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月間報告書 3月分

学籍番号： 留学先　：中国　西安外国語大学

氏名　　： 留学期間：2021年04月01日 ～ 2022年03月31日

年次　　：4年次 留学区分：派遣留学

クラス　：I02

Ⅰ．受講時間数

No. 履修科目（原語名） 履修科目（日本語名） 受講時間数（分） 授業形態

1 精读 精読 1980 授業

2 ⼝语 会話 1170 授業

3 听⼒ リスニング 810 授業

4 读写 作文 450 授業

Ⅱ．授業内容

No.1
教科書にそって進めていきます。
新出単語を一つずつ説明してくれます。
その単語を使った例文を先生が作ってくれていて、
指名されてそれを読んだり、自分で例文を作ったり穴埋め問題をします。
授業内容自体はそんなに難しくないと思います！
指名されなくても、自分で作った例文を試したいと発表する生徒が多く、
みんな授業にとても積極的な感じです！
また先生も全部聞いてくれるので挑戦できる機会がしっかりあります。
 
毎週金曜日は周考となっていて1課終わるごとにテストします。
三月の最初だけ自己紹介とかしたので、二週で一課のテストしましたが、
あとは一週間に一課のペースで終わります。
テストは選択問題と記述式で、授業をしっかり受けていれば解けます。
また別で、新しい課に入る前くらいに
前の課の内容のリスニングのテストもあるので、
復習が大事な授業だと思いました。
 
精読の授業は毎日あって、周考の前の日以外は毎日課題が出ます。
課題の内容は新出単語を録音して送ったり、
新出単語や文法を使って例文を二個書く（手書き）課題が主です。
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No.2
 
会話の授業も教科書に沿って、進められます。
進め方は精読と同じく、新出単語を一つ一つ説明してくれて、
先生が用意してくれた例文を指名されて読みます。
教科書の本文も読みます。
会話の授業なので、とにかく読まされるし、
発音を大事にしていて、結構厳しく直されます。
 
この授業も内容はそんなに難しくないですが、
先生がめっちゃ早口なので聞き取り大変です(笑)
 
課題は割と毎回バラバラで
新出単語を使って例文作ったり、録音送ったりします。
 
一課ごとのテストはないので、中間・期末試験がちょっと怖いです、、、

No.3
 
リスニングも一応教科書に沿って進めていきますが、
教科書には本文の字が書かれていなくて
CDを聞いて、問題に答えていく感じなので、
本当にリスニング力が鍛えられるし、予習必須だと思います。
（私は予習で聞かないと何も答えられませんでした汗）
 
課題はCDを聞いて、
単語を使った文章を書きとる形式です。
 

No.4
 
週に一回しかなくて、
一週で一課終わる速度で進みます。
教科書の内容は難しくないです！
授業はうまく説明できないんですけど
毎回教科書関係ない何かについて話しています。
 
課題は、読み書きです。
教科書の本文の朗読を録音して送るのと、
作文を書いたり、教科書の練習問題を描いて送ります。
 

Ⅲ．生活編

授業・クラス等に関して
 
　3月1日にクラス分けテストが行われ、2日から授業開始でした。テストは1時間の筆記試験と5～10分の口頭試験があります。筆
記試験は選択式や記述式の問題があり、口頭試験は担当の先生と1対1でカメラオンで、軽い自己紹介、短文の朗読、質問コーナー
？でした。レベルとしてはそんなに難しくなく、私個人の感覚ですが、ＨＳＫ4級くらいだと思います。クラス分けの結果はその
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日の内に発表されます。テストも含め、授業はすべて西安外大に指定されたDingＴalkというアプリを使います。またそこで何か
わからないことがあれば直接先生との連絡が可能です。先生方はとても親切な方ばかりで、優しく教えてくれます＾＾授業の時間
は1限10:20～12:00、2限14:20～16:00、3限16:20～18:00、4限18:20～20:00で、どのクラスも必修は2、3限が基本です。希望者は
中 写の授業を受けられるので私は火曜だけ4限まであります。普通の現地留学なら午後に選択授業で太極拳とか茶道とか中国
の文化に触れられる授業の履修が可能でしたが、オンラインではできないので残念です:(
　2021年度のオンライン留学生は70人程いて、その半数が日本人でした。ひとクラスは25～30人程だそうです。
私のクラスの日本人は私含めて二人なので、仲良くなって課題のこととか授業に関して情報共有しながら一緒に頑張っています
！！
 
