習会名：技術英語研修 

日時：2018 年 9 月 25 日 
 
（１）研修会の満足度を教えてください。（以下のいずれかを記入） 

大変満足 
 
 
   ・やや不満、不満を選ばれた方： 理由をお聞かせください。 
 
 
（２）研修会への参加動機を教えてください。 
   ビジネス英会話の能力向上させ、実務に活かすため。 
   TOEIC の点数を上げるため。 
 
（３）研修会で得たものを教えてください。 
   英語で自分のことや仕事のことについて簡単に説明することが出来るようになった。 

英会話に触れることができ、他の技術職員の方とも交流して色々お話しを聞くことができ、 
   非常に有意義な時間を過ごすことができた。 
 
（４）この研修会に参加する事で、どのように機器共用・外部連携等が進むかを教えて下さい。 

   留学生に対する機器分析利用法の説明等の教育支援が手厚く行えるようになり、 
名古屋大学において留学生や外国人研究者の受け入れ態勢が整い、更なる留学生や外国人 
研究者の誘致が期待できる。 

    
（５）今後どのような内容の英語研修を希望されますか？ 
   実際に外国人の先生や留学生の方を招いてビジネス英会話の練習をする機会が欲しい。 
   継続して参加する場合も新しいことが学べるように次回は内容を少し変えて欲しい。 
 
（６）ご意見・ご感想・ご要望等ありましたら、ご自由にお書きください。 
   可能なら今後も継続して参加したいので、参加人数の上限を増やして欲しい。 
    
  



