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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用） 

The University of Tokyo Study Abroad/Student Exchange Program Report Form (for programs from a week to 3 months) 

記入日/Date： 9/18/2021 

■ID：D21018  

■参加プログラム/Program： グローバルキャンパス推進本部オンラインサマープログラム  

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html 

■派遣先大学/Host university： インドネシア大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYY）： 8/23/2021 ～ 9/4/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 教養学部(前期課程)理科２類 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 学部 1年 

 

■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate： 

夏休みは時間があるから。 

■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?： 

留学の準備のため情報を受け取ってから興味があった。 

 

 

■概要/Overview： 

双方向的な内容が多かった。インドネシア語とインドネシアの文化がメイン。宿題が出ることもあった。 

復習は少しした。 

■プログラム外で行った交流活動をすべて教えてください/Activities you took part in other than this program： 

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program:/ 

LINEグループを作った。 

■週末に課題はありましたか。また、予習や復習をしましたか/ 

ありました。予習はしませんでした。復習はインドネシア語をやりました。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/： 

ちょうど良かった。 

■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/： 

ちょうどよい。 

 

 

■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

個人情報や志望理由、志望理由をしっかり書いた。 

■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo： 

行っていない。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html
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インドネシア語の本を買って少し読んだ。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

0 円/JPY 

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0 円/JPY 

 本プログラム参加にあたりオンライ

ン環境整備に要した費用（Wi-Fi

等）/ 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

■プログラム参加のための奨学金の受給有無/Scholarships to participate： 

受給しなかった。 

■奨学金の支給機関・団体名等/Name of the source of the scholarships： 

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

英語でコミュニケーションをとることが面白いと思えた。語学を頑張りたいと思えた。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

インドネシアでビジネスをするのが面白そうだと思った。外国で働きたいとおもった。 

■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)： 

公的機関, 民間企業, 起業 

■今後参加を考えている学生へのメッセージ、アドバイス/Any messages or advice for future participants： 

迷ったらやるべきです。ただし全て参加する約束です。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad 

プログラムを振り返って/Reflection 
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特になし。 
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用） 

The University of Tokyo Study Abroad/Student Exchange Program Report Form (for programs from a week to 3 months) 

記入日/Date： 9/4/2021 

■ID：D21019  

■参加プログラム/Program： グローバルキャンパス推進本部オンラインサマープログラム  

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html 

■派遣先大学/Host university： インドネシア大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYY）： 8/23/2021 ～ 9/4/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 教養学部(前期課程)文科三類 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 学部 1年 

 

■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate： 

大学に入って初めての夏休みを、有意義に過ごしたいと考えたため。 

■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?： 

インドネシアという国家自体に興味があった為、留学のチラシを見て応募を即断した。 

 

 

■概要/Overview： 

午前インドネシア語の授業、午後がインドネシア社会についてのディスカッション。最終日にはプレゼンテ

ーションを参加者で用意し、インドネシア大学の学生に見てもらいながら完成させ、発表した。 

■プログラム外で行った交流活動をすべて教えてください/Activities you took part in other than this program： 

特に何もしていない。 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program:/ 

オンライン参加だったため、実際に顔を合わせる機会がなかった。 

■週末に課題はありましたか。また、予習や復習をしましたか/ 

小論文 2本、プログラム後の小論文 1本、インドネシア語の問題演習 3回、最終日のプレゼン用意。予習

復習は、インドネシア語初級のプリントを用いた。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/： 

ちょうど良かった, もう少し早い時間帯が良かった。 

■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/： 

ちょうどよい。 

 

 

■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

Pre-program Essay という 2ページのエッセイを書いた。また、顔写真を当局に送った。 

■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo： 

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html
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インドネシア語初級の授業を、Sセメスターで取っていた。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