 
感想
 
オンライン留学は西安外大側も初の試みだと思うので仕方ないと思いますが、割とギリギリまでいつから始まるか、テストはどう
いう形式かなど、前例がないので本当に何の情報もなくて不安だったし、時間割は授業開始の前日に公開されて、授業は朝から
16時くらいまでだと勝手に思っていたので、夕方からバイトのシフト入れてて、予想外に出れなくなったり、調整変更してもらう
ことになったりと大変でした(笑)
また、当たり前だけど全部中国語なので、最初は本当に早口だし何言ってるのかわからなすぎて、速攻心折れました(笑)でも日に
日にネイティブのスピードに慣れていくと、聞き取れるようになったり、理解ができるようになっていったし、同じクラスの子の
レベルが高いので、それがすごくいいモチベーションになりました。まだ自信がなくて自ら発言できてないので、来月は少しでも
発言できるようにしたいです。
今月はバイトもめっちゃ入れてて予習復習をやらない日があったのですが、予習復習しないと全然ついていけなくて本当に大事だ
なと痛感したので、来月はしっかり頑張ります。
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月間報告書 4月分

学籍番号： 留学先　：中国　西安外国語大学

氏名　　： 留学期間：2021年04月01日 ～ 2022年03月31日

年次　　：4年次 留学区分：派遣留学

クラス　：I02

Ⅰ．受講時間数

No. 履修科目（原語名） 履修科目（日本語名） 受講時間数（分） 授業形態

1 精读 精読 1890 授業

2 ⼝语 会話 1080 授業

3 听⼒ リスニング 810 授業

4 读写 作文 450 授業

Ⅱ．授業内容

No.1
授業や課題内容は先月と同じでした。
２８日に中間テストがあって、テスト範囲は１～７課で、
テスト形式は周考と同じ形式の問題と
HSKの作文問題のような、単語を五つ指定されて３００字以上書く問題がありました。テスト前の授業では全復習をしてくれまし
た。
範囲は広いけど、問題数はそんなに多くなかったので、
しっかりと復習していれば解ける問題でした。

No.2
 
口語も先月と同じように進められています。
でも先月よりも読むことが増えました。
教科書の問題の例文を完成させる問題などを
充てられるようになったので
口語もまた予習が大事な科目だと思いました。
口語は中間テストはありませんでした。

No.3
 
リスニングも授業の進行の仕方は変わらずです。
予習、復習をしっかりとしていたら
急に当てられてもちゃんと答えられるようになったので
これからも引き続き頑張りたいです。
 



--2--

2022/02/09

リスニングもテストはありませんでした。

No.4
 
今月は教科書の内容に沿った授業でした。
課題も本文を読んだり、作文を書いたり、
教科書の例を真似して先生に直接メールを送る課題もありました。
科目名通りとにかく読み、書きの授業です。
 
授業に関しては正直予習はしなくても困ることはないですが、
課題の録音送るのには何度も音声聞いて真似したり、
作文を３００字書いたりするので、課題が時間かかる科目だと思いました。

Ⅲ．生活編

 
 
今月は向こうのネット回線が不調でどの授業でもほぼ毎日、音声が途切れたり、固まったりと何かしらの問題が起きていて、とて
も大変でした。どうしようもないですが、こういう時オンラインは大変だなと思います。
テストも全教科あるものだと思っていたら、精読だけだったので、そこだけに集中して勉強できたので良かったです。またテスト
の結果もよかったので一安心です。
 