大学連携研究設備ネットワーク事業 講習会 報告書（個人用） 
参加講習会名：平成 30 年度 第３回技術英語研修 

日時：平成 30 年 9 月 25 日 13:00-17:00 
 
（１）研修会の満足度を教えてください。（以下のいずれかを記入） 

大変満足／満足／普通／やや不満／不満 
 
 
   ・やや不満、不満を選ばれた方： 理由をお聞かせください。 
 
 
（２）研修会への参加動機を教えてください。 
 実戦で英語を使う機会はありますが、正しく英語を使えているか、正しく伝わっているかという不安

は常にあります。そういう中で、このような技術英語を学べる機会があることを知り、技術英語の向上

を目指し参加しました。また、同じ目的を持つ技術者間で切磋琢磨や情報交換ができることも参加した

動機です。 
 
 
（３）研修会で得たものを教えてください。 
 以前参加したときに指摘された課題をクリアできるようになったと思います。研修会で学んだ文法の

時制を意識して話せるようになると思います。 
 
 
（４）この研修会に参加する事で、どのように機器共用・外部連携等が進むかを教えて下さい。 

 このような研修会に参加することで、技術者間や大学連携研究設備ネットワーク事務局の方との交流

ができ、技術英語の学習により技術提供レベルが向上し、機器共用や外部連携がより進むと考えます。 
 
 
（５）今後どのような内容の英語研修を希望されますか？ 
 具体的な事例のロールプレイや相手のキーワード説明は、大変良かったと思いますので、今後も続け

ていってほしいです。 
 
 
（６）ご意見・ご感想・ご要望等ありましたら、ご自由にお書きください。 
 研修時間は短かったのですが、充実した時間を過ごせました。ありがとうございました。 
  



大学連携研究設備ネットワーク事業 講習会 報告書（個人用） 
参加講習会名：第 3 回英語研修 

日時：2018 年 9 月 25 日 
 
（１）研修会の満足度を教えてください。（以下のいずれかを記入） 

大変満足 
（２）研修会への参加動機を教えてください。 
私の普段の業務は、現場で機器を使用した実験や解析方法の指導、依頼分析、機器の保守管理等です。

最近では大学や研究室の国際化が進み、留学生や海外の研究者の対応をする場面が増えています。その

際は技術的な英会話のスキルが必要になるため、スキルアップのために参加しました。 
 
（３）研修会で得たものを教えてください。 
英語はあくまでツールであり、「勉強する」というより、「使い方に慣れて意思疎通できるようになる」

ことが大事だと思います。この研修会ではインストラクターから生きた文法や英語の使い方を習えるだ

けでなく、参加者同士が英語を使ってコミュニケーションすることで英語に親しんでいくことができま

す。私は過去に何度か参加していますが、この研修会を通して会話の際に自分の頭が日本語から英語に

切り替わるのが早くなったと感じています。 
 
（４）この研修会に参加する事で、どのように機器共用・外部連携等が進むかを教えて下さい。 

他の大学や他国にない研究施設・設備を外部の留学生や外国人研究者が使いたいと感じた時に、その設

備や機器に精通した技術者が英語でサポートできることは重要だと思います。この研修を通じて英語の

コミュニケーション能力を養うことで、日本国内だけでなく海外にも広がる機器共用ネットワークに貢

献できると考えられます。そして、国内だけでなく海外にも利用可能性のある人の層を広げることで共

用機器利用回数の絶対数が増加し、研究者間の交流を通じて組織間の連携が進む可能性があると思われ

ます。 
 
（５）今後どのような内容の英語研修を希望されますか？ 
以前の研修よりもロールプレイング等の時間が増え、大変刺激的になっていると思います。英語は聞け

ば聞くほど、話せば話すほど慣れていくものですから、今後もこのスタイルを継続していただければと

思います。 
また、ネットワークの事業として行う関係上難しいかも知れませんが、5~6 人程度でより 1 人当たりの

アクティビティに費やせる時間が増えた研修などもあるとありがたいと思っています。 
 
（６）ご意見・ご感想・ご要望等ありましたら、ご自由にお書きください。 
スケジュールの関係上難しい部分もありますが、質問や議論等、自分の考えを述べるための時間がもう

少しあると嬉しいです。 
今回の研修も大変楽しくスキルアップできたと思います。 
ありがとうございました。 



大学連携研究設備ネットワーク事業 講習会 報告書（個人用） 
参加講習会名：平成 30 年度 第三回技術英語研修 

（１）研修会の満足度を教えてください。（以下のいずれかを記入） 
大変満足／満足／普通／やや不満／不満 

 
（２）研修会への参加動機を教えてください。 
 本校でも国際交流が盛んになってきており、国際交流プログラムの一環として短期間で（日本語がほ

とんど話せない）アジア圏やヨーロッパ圏の学生・引率の教員が訪れる機会が増えてきています。その

際に、本校の見学コースとして電子顕微鏡室が入っていることが多く、説明を求められることがありま

す。しかし限られた時間ということもあり、本校の担当教員に自分が日本語で説明した内容を通訳して

いただいているのが現状です。また、数年前から何度かシンガポールから 10 名ほど学生が来校し、化学

実験を行うプログラムがありましたが、英語による支援が思うように行うことができませんでした。以

上のような出来事が積み重なり、英語を話す必要性が増してきていると感じています。 
以前から、技術英語研修には興味を持っていましたが、開催日が授業期間と重なったり、また自分の

英語力で研修に参加しても、研修についていくことができないのではないかと思ったりして、なかなか

一歩を踏み出せないでいました。今年に入って、海外に技術職員が派遣される機会があり、益々英語を

話すことができるようにならなければという状況になってきて、思い切って研修会に参加させていただ

きました。 
 
（３）研修会で得たものを教えてください。 
 やはり、とにかく沢山英語を話す機会を作らないと英語は上達しないと再認識しました。黙り込んで

しまう時間を少なくし、とにかくジェスチャーからだけでも、伝えようという積極的な気持ちを持たな

いといけないことを痛感しました。 
 
（４）この研修会に参加する事で、どのように機器共用・外部連携等が進むかを教えて下さい。 

 同じ研修に参加した方が、どのような機器を担当されているか、またどのような分析を行っているの

か等を知ることにより、本校では分析できない手法について、情報を得ることができ、人脈を広げるこ

とで、分析依頼等ができるようになるのではないかと思います。 
個人的な希望としては、将来的に担当機器の紹介等を英語で情報発信できればと思っています。 

 
（５）今後どのような内容の英語研修を希望されますか？ 

 一つの分析装置を採り上げ、その分析装置がどんな試料を測定することができるのか、測定結果から

どんなことが読み解くことができるのかを英語で説明できたらと思います（現時点では、そこまで説明

できる素養が残念ながらありません。この度の研修内容（キーワードを説明する、科学技術の記事を説

明する）と同様な練習で英語力を鍛えたいです）。 
 
（６）ご意見・ご感想・ご要望等ありましたら、ご自由にお書きください。 
 単発的にしか外国の方（英語でしか会話ができない方）と接する機会がないので、英語を練習したい