0 円/JPY 

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0 円/JPY 

 本プログラム参加にあたりオンライ

ン環境整備に要した費用（Wi-Fi

等）/ 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

■プログラム参加のための奨学金の受給有無/Scholarships to participate： 

受給しなかった。 

■奨学金の支給機関・団体名等/Name of the source of the scholarships： 

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

大学生活最初の夏休みに、短期留学プログラムに参加できたこと自体が非常に大きな達成感となった。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

まだ学部 1年生であり、まだキャリアについて多くは考えていない。 

■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)： 

研究職 

■今後参加を考えている学生へのメッセージ、アドバイス/Any messages or advice for future participants： 

応募を迷うくらいなら応募してしまいましょう。貴重な経験ができると思います。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad 

プログラムを振り返って/Reflection 
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特になし。 
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用） 

The University of Tokyo Study Abroad/Student Exchange Program Report Form (for programs from a week to 3 months) 

記入日/Date： 9/9/2021 

■ID：D21021  

■参加プログラム/Program： グローバルキャンパス推進本部オンラインサマープログラム  

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html 

■派遣先大学/Host university： インドネシア大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYY）： 8/23/2021 ～ 9/4/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 農学生命科学研究科生産・環境生物学

専攻 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 修士 2年 

 

■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate： 

学会などもなく参加しやすかったから。 

■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?： 

2年前にインドネシアに行って以来インドネシア語をしっかり学びたいと思ったため。募集の知らせをUTAS

で見てすぐ申し込んだ。2週間という期間の長さに不安はあった。 

 

 

■概要/Overview： 

授業が interactive で、生徒が質問に答える場面が多かった。インドネシアの文化について現地の大学生

とディスカッションしたのが印象的だった。 

■プログラム外で行った交流活動をすべて教えてください/Activities you took part in other than this program： 

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program:/ 

今後オンラインで交流予定。 

■週末に課題はありましたか。また、予習や復習をしましたか/ 

あり。予習、復習をした。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/： 

もう少し早い時間帯が良かった。 

■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/： 

長い。 

 

 

■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

東大へ UTAS経由で応募書類、インドネシア大学へ顔写真や pre-essayなど。 

■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo： 

指導教員に相談。 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html
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■語学関係の準備/Language preparation： 

インドネシア語は初歩から習うので予習は必要ないです。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

0 円/JPY 

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0 円/JPY 

 本プログラム参加にあたりオンライ

ン環境整備に要した費用（Wi-Fi

等）/ 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

■プログラム参加のための奨学金の受給有無/Scholarships to participate： 

受給しなかった。 

■奨学金の支給機関・団体名等/Name of the source of the scholarships： 

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

主な動機だった語学学習という点では満足。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

海外で活躍することへのモチベーションが上がった。 

■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)： 

民間企業 

■今後参加を考えている学生へのメッセージ、アドバイス/Any messages or advice for future participants： 

オンラインとはいえ結構疲れます。インドネシア大学のプログラムに限定して言えば、インドネシア語の単

語をある程度覚えてから参加すると理解度は深まると思います。 

費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad 

プログラムを振り返って/Reflection 
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■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

オンラインのインドネシア語辞典（https://njjn.weblio.jp/） 

https://njjn.weblio.jp/
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用） 

The University of Tokyo Study Abroad/Student Exchange Program Report Form (for programs from a week to 3 months) 

記入日/Date： 9/3/2021 

■ID：D21022  

■参加プログラム/Program： グローバルキャンパス推進本部オンラインサマープログラム  

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html 

■派遣先大学/Host university： インドネシア大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYY）： 8/23/2021 ～ 9/4/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 農学生命科学研究科農業・資源経済学 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 博士 3年 

 

■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate： 

インドネシア語を勉強するからである。 

■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?： 

インドネシア語を勉強し、インドネシアの文化を体験したいです。 

 

 

■概要/Overview： 

日ごとに約 5 時間です（2 週間）。予習と復習などが必要と思います。一番印象に残った授業はインドネシ

アのダンスを勉強しました。とても楽しかったでした。 

■プログラム外で行った交流活動をすべて教えてください/Activities you took part in other than this program： 

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換, 参加者同士（東大生含む）と意見交換 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program:/ 