２９～５日までは休みでした。
２９，３０は西安外大で運動会を開催していて私たちオンライン留学生は休みでした。
また１～５は で日本と同じように連休でした。
ゴールデンウィークないかもと思っていたのでとても嬉しかったです。
でも、その連休の振り返りとして、
４月２５日(日)と５月８日（土）に授業が行われます。
その通知も三日前くらいに言われて、急すぎてとてもこまりました。
 
ゴールデンウィーク期間は緊急事態宣言のために
ずっとステイホームしていたので、あまりリフレッシュもできず楽しいものではなかったけど、
就活をすすめたり、卒論書いたりと有意義に過ごせました。
 
 
 
 



--1--

2022/02/09

月間報告書 5月分

学籍番号： 留学先　：中国　西安外国語大学

氏名　　： 留学期間：2021年04月01日 ～ 2022年03月31日

年次　　：4年次 留学区分：派遣留学

クラス　：I02

Ⅰ．受講時間数

No. 履修科目（原語名） 履修科目（日本語名） 受講時間数（分） 授業形態

1 精读 精読 1980 授業

2 ⼝语 会話 1260 授業

3 听⼒ リスニング 720 授業

4 读写 作文 360 授業

Ⅱ．授業内容

No.1
今月に入ってから、一人ずつ自分が先生になって、新出単語の授業をすることになりました。最初に先生が一人１０個くらいの範
囲で振り分けてくれていて、自分の担当の単語について中国語での説明や例文などをパワーポイントにまとめます。一課ごとに約
４０の新出単語があるので、月～木で毎日一人ずつ授業して、残った時間で先生の補足説明をして、金曜は今まで通り周考をする
感じでした。
 
 
前学期からいる生徒が多いので、やったことがあるのかみんな慣れている様子でしたが、私は初めてなのでとても緊張しました。
単語を中国語で説明するのはやはり難しいし、私が喋って説明するので発音にも気を付けなければ伝わらないし、例文も考えたり
、質問されたらしっかり答えられるようにしてないといけなかったので（本当に困ったら先生が助けてくれますが）、とても大変
だったけど本当にいい経験になりました。
 
 
 

No.2
今まで通りの内容で進めています。
話すことメインで、
授業で習った単語で例文を考え、それを先に録音で音声を送って、
そのあと手書きで書くという宿題が多いです。
授業中に当てられること以外は特に発表やテストなどもないです。
 
今月最後の日になぜか先生が変わりました。
口語はもう三人目の先生で、一学期間に先生が三度も変わることは日本ではなかったので少し驚きました(笑)
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No.3
リスニングの授業もこれまでと同じ進め方で進めています。
この授業は週に二回しかないためか、ほかの授業よりも進度が少し早いような気がします。そのため、予習復習がとても大事だと
思います。

No.4
この授業は週１なので、毎週一課終えるスピードです。
授業内容や宿題の内容は前と変わらず進められています。
 
来月の頭には、小テストがあるらしく、内容は
今までの課の中から一課選んでその本文を読む、
閲読練習（詳細はよくわかりません）、作文300字以上です。
実際にテストがまだなのでなんとも言えませんが、
しっかり準備して頑張りたいと思います。

Ⅲ．生活編

4月29日～5月5日まで日本と同じだけゴールデンウィーク期間がありました。
同じ期間の休みはないと思っていたので嬉しかったです。
振り返りで土日に授業があったのは、カルチャーショックでしたが(笑)
また振り返り授業を先に言われたら困ると思い、秋学期の中国の連休について調べてたら、
会社も学校も国全体で連休の振り返りを設けてることを知って、
私は今まで連休の振り返りで土日に学校になることがなかったので驚きました。
もう振り返り日も把握したので、困ることはなさそうです^^
 
