
2022 年 協定校特別プログラム報告書 

 

◆参加者情報 

学年 2  

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） 上海師範大学（オンライン） 

研修期間 8/1～ 4 週間 

 

◆参加理由 

Q． 今回研修に参加した理由を教えてください。 

派遣交換留学にむけて語学力(主にスピーキングとリスニング)を向上させるため。また、同

世代の外国人との交流に意欲があったため。 

Q. 研修先を選んだ理由は？ 

派遣交換留学にむけて語学力(主にスピーキングとリスニング)を向上させるため。また、同

世代の外国人との交流に意欲があったため。 

Q. 研修先大学、スタッフ、教員の対応はいかがでしたか？ 

親切で丁寧な対応だった。主に WeChat を用いてやり取りをしていたため、連絡漏れなど

のトラブルは一切無かった。 

◆クラス分け、オリエンテーション、課外活動について 

Q. クラス分けの方

法を教えてくださ

い。 

初日に簡単なライテ

ィングテストと会話

のテストをした。クラ

ス分けはされず、

HSK6 級レベルの学

生もいれば、初級レ

ベルの学生もいた。 

Q. 研修内容（レベ

ル）・クラスについて 

ご自身のレベルは？ 

ちょうどよい 

 

 

Q. クラスの人数は

何名くらいでした

か？ 

20 名以上 

 

Q. ご自身のクラス

の日本人の割合はど

のくらいでしたか？ 

3～4 割 

 

Q. クラスメイトの国

籍をわかる範囲で教

えてください。 

日本人、インドネシア人、マレーシア人、ベトナム人 

 



Q.オリエンテーションではどのような事を行いましたか？具体的な内容を教えてください。 

プログラムについての説明、自己紹介と先生方の挨拶など。 

Q. 欠席について 

欠席 1 日 

Q. 欠席理由をお知らせください。 

体調不良のため。 

 

◆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。（授業の進め方、教え方、質問や相談のしやすさな

ど） 

日本時間の 15:00〜16:00 の文化を学ぶ授業では、毎週先生が変わり授業の進め方は

様々であった。ただ動画を見て終わる先生もいれば、学生に実践を求める先生もいた。

19:00〜20:00 の読解クラスと 20:00〜21:00 の口語クラスでは先生が固定されてい

て、どちらの授業でも 1 日に 4.5 回ほど発言を求められた。どの授業も質問しやすい環境

で、分からない時に聞き返すと英語で言い直してくれるなど、親切な対応だった。 

 

Q. 宿題の量はどのくらいでしたか？（組み合わせてお答えください） 

ちょうどいい; 

Q. 授業ではどのような教材を使用しましたか？ 

上海師範大学から送付された二冊の教科書。どちらも初級レベルで特に問題なく使えた。 

 

 

Q. 興味深く参加できた授業はどのような授業でしたか？ 

上海の歴史についての授業が面白かった。アシスタントの先生が上海の外灘から中継して映

像を届けてくれた。 

 

Q. 研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことについて詳しく教えてください。 

口語クラスでの先生や学生とのやりとりがとても印象に残っている。発言する機会が多く、

色々な学生と話すことができた。 

 

 

Q. 研修中、あなたが最も大変だった事、困った事はどのような事でしたか？ 

自分の言いたいことを中国語で話せず、会話が止まってしまうことが多くあった。いざ話そ

うとすると簡単な文法も使えないことがよくあり、勉強不足を実感した。 

 

 



◆現地学生・クラスメイトとのコミュニケーションについて 

Q. 課外活動はありましたか？ 

ない 

 

◆学習システム及び期間について 

Q. 研修中、ネット環境でのトラブルはありましたか？ 

ない 

◆今後の課題とプログラム参加後の自己評価について 

Q. 研修に参加し特に伸びた（習得・力が付いた）と思う点は何ですか？ 

リスニングの能力が向上したと感じた。先生がよく使うフレーズや単語が自然と耳に入るよ

うになり、意味も理解できるようになった。スピーキングの能力は最初に比べると向上した

が、まだまだ実力不足であると感じた。 

Q. 今回の研修で一番学んだことを教えてください 

先生が中国人であったため、正確な発音で中国語を学ぶことができた。発言した時に、間違

っていたところを直してくれるのでとても勉強になった。 

Q. 直面した問題はありましたか？それはどのような事でしたか？ 

相手が言っていることが分からなかったり、自分の言いたいことが言えなかったりした。ま

た、単語力が足りないと感じた。 

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。 

自分にはまだまだスピーキングの能力が足りないと感じた。普段から中国語を話していない

と、簡単な会話もままならないと実感した。また、単語量も圧倒的に足りないと感じた。 

Q. 研修に参加するにあたり、事前に準備するべきと感じたことはありましたか？それは何

ですか？ 

日常的に使うフレーズや単語を少しでも多く学んでおくと良い。 

 

Q. これから参加する学生へのアドバイスをお願いします 

中国の文化や歴史に興味がありこのプログラムに参加するか迷っている学生は是非参加し

て欲しい。同世代の外国人と交流できる貴重な機会だし、授業内容も非常に質の高いもの

なので、語学力を理由に参加をあきらめないで欲しいと思う。 

 



2022 年 協定校特別プログラム報告書 

 