プレゼントの検討。 

■週末に課題はありましたか。また、予習や復習をしましたか/ 

はい。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/： 

ちょうど良かった。 

■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/： 

ちょうどよい。 

 

 

■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

【ID photo（電子データ）】【Law declaration form】 

■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo： 

なし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html
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参加前に、YouTubeでインドネシアの状況およびインドネシア語を理解すること。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

0 円/JPY 

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0 円/JPY 

 本プログラム参加にあたりオンライ

ン環境整備に要した費用（Wi-Fi

等）/ 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

無料（東大が負担）。 

 

■プログラム参加のための奨学金の受給有無/Scholarships to participate： 

受給しなかった。 

■奨学金の支給機関・団体名等/Name of the source of the scholarships： 

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

語学力を伸ばすことです。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

語学力を高めたので、今後のキャリアに対する自信がより一層強くなりました。 

■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)： 

研究職 

■今後参加を考えている学生へのメッセージ、アドバイス/Any messages or advice for future participants： 

いい経験なので、時間があれば、ぜひ参加してください。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad 

プログラムを振り返って/Reflection 
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準備の時に、YouTubeでインドネシア語を自学してください。 
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用） 

The University of Tokyo Study Abroad/Student Exchange Program Report Form (for programs from a week to 3 months) 

記入日/Date： 9/4/2021 

■ID：D21023  

■参加プログラム/Program： グローバルキャンパス推進本部オンラインサマープログラム  

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html 

■派遣先大学/Host university： インドネシア大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYY）： 8/23/2021 ～ 9/4/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 法学部第一類 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 学部 4年 

 

■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate： 

就職活動に蹴りがつき、比較的時間に余裕があったため。 

■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?： 

7 月中旬に決めた。アジアの今後について考えていく上でインドネシアは外すことのできない国であり、理

解を深めるいい機会であると考えた。オンラインであるが故に参加しやすいのも魅力だった。 

 

 

■概要/Overview： 

インドネシア語の授業、インドネシアの歴史文化に関する講義とディスカッション、プレゼン、ダンス体験、

バーチャル旅行があった。講義や授業はインタラクティブになるように工夫がなされており楽しむことがで

きた。特に歴史についての講義が印象的だった。 

■プログラム外で行った交流活動をすべて教えてください/Activities you took part in other than this program： 

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換, 参加者同士（東大生含む）と意見交換 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program:/ 

プレゼンの準備をする上で相談事があったので参加者と LINEで調整をした。 

■週末に課題はありましたか。また、予習や復習をしましたか/ 

語学については時々演習問題を解いて提出した。また、講義については振替りフォームを提出するものが

った。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/： 

ちょうど良かった。 

■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/： 

ちょうどよい。 

 

 

■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

2 ページほどのエッセイを要求された。インドネシアの大まかな歴史や、大学のことについて調べながら書

いた。 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html
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■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo： 

特にしなかった。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

特段プログラムのために何かやったわけではないが、普段から海外ドラマを見るなど英語に触れる時間を

増やせるように心がけてはいる。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

0 円/JPY 

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0 円/JPY 

 本プログラム参加にあたりオンライ

ン環境整備に要した費用（Wi-Fi

等）/ 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

■プログラム参加のための奨学金の受給有無/Scholarships to participate： 

受給しなかった。 

■奨学金の支給機関・団体名等/Name of the source of the scholarships： 

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

国家の意義やアイデンティティなど、普段日本で暮らしている時にはあまり意識しない点を学習の中で議

論もしながら考えることができたことが自分にとってとても意義深いことだったと考えられる。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

将来キャリアのどこかのタイミングでインドネシアに関わって今回の経験を生かすことができれば喜ばしい

と思う。 

費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad 

プログラムを振り返って/Reflection 
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■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)： 