日本にいながら中国の暦で進むので、日本が祝日でも私は授業あったり、
日本が平日でも祝日だったりで少しこんがらがることがあります。
 
 
緊急事態宣言が延長されていて、秋には現地に行けたらな…と思っていましたが
無理そうで本当に残念です。
今月は毎日本当に家にばかりいたのでとにかく早く外に出られる日が来てほしいなと思います。
来月が今学期最後なので、あと少し頑張りたいです。
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月間報告書 6月分

学籍番号： 留学先　：中国　西安外国語大学

氏名　　： 留学期間：2021年04月01日 ～ 2022年03月31日

年次　　：4年次 留学区分：派遣留学

クラス　：I02

Ⅰ．受講時間数

No. 履修科目（原語名） 履修科目（日本語名） 受講時間数（分） 授業形態

1 精读 精読 1710 授業

2 ⼝语 会話 990 授業

3 听⼒ リスニング 810 授業

4 读写 作文 360 授業

Ⅱ．授業内容

No.1
精 は先月と同じように、生徒が先生になって授業し、
補足説明を先生がしてくれて、金曜にはテスト（周考）でした。
あとは期末テストに向けて復習もしました。
 
28日が精 の期末テストでした。
範囲が８課～１５課で、二時間設けられていました。
期末テスト期間（28～30）は、そのテストの科目だけで終わりです。
 
テスト受験への指定が、中間テストの時とは違い、割と厳重でした。
テストはオンランで、必ずパソコンで受験しなければなりませんでした。
いつも授業で使っているDingTalk（ ）というアプリで普段通りに授業に参加して、カメラをオンにします。それと同時に、携
帯を使って、VooV meeting（ 会 ）というアプリを使って斜め後ろ45度からパソコン画面と手元が写るようにするというもの
でした。
 
テストの内容としては、中間テストと同じ要領で、
選択問題と並べ替え、作文（200～300字）がありましたが、
うまく説明できませんが、出題の仕方が以前とは全然違いました。
 
私は以前の中間テストを参考に勉強していたのですが、全然違う感じだったので手ごたえとしては、すごい微妙です(笑)
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No.2
急に変わった先生は、割と授業の進行度が早く、優しいけど厳しめな？先生でした。
 
口語も期末テストがあり、29日に行われました。
テスト受験の方式は精読と同じように、二時間で行われます。
範囲は今までの全範囲である1課～9課でした。
 
筆記試験と口頭試験があり、
筆記試験はすべて選択問題でした。
口頭試験は、まず授業内でくじ引きで順番を決めて、
その順に呼ばれて一対一で、
１１個の単語を読む、その単語の中から３つ選んで例文を作る、
教科書の内容の音読と絵を見て説明する問題でした。
 
時間配分がうまくいってなかったようでテスト時間の二時間を
大幅にオーバーして口頭試験をしていました。
対面の生徒の後に、オンラインの生徒の口頭試験だったのですが、
私はオンラインの1番目にもかかわらず1時間は待機しており、
待機の間もカメラが付いているので、ずっと椅子に座っていなければならず、とてもしんどかったです。
後ろの方の生徒はもっとかかっていたと思います、、、
 

No.3
 
リスニングは30日にありました。
精読、口語とは少し違い、VooVmeetingは使用しませんでした。
 
解答用紙と問題用紙がwordで配布され、
印刷して直接記入するか、白紙に書くかのどちらかで、
終了後に紙を写真撮って提出しました。
 
HSKのような出題方式で、
対話や短文の選択問題と、正誤問題と
長文を聞いて単語の穴埋め、長文の問いに答える記述式問題でした。
 
個人的には単語の穴埋め、記述問題が少し難しかったです。

No.4
 
も22日にテストがありました。
 
内容は、教科書の暗唱テストと作文（300字）でした。
暗唱テストは、事前に1～15課の中からくじ引きで決まります。
覚える時間が二週間くらいあったので、簡単です。
いつもの先生と別にほかの先生もいて、
二つに分かれて暗唱テストしたので、早く終わりました。
 