◆参加者情報 

学年 3  

学部 学科 外国語学部 中国語学科 

研修先大学（コース名） 上海師範大学（オンライン） 

研修期間 8/1～ 4 週間 

◆参加理由 

Q． 今回研修に参加した理由を教えてください。 

派遣交換留学が延期になっている今も現地に行くことができないからという理由から語学

の学習を怠りたくなかったため。また、今まで夏休み期間中なかなか机に向かい勉強をする

時間が作れなかったため、夏休みにおいてもメリハリのついた生活を送るため。 

Q. 研修先を選んだ理由は？ 

派遣交換留学が延期になっている今も現地に行くことができないからという理由から語学

の学習を怠りたくなかったため。また、今まで夏休み期間中なかなか机に向かい勉強をする

時間が作れなかったため、夏休みにおいてもメリハリのついた生活を送るため。 

Q. 研修先大学、スタッフ、教員の対応はいかがでしたか？ 

良かった。助手のような先生がいつも wechat グループで課題や諸連絡を中国語と英語

で送ってくれる。個人チャットでのやりとりも可能でいつも対応が早く助かっていた。授業の

先生も親切で、聞き取れなかった場合は話す速度を落としてくれたり、英語で言い直すなど

してくれた。 

◆クラス分け、オリエンテーション、課外活動について 

Q. クラス分けの方

法を教えてくださ

い。 

クラス分けはなく、初

回に筆記と口頭テス

トを行った。 

Q. 研修内容（レベ

ル）・クラスについて 

ご自身のレベルは？ 

少し低い（少し簡単に

感じる） 

 

 

Q. クラスの人数は

何名くらいでした

か？ 

～20 人 

 

Q. ご自身のクラス

の日本人の割合はど

のくらいでしたか？ 

3～4 割 

 

Q. クラスメイトの国

籍をわかる範囲で教

えてください。 

タイ、マレーシア、ベトナム、インドネシア 

 



Q.オリエンテーションではどのような事を行いましたか？具体的な内容を教えてください。 

大学や研修の説明。大学については、大学内の施設などを説明され実際に現地に行ってい

ても同様の内容を話していたのだろうと感じた。 

Q. 欠席について 

欠席 3 日 

Q. 欠席理由をお知らせください。 

インターンシップへの参加 

 

◆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。（授業の進め方、教え方、質問や相談のしやすさな

ど） 

授業前のレベルチェックテスト、授業の最後に行われるテストは VooV というアプリを使用

し、授業では classin というアプリを通しオンライン授業に参加した。 

 

Q. 宿題の量はどのくらいでしたか？（組み合わせてお答えください） 

毎日;少ない; 

Q. 授業ではどのような教材を使用しましたか？ 

汉语口语速成，发展汉语（初级综合）という一般的な中国語の教科書 

 

Q. 興味深く参加できた授業はどのような授業でしたか？ 

上海の歴史についての授業が面白かった。上海という地名の由来や、現在の上海の街並み

について学ぶことができ、自身も動画課題において上海の歴史や観光地についてまとめた

ものを作成した。 

また、スピーキングの授業では自分の部屋について中国語で紹介する際に、いろんな国のク

ライスメイトの部屋を見ることができて興味深かった。 

Q. 研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことについて詳しく教えてください。 

個人的に wechat のグループから他の国のクラスメイトと連絡を取り合ったことが印象に

残っている。 

オンライン授業では授業以外でクラスメイトとコミュニケーションを取ることが難しいので、

主体的に動くことが大切だと考えている。 

Q. 研修中、あなたが最も大変だった事、困った事はどのような事でしたか？ 

上午に行う講座の中国語の理解が難しかった。伝統的な楽器や薬など専門的な内容は日本

語で理解することも難しいが、加えて他の国の言語での説明を理解することが難しく、字幕

を見たり後から先生が英語で説明してくれることで助かった。 

 



◆現地学生・クラスメイトとのコミュニケーションについて 

Q. 課外活動はありましたか？ 

ない 

◆学習システム及び期間について 

Q. 研修中、ネット環境でのトラブルはありましたか？ 

ない 

◆今後の課題とプログラム参加後の自己評価について 

Q. 研修に参加し特に伸びた（習得・力が付いた）と思う点は何ですか？ 

基本的な単語の復習ができ、授業で用いるような基本会話を学べたと思う。 

Q. 今回の研修で一番学んだことを教えてください 

日本人は日本語でも漢字を用いるため簡単な中国語の単語は訳さずとも理解できる部分

があり、授業内容は正直簡単だったが、マレーシア人など普段から漢字を使わない国の学生

などと共に同じ授業を受け学習に取り組む姿を見て、オンラインだからといって学習を怠る

要因にはならないと改めて感じた。 

Q. 直面した問題はありましたか？それはどのような事でしたか？ 

特になし 

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。 

授業内容が簡単だった分だらけて予習復習をあまりせずだらけてしまったと思う。進出単語

を用いて文を作る課題があったが、単純な文構造だけでなく発展した文法などを使うべき

だったと感じている。みんなと同じ内容の課題や学習をする中でさらにプラスアルファでど

こまでできるかで差をつけられると思うので、授業内容が簡単でも次はそれに加えて何が

できるかを考えていきたい。 

Q. 研修に参加するにあたり、事前に準備するべきと感じたことはありましたか？それは何

ですか？ 

特になし 

Q. これから参加する学生へのアドバイスをお願いします 

研修で学んだことでも言ったように、オンラインという理由は語学の学習を怠る原因にはな

らないと考えています。もちろん現地で学習することに越したことはないですが、限られた

環境の中で何ができるかを考えて貪欲にそれを実行していくしかないと思うので研修など

自分の学習に役立てられる機会には積極的に参加すべきだと考えています。特に夏休みは

机に向かう時間がどうしても少なくなりがちなので、学習する習慣を続けられたのは良かっ

たです。 

ただ今回は料金がかからず今回の研修に参加させていただきましたが、料金が発生する場

合は参加しなかったと思います。 