公的機関 

■今後参加を考えている学生へのメッセージ、アドバイス/Any messages or advice for future participants： 

オンラインでも自分次第で十分充実した国際交流ができるので、少しでも国際経験に興味があるのであれ

ばとりあえず挑戦することを勧めます。語学に自信がなくても、丁寧に言いたいことを汲み取ってくれる人

ばかりなので、その点は安心してください。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

「インドネシアの歴史」 
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用） 

The University of Tokyo Study Abroad/Student Exchange Program Report Form (for programs from a week to 3 months) 

記入日/Date： 9/7/2021 

■ID：D21024  

■参加プログラム/Program： グローバルキャンパス推進本部オンラインサマープログラム  

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html 

■派遣先大学/Host university： インドネシア大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYY）： 8/23/2021 ～ 9/4/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 農学部環境資源科学課程国際開発農学

専修 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 学部 4年 

 

■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate： 

夏休み中で授業もなく、まとまった時間が取れたため。 

■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?： 

友人が参加したことがあり、話を聞いて参加してみたいと思った。説明会に出て参加すると決めた。オンラ

インで無償なこともあり特に迷いはなかった。 

 

 

■概要/Overview： 

午前中はインドネシア語の授業、午後はインドネシア文化（歴史、ダンス、食など）の授業を受けた。土曜

日は観光の代わりに観光地のバーチャルツアーや食に関する授業を受けた。予習・復習は特に行わなか

った。数回宿題が出たが数分で終わる簡単なものだった。パソコンの前で踊るダンスの授業は初めての経

験だったため印象に残っている。 

■プログラム外で行った交流活動をすべて教えてください/Activities you took part in other than this program： 

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program:/ 

LINEグループを作り、今度みんなでインドネシア料理を食べに行く予定だ。 

■週末に課題はありましたか。また、予習や復習をしましたか/ 

数回あったがいずれも数分で終わる簡単なものだった。予習や復習は特に行っていない。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/： 

ちょうど良かった。 

■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/： 

ちょうどよい。 

 

 

■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

インドネシア大学にエッセイを提出した。英語でインドネシア大学とインドネシア全般に関して知っているこ

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html
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とを書き、メールで送った。 

■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo： 

特に手続きはなかった。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

特に準備はしなかった。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

0 円/JPY 

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0 円/JPY 

 本プログラム参加にあたりオンライ

ン環境整備に要した費用（Wi-Fi

等）/ 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

■プログラム参加のための奨学金の受給有無/Scholarships to participate： 

受給しなかった。 

■奨学金の支給機関・団体名等/Name of the source of the scholarships： 

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

語学と文化について程よいバランスで学べ、現地学生と交流もできた点で従来の留学に近しいものを味わ

えて満足している。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

特になし。 

■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)： 

費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad 

プログラムを振り返って/Reflection 
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民間企業 

■今後参加を考えている学生へのメッセージ、アドバイス/Any messages or advice for future participants： 

オンラインでありながらも非常に多くを得られるプログラムであり、自身の成長にも繋がる良い経験でし

た。時間があり海外に少しでも関心がある方は是非参加してみてください！ 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

特になし。 
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用） 

The University of Tokyo Study Abroad/Student Exchange Program Report Form (for programs from a week to 3 months) 

記入日/Date： 9/17/2021 

■ID：D21025  

■参加プログラム/Program： グローバルキャンパス推進本部オンラインサマープログラム  

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html 

■派遣先大学/Host university： インドネシア大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYY）： 8/23/2021 ～ 9/4/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 新領域創成科学研究科社会文化環境 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 修士 2年 

 

■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate： 

研究や課外活動等の大きな予定がない時期だったため。 

■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?： 

Go Global Websiteを定期的に見ていて、募集が始まってすぐ参加を決めました。以前からどれかのサマ

ープログラムには参加したいと思っていたため、特には迷いませんでした。 

 

 