作文テストは、お題が与えられ、自分の考えを描くものでした。
テストの日にPDFでテスト用紙が配布されたので、
リスニング同様、コピーか、白紙に記入します。
そんなに難しいお題ではなかったので、割とかけました。
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Ⅲ．生活編

 
 
今月は期末テストという大事な時期だったので、
何かと焦っていた気がします。
 
三日間一気にテストだし、精読以外は、範囲が広かったので復習することが多く、
テスト勉強をこんなに頑張ったのは初めてなんじゃないか、というくらい
沢山勉強したつもりでしたが、精読では勉強していたのとは全然違う、
中間テストでは出てなかったので見送りしていた部分が出たときは焦りました(笑)
普段の積み重ねが大事だということを実感しました。
とにかく結果が良いことを祈ります、、、
 
最終的な成績がいつ出るかなど明確な情報はまだ出ていなく、分かりません。
テスト自体の採点も教科によって、もう返ってきたのもあれば、そうでないものもあります。
 
7月からは授業がなく、夏休みになります。
課題なども特に言われてはいません。
 
今月ほとんど手を付けていない卒論を書き進めるため、
課題がないのは正直ありがたいのですが、せっかく積み上げてきたものをなくさないように、
卒論と並行しながら、勉強も怠らないようにしたいです。
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月間報告書 7月分

学籍番号： 留学先　：中国　西安外国語大学

氏名　　： 留学期間：2021年04月01日 ～ 2022年03月31日

年次　　：4年次 留学区分：派遣留学

クラス　：I02

Ⅰ．受講時間数
7月の教育編は入力がありません

Ⅱ．授業内容
7月の教育編は入力がありません

Ⅲ．生活編

７月から夏休みが始まりました。
課題とかあるかなと思っていたけど、何もありませんでした。
 
7月はバイトばかりしていて、
暇さえあれ韓ドラを！見るみたいな生活で
卒論も全然進まず、ぐうたらしてしまったので反省しています。
 
中国語にも全然触れていなく、、、秋学期が怖いので
８月は卒論と卒論のために中国ドラマを見ながら中国語に触れる機会を増やして勉強して、
目標である今年度中にHSK６級取得のために勉強もしていかないといけないなと思います。
 
授業は９月から始まる、とのことでしたが、
何日という詳細はなく、
夏休み始まった時点で先生に聞いてみても、
後で連絡します、で一向に何もないので、
明確な年間スケジュールほしいなと何度も思っています。
 
私はひとりずっとオンラインで授業を受けているので、
毎日授業があって大変だったし、
友達はみんな学校行ったり楽しそうだな～と思ってしまうけど、
この経験が何かに繋がることを信じて
秋学期からも頑張っていきたいと思います。
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月間報告書 8月分

学籍番号： 留学先　：中国　西安外国語大学

氏名　　： 留学期間：2021年04月01日 ～ 2022年03月31日

年次　　：4年次 留学区分：派遣留学

クラス　：I02

Ⅰ．受講時間数
8月の教育編は入力がありません

Ⅱ．授業内容
8月の教育編は入力がありません

Ⅲ．生活編

 
8月も1か月丸々夏休みでした。
本来ならば、海外や国内旅行に行きたかったのですが、
コロナで旅行とか相変わらず行けなくてとても残念です。
先月と変わらず、ここに書かけるような出来事がなくて困ります（笑）
本当に早く世の中が良くなってほしいと願うばかりです。
 
卒論が提出日まで4か月ほどしかなくなってきたので、
空いている時間に本や論文を読んだり、
ドラマを見てサンプルを集めたり、少しずつ進めました。
それでもまだまだ残っていて、
本当にいよいよ時間がなくなってきたので、
秋学期は授業と両立しながらしっかり進めていきたいと思います。
 
