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No 分
類

質問 回答

１

応
募

学部1年生が応募する際の注
意点

成績評価係数が出ないので、志望理由など
申請書類をしっかり書くこと

２ 指導教員いない場合 申請時「指導教員なし」と記載

３ 上海交通大学のプログラム
だけ対象が学部学生のみだ
が、大学院生は応募不可か

国際総合力認定制度のプログラムとして実
施するため、学部学生のみを対象

４ 倍率 対面で実施した2019年度サマーのデー
タ：合計７協定校134名募集に対して206
名の応募（高いもので２倍から３倍）

５ Can doctorate students 
apply also or is it only 
undergraduate students?

Doctorate students can also apply 
except for Shanghai Jiao Tong University 
program.

６ 博士課程学生が語学留学プ
ログラム等に参加した例が
あるかどうか

多数ではないがある

Q&A①
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No 分
類

質問 回答

７

英
語
能
力

英語ではどの程度深い
ディスカッションが行わ
れるのか、英語能力の目
安

【上海交通大学】専門分野についての学術交
流を行うため、ある程度深いディスカッショ
ンを行う予定だが、指導教員が配慮しながら
授業を進めるので心配する必要はない（英語
能力スコアの目安は特になし）
【インドネシア大学・チュラロンコン大学】
専門的ではなく、教員、学生との交流が図れ
る程度

８ 語学能力証明書は、①中
学生の時受験した実用英
語技能検定の合格証明書
でも問題ないか、②結果
は何年前までのもの

英検の級による。募集要項記載の語学力部分
を見て、ご自身で提出するかを決めていただ
ければよい、②試験実施団体が定めている有
効期限を参照

９ ネイティブの発音も問題
なく聞かないと参加は難
しいか

シェフィールド大学以外は母国語が英語では
ない。初心者でも参加できるので安心してく
ださい

Q&A②
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No 分
類

質問 回答

１０

各
プ
ロ
グ
ラ
ム

授業時間などは海外大学
の現地時刻か

現地時間で実施。現地時間に相当する日本時
間を募集要項別紙に記載

１１ シェフィールド大学オン
ラインサマープログラム
での講義、個別指導とは

講義：現時点ではまだシェフィールド大学側
が調整中で、募集要項別紙に記載のとおり、
参加内定した学生に通知される予定
個別指導：担当教員が各学生の英語学習の進
捗状況を話し合ったり相談に乗ったりする

１２ シェフィールド大学オン
ラインサマープログラム
の具体的な日程

暫定版スケジュールは募集要項別紙掲載。
英語学習は、月～金17:00-19:30にレベル別
の総合的な英語技能授業、水曜のみこの時間
の1時間にライブの講義やこの講義に関する
アクティビティ。20:00-21:00は個別指導や
選択できるオプションクラス（IELTS対策
等）。この時間中または時間外に、現地学生
との交流や同大学の講義聴講を予定

Q&A③



Q&A④
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No 分
類

質問 回答

１３

各
プ
ロ
グ
ラ
ム

修了証など記念になるも
のがもらえるか

全プログラム、プログラムでの活動・学習で
成果をあげた学生には修了証が発行される

１４ 留学生でも参加できます
か

正規課程在籍中で休学中でなれば可能。イン
ドネシア大学プログラムのみ国籍の条件あり

１５ 英国の学校との交流です
が、英語のレベルがある
程度ある人は参加できな
いということですか？

海外疑似体験、本格的な留学等への動機付け
という目的で、本学学生が集団で参加するプ
ログラムであるため、海外経験が豊富な学生
や、英語力に自信があり海外大学の通常のア
カデミックな講義・授業を希望する学生向け
ではない

１６ 期間だけではなく具体的
にどの日がプログラム実
施日になるのか

募集要項別紙参考資料にスケジュール（暫定
版）あり

１７ 文化交流してみたいとい
う軽い気持ちで参加して
大丈夫か

募集要項や誓約書等をよく確認し、課される
課題等や本学からの参加者としての責任を
持った上で、交流等楽しむことは良い
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類

質問 回答

１８

そ
の
他

対面になる可能性 今回のサマープログラムは全てオンラインで
準備・提供。今後については未定

１９ 中止になる可能性 現時点では実施予定（誓約書を要確認）

２０ 今回紹介される大学以外
おすすめのプログラム等

Go Global ウェブサイト、Go Global Gateway
ウェブサイト、Go Global ガイドブック

２１ ①コロナ禍での海外学習、
②留学情報の入手方法、
国際経験の積み方

①留学希望先や形態による、②Go Global 
Gatewayにご登録いただくとともに、留学情
報サポートデスクのご利用

２２ ①Is this going to be 
virtual summer 
program? 
②Can students from 
any Department apply?
③Can international 
students also apply?
④What is the selection 
process?

①For this summer, virtual programs only.
②Students from any departments who are 
enrolled as full-time undergraduate and 
postgraduate students of UTokyo during the 
period of the program can apply. ③Intl. 
students can also apply. Students who have 
Indonesian nationality are NOT eligible to 
apply for UI program, though. ④Refer to the 
application guidelines.

Q&A⑤



Q&A⑥（事後アンケートでいただいた質問）
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No 分
類

質問 回答

２３

応
募

UTASからの申請というこ
とだが、「海外派遣」→
「短期留学プログラム」
からの申請か

そのとおり

２４ 選考基準や現在の倍率 基本的に書類のみで選考。現在の倍率は非
公開

２５ 各
プ
ロ
グ
ラ
ム

単位付与の有無が記載さ
れていない場合があるの
で、それについて詳しく

インドネシア大学以外は単位付与は無し。
インドネシア大学についても、本学単位と
しての認定の保証はないため所属学部・研
究科担当窓口に確認すること

２６ そ
の
他

サマープログラムに参加
しても、ウィンタープロ
グラムに参加できるのか

現時点ではウインタープログラムの実施予
定も含めて未定