と思っても練習することができません。でも今回の研修会を受講して、もっと英語を話す場を持たなく

ては駄目だと感じました。まだ外国には行ったことがないのですが思い切って行ってみるとか、国内で

も国際学会に参加してみるとか、して経験を積んだ方がいいのではないだろうかと思いました。…でも

そこまで至る基礎力をつけるために、また技術英語研修に参加させていただきたいです。人気の高い研

修会だとは思いますが、日程が合えばまた申し込みたいと思いますので、今後ともよろしくお願い致し

ます。 
  



大学連携研究設備ネットワーク事業 講習会 報告書（個人用） 
参加講習会名： 第 3 回英語研修 

日時： 平成 30 年 9 月 25 日 
 
（１）研修会の満足度を教えてください。（以下のいずれかを記入） 

大変満足／満足／普通／やや不満／不満 
   大変満足でした。 
 
（２）研修会への参加動機を教えてください。 
  職場において、留学生に対する窓口対応は、現在のところ手探りで行っている状態である。また機

器の講習は、場合によっては教員の力を借りている。これらを技術職員が円滑に対応できるように、

また自身のスキルアップのため参加した。 
 
（３）研修会で得たものを教えてください。 
  今年度は、学内の英語研修を受講しているが、この研修は事務系職員と一緒なので、日常会話がメ

インになってくる。技術英語を学ぶ機会が今までになかったので、勉強の仕方、会話の仕方など得た

ものがたくさんあった。 
 
（４）この研修会に参加する事で、どのように機器共用・外部連携等が進むかを教えて下さい。 

  技術職員の英語スキルが向上することで、日本語より英語のコミュニケーションが得意な研究者に

対して対応がしやすくなり、大学間の機器共用・外部連携が進むと感じている。 
 
（５）今後どのような内容の英語研修を希望されますか？ 
  今回の内容の英語研修をしばらくは受けたいと思うが、今後は例えば、英語でのポスター発表や口

頭発表の仕方やコツ、英語でディスカッションすることも学びたいと思う。 
 
（６）ご意見・ご感想・ご要望等ありましたら、ご自由にお書きください。 
  
  



大学連携研究設備ネットワーク事業 講習会 報告書（個人用） 
参加講習会名：第 3 回英会話講習 

日時：2018 年 9 月 25 日 
 
（１）研修会の満足度を教えてください。（以下のいずれかを記入） 

大変満足／満足／普通／やや不満／不満 
（２）研修会への参加動機を教えてください。 
日常業務で分析機器の操作方法や利用上の注意について留学生に英語で教える機会が増えてきています。 
しかし、マニュアル本の通りに説明しても、詳細な情報やニュアンスを伝えることができないことが多々

あり、英会話スキルを磨く必要があると感じたためです。 
 
（３）研修会で得たものを教えてください。 
普段の業務において、英会話を利用する機会自体が少ないので、英会話で言葉を間違ってしまうことに

対して恐怖心を持っていました。しかし、梅原先生との講習会で何度も間違っても良いから楽しんで英

会話に取り組む姿勢を持つことができ、今後の英会話の勉強に対するモチベーションを保つきっかけが

できました。 
 
（４）この研修会に参加する事で、どのように機器共用・外部連携等が進むかを教えて下さい。 

今回の研修で、語学はまずは躊躇うことなく話技術を身に付けることが必要であると学んだので、これ

まで後手後手になっていた留学生対応も、こちらが誘導できるように英会話スキルを磨いていき、 
 
（５）今後どのような内容の英語研修を希望されますか？ 
 今回のように英会話を重視した研修が良いと思います。今回、grammar についてもやってもらいまし

たが、grammar は、個別に学習できますので、研修では不要かと思います。それよりも英会話の実戦を

たくさん繰り返した方が力になると思います。今回の研修では、参加者が Science keyword や press 
release 等の紹介を行い、内容について、英語で議論しましたが、このような内容を今後もやってくれる

と良いと思います。 
 
（６）ご意見・ご感想・ご要望等ありましたら、ご自由にお書きください。 
大変素晴らしい研修を企画して頂き、ありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。日常業務

で英会話を使う機会が多くはないものの、必要な場面があるので、今後も機会があればぜひとも参加さ

せて頂きたいと思います。 
 
  



大学連携研究設備ネットワーク事業 講習会 報告書（個人用） 
参加講習会名：第三回英語研修 

日時：平成 30 年 9 月 25 日（火）13：00～17：00 
 
 
（１）研修会の満足度を教えてください。（以下のいずれかを記入） 

大変満足 
 
（２）研修会への参加動機を教えてください。 

多くの教育関係下でグローバル教育が進んでいる流れで、大学職員もその一つとして英会話力向

上の必要性を感じていたので参加いたしました。 
 
 
 
（３）研修会で得たものを教えてください。 

会話はコミュニケーションであること。ミスを恥じないで話してみること。ジェスチャーや顔の

表情もポイントであること。他大学や高専の同じ分野の技術者の方と出会えたこと。 
 
 
（４）この研修会に参加する事で、どのように機器共用・外部連携等が進むかを教えて下さい。 

英語で機器の使用方法や測定方法のアドバイスができるスタッフがいることにより外国人研究者

や留学生への教員指導の負担が軽くなるとともに、機器の相互利用率も上がるのではないかと考え

ます。 
 
 
（５）今後どのような内容の英語研修を希望されますか？ 

何かしら作業を通じて英語で伝える力をつけるようなトレーニングを導入していただきたいです。 
 
（６）ご意見・ご感想・ご要望等ありましたら、ご自由にお書きください。 

今回、初めて参加させていただきましたが、先生やスタッフの方をはじめ、参加された皆様と和

気あいあいとした雰囲気でしたのでプレッシャーなく学習することができました。一生諦めてい

た英会話を継続してみようというスイッチが入りました。ありがとうございました。 
 