 
そして、秋学期は9月2日から始まります。
夏休み前にも、８月入ってからもいつから授業開始かを先生に聞いてみたりしましたが、
また告知するとだけ言われており、いつまでかもわからない夏休みスタートで不安が残っていました。
 
その告知が授業開始二日前とかに出たので、
本当に年間の授業スケジュールが前もってわからないのがとても大変です。
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月間報告書 9月分

学籍番号： 留学先　：中国　西安外国語大学

氏名　　： 留学期間：2021年04月01日 ～ 2022年03月31日

年次　　：4年次 留学区分：派遣留学

クラス　：I02

Ⅰ．受講時間数

No. 履修科目（原語名） 履修科目（日本語名） 受講時間数（分） 授業形態

1 精读 精読 1800 授業

2 ⼝语 会話 1080 授業

3 听⼒ リスニング 810 授業

Ⅱ．授業内容

No.1
 
今学期の精読は女性の先生で、割と厳しめな感じです。
 
授業内容としては、
前学期と同じように教科書にそって
新出単語をPPTを使って説明してくれます。
指名されて例文を読んだり、本文を読んだりします。
 
速度としては、前学期は毎週金曜に一課ごとのテストをしていましたが、
今学期はいまのところ二週で一課のテストをしています。
でもテストするのは遅いけど授業は先に進んでたりしていて？
早いのか遅いのかよくわかりません。
 
宿題は毎日ではなく、新出単語を勉強した日だけ、
その単語を五回書いて、発音した録音を送るというものです。
 
週一のテストの形式が結構変わっていて、
前の先生は要約みたいなのを前日に配布してくれたので
勉強しやすかったですが、それがないので大変です。
あと今までテストの回答は先生だけが見れるように個別で提出していましたが、
二回目のテストでは、全体のグループに送る形式でみんなに見られるし、
お互いに採点し合って点数も送らなければならないのがすごく嫌でした（笑）

No.2
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口語の先生は男性の方です。
 
授業内容は教科書の本文を読みながら、
新出単語を説明していく形式です。
 
前に比べると指名されて読まされることがほとんどなく、
本文なども先生が読んでいます。
挙手性というか、誰か例文作ってみてみたいな感じで投げかけられて
答えていくかんじです。
 
課題は毎回ではないですが、よく出されます。
内容は、教科書にある 一 ， 一 という
この文法を使って言い換えてみようみたいな問題を
発音して録音だけ送る形式です。

No.3
 
リスニングの授業の先生は女性の方です。
 
授業内容は他の授業と変わりません。
新出単語を先生の後について三回読んだりします。
リスニングは週２しか授業がありませんが、
九月の八回くらいで五課まで進んでいるので
速度は速いと思います。
 
課題はほぼ毎回出ます。
大体授業でやった課の復習として教科書の穴埋め問題と
次の課のリスニングを聞いておくことです。
 

Ⅲ．生活編

 
 
九月二日から秋学期が始まりました。
前の学期の最終テストに合格していればひとクラス上に上がります。
減ったり新しく増えたりしましたがクラスメイトはほぼ変わりません。
約２０人くらいのクラスです。
 
ひとクラスレベルが上がったからか、
先生も割と厳しめ？で（笑）
授業も追いつくのがやっとって感じで
自分の力不足を感じた一か月でした。
これからの授業やテスト大丈夫かなととても不安です。
 
 
これは前からずっと言っていますが、
連休の振り替えの補講の通知や
学校行事のための休講連絡が遅いのはいつもモヤモヤします。
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年間日程を前もって出してほしい、、、
 
 
卒論ももう提出まで三か月をきったのに
全然まだまだ程遠いのと、
課題や授業に追いつくのにも必死で
とても大変ですが、時間を有効に活用して
ちゃんと卒論も提出して、
単位も取って卒業できるように頑張りたいです。
 
１０月は国慶節で大連休があるし、
緊急事態宣言も解除されるので、
気をつけながら少し休んで連休明けの授業に臨みたいです。
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月間報告書 10月分

学籍番号： 留学先　：中国　西安外国語大学

氏名　　： 留学期間：2021年04月01日 ～ 2022年03月31日

年次　　：4年次 留学区分：派遣留学

クラス　：I02

Ⅰ．受講時間数

No. 履修科目（原語名） 履修科目（日本語名） 受講時間数（分） 授業形態

1 精读 精読 1800 授業

2 ⼝语 会話 1170 授業

3 听⼒ リスニング 630 授業

Ⅱ．授業内容

No.1
 
授業の流れはいつものように同じで、
課題も同じような課題です。
 
前の先生とは違って、周考の前のまとめもなくて、
周考のやり方とか、形式が毎週変わるのですごく難しく思います。
その分ちゃんと勉強しょないとなと思うので、成長できる気がします。

No.2
 
先生がずっと説明をしてくれていて、
たまに当てられるのですが、
咄嗟にその例文を作ることが出来なくて、
答えられなかったことがあるので、予習頑張ろうと思いました。

No.3
 
 
リスニングの授業内容や課題内容も変わらずです。
 
リスニングは聞けば聞くほど、聞き取れるようになるので、
予習で何回も聞いておけば、授業ではもっと聞けるようになって
質問にも答えられるので、リスニングも予習大事だと思いました。
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Ⅲ．生活編

 
今月は、月の初めの七日間が
中国の国慶節の連休でお休みでした。
 
私個人では、友達がいる金沢に小旅行に行きました。
久々に旅行したのでとてもリフレッシュできました。
あと、ワクチンを打ち終えました。
そんなに副作用はひどくなく、
微熱とだるさくらいだったので良かったです。
 
あとは、十月後半くらいには、
西安でまた感染者が確認されて感染者が増えたようで、
先生も現地で留学している子もみんなオンラインで授業する週がありました。
私もやっぱい現地留学したかったなと思うけど、
こうしてまだまだ安心はできない状況なのだなと再認識しました。
 
今月は授業が始まって二か月が経ったので
月末には精読の中間テストがあるはずだったけど、
少し遅れていて、来月に繰り越されたので、
頑張って勉強して、しっかり回答できるようにしたいです。
 
あと二か月で授業も終わってしまうので、
いっぱい吸収して、HSK６級取得目指して
あと少しの期間頑張りたいと思います。
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月間報告書 11月分

学籍番号： 留学先　：中国　西安外国語大学

氏名　　： 留学期間：2021年04月01日 ～ 2022年03月31日

年次　　：4年次 留学区分：派遣留学

クラス　：I02

Ⅰ．受講時間数

No. 履修科目（原語名） 履修科目（日本語名） 受講時間数（分） 授業形態

1 精读 精読 1980 授業

2 ⼝语 会話 1170 授業

3 听⼒ リスニング 810 授業

Ⅱ．授業内容

No.1
 
今月最初の中間テストがありました。
90分丸々使ってやりました。
やはり範囲が広く、問題形式も周考とは少し違うので
結構難しく、思っていたより点数が取れませんでした。
 
授業のペースが少しはやくなって、
毎週金曜は周考をするくらいになってきました。
来月末には期末テストがあるので、
またしっかり頑張りたいです。

No.2
 
口語は同じペースで進んでいます。
課題は、作った文章を録音して送ることが多く、
発音も気を付けるようになるし、
ちゃんと意味が伝わるとやはりうれしいです。
 
口語も来月には期末テストがあるので、
来月はしっかりと頑張りたいです。

No.3
 
 
リスニングの授業はとてもペースが速く感じます。
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先生も早口なので、聞き取るのがすごく大変です、、、
でもすごく勉強というか、力になっている気がします。
 
ここにきて何回か課題提出を忘れたりしたので、
後回しにせず、早くやるべきだと思いました。
 
来月の期末テスト、どういう形式かわからないので
怖いですが、最後まで頑張ります。

Ⅲ．生活編

 
 
今月は、過ぎるのがとても速く感じました。
 
卒論、課題、毎日の授業、
今年はずっと同じことの繰り返しですが、
なぜか一番忙しかった気がします。
 
卒論が提出までもう時間がないので
もっと頑張らないとなと思っています。
 
来月にHSK六級を受けます。
全く自信がないですが、、、
自分の実力を測るためにも頑張りたいです。
六級取って卒業が目標だったので、合格点取りたいです。
 
そして、卒論をまとめて
提出が終わったら、
そのあとすぐ期末テストで
来月も多忙、というか勉強勉強な月になりそうです。
 
期末テストは本当に成績に関わる重要なテストなので
とても怯えています。
今学期はクラスが上がったからか、
周考のテストも前学期より点数取れなかったり、
難しく感じているので、
前以上に準備して挑みます。
 
それが終われば、オンライン留学もとうとう終わってしまうし、
大学生も終わるということなので
すこし寂しさはありますが、
最後までしっかりと頑張って、
ちゃんと卒業できるようにしたいです。
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月間報告書 12月分

学籍番号： 留学先　：中国　西安外国語大学

氏名　　： 留学期間：2021年04月01日 ～ 2022年03月31日

年次　　：4年次 留学区分：派遣留学

クラス　：I02

Ⅰ．受講時間数

No. 履修科目（原語名） 履修科目（日本語名） 受講時間数（分） 授業形態

1 精读 精読 1170 授業

2 ⼝语 会話 720 授業

3 听⼒ リスニング 450 授業

Ⅱ．授業内容

No.1
 
期末テストに向けて猛スピードで授業をしました。
１２課まで終わらせ瑠ことが出来ました。
テストまでの残った1日はずっと復習をしました。
 
期末テストは、１～１２課で、
穴埋め問題や記述式、選択問題、作文などでした。
思ったよりはできた気がします。
時間は90分でピッタリ終えたくらいだったので、
割と問題数も多かったです。
 
 
 

No.2
 
 
口語の期末テストは、口頭試験と筆記試験がありました。
口頭試験は、事前に２～３分の動画を作って提出するというものでした。
貴州について紹介し、自分の意見も述べる、
YouTubeのような動画を作る課題でした。
動画を作るのは大変だったけど、事前に作るものなので、
発音とかやり直しができるので良かったです。
 
筆記は記述式と選択問題で、
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問題数はそんなに多くなく、1時間もせずに終わりました。

No.3
 
リスニングでは、
例文を聞いて単語を抜きだしたり、
選択するような問題でした。
 
問題数はそんなに多くなかったです。
 
スピードも全然聞き取れるスピードだったので良かったです。

Ⅲ．生活編

 
 
１２月は個人的に、
大学生活で一番忙しい1か月でした。
 
まず、月始め頃に、HSK6級を受験しました。
まだ結果はわからないのですが、
手ごたえは全くありません、、、、
まだまだだなと痛感しました。
 
そして、卒論の提出がありました。
ギリギリまでアンケートを取っていたりして、
どうなることかと思いましたが、無事に提出ができ、一安心です。
 
そしてあとすぐ期末テストでした。
思ったよりも難易度は高くなかったので助かりました。
 
この一年間、オンライン留学という新しい形で、
留学という経験をしました。
やはり、現地に行きたかったという思いが強いです。
普通の授業時間とは違うし、
4回なのに毎日びっしり授業があって、
課題と卒論やらバイトやらを両立するのは正直大変でしたが、
自分が先生になって授業をしたり、動画を作ったりと、
自分はとても頑張ったと自分でも思えるくらいには頑張れたので
とてもいい経験ができたなと思います。
 
クラスメイトや先生方にたくさん助けて貰ったので、
とても感謝しています。
 
 