■概要/Overview： 

インドネシア語の授業と、インドネシアの文化に関する講義とディスカッション、最終日のプレゼンテーショ

ンが主でした。インドネシア語の授業では、あいさつや簡単な文法を学びました。先生 1 人：学生 10 人の

スタイルで、積極的に発言が求められました。宿題が出る日もありました。講義とディスカッションでは、イ

ンドネシアの文化、音楽など各日決まったトピックについて講義を聞き、それに関してディスカッションをし

ました。ダンスの体験、インドネシア大学の学生との交流もありました。レポートが出る日もありました。 

最終日のプレゼンテーションでは、学生が 3 グループに分かれてトピックを選び、インドネシア大学の関係

者に向けてプレゼンテーションをしました。 

■プログラム外で行った交流活動をすべて教えてください/Activities you took part in other than this program： 

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program:/ 

連絡先（LINE）を交換しました。 

■週末に課題はありましたか。また、予習や復習をしましたか/ 

量はさほど多くありませんが、課題はありました。予習はしませんでしたが、インドネシア語の復習はする

ようにしていました。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/： 

ちょうど良かった。 

■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/： 

ちょうどよい。 

 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html
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■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

UTAS を通じて手続きを行い、その後は受入大学からのメールに従いました。Go Global Websiteから情

報を得て準備をしました。 

■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo： 

修士論文提出後で、修了単位は取得済みであったため、特に手続きは行っていません。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

英語レベルは東大生の平均程度、インドネシア語は初学者でした。参加前は時々英語を聞いたり話したり

している程度でプログラムのための準備はしませんでした。英語でディスカッションをする機会が何度もあ

るので、スピーキングの練習をもっとしておけばよかったと感じました。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

0 円/JPY 

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0 円/JPY 

 本プログラム参加にあたりオンライ

ン環境整備に要した費用（Wi-Fi

等）/ 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

■プログラム参加のための奨学金の受給有無/Scholarships to participate： 

受給しなかった。 

■奨学金の支給機関・団体名等/Name of the source of the scholarships： 

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

英語で自分の考えを伝える機会があったこと、英語でも日本語でもない言語を集中的に勉強できたことは

費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad 

プログラムを振り返って/Reflection 
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自分にとって良い経験になったと思います。インドネシア大学の学生や、他の東京大学の学生からも刺激

を受けました。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

海外で働くことへの興味が強くなりました。 

■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)： 

民間企業 

■今後参加を考えている学生へのメッセージ、アドバイス/Any messages or advice for future participants： 

基本的に時間さえあれば参加できますし、語学のハードルは低いですが英語を使う良い機会になるので、

迷っているなら積極的に参加してほしいです。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Go Global Website 
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用） 

The University of Tokyo Study Abroad/Student Exchange Program Report Form (for programs from a week to 3 months) 

記入日/Date： 9/17/2021 

■ID：D21027  

■参加プログラム/Program： The University of Tokyo Short-Term Online Summer Programs 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html 

■派遣先大学/Host university： Universitas Indonesia 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYY）： 8/23/2021 ～ 9/4/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo：  College of Arts and Sciences, Natural 

Sciences II (PEAK) 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 1st year 

 

■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate： 

As it was summer break. 

■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?： 

I have high interest learning about culture of various countries and have heard there are many 

similarities between Indian (which is my nationality) and Indonesian culture. I wanted to intract with 

a lot of people both Japanese co-participants and Indonesian people. 

 

 

■概要/Overview： 

The program was great. We learnt a lot about Indonesia and Indonesian language. The lessons were 

quite easy to grasp. I was particularly attracted to the lecture on Indonesian cuisine and diversity in 

movies. All the professors and mentors were easy to communicate. Indonesian language may need 

considerable amount of preparation to be on track. This program left a deep impression on me about 

Indonesia and it's culture. 

■プログラム外で行った交流活動をすべて教えてください/Activities you took part in other than this program： 

Exchange contact information with other participants (incl. participants from UTokyo) 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program:/ 

Although an official LINE group was set by UI, we (participants) created another LINE group to get 

to know each other better. 

■週末に課題はありましたか。また、予習や復習をしましたか/ Did you have assignments during your weekends? 

I didn't face any significant issue. I guess it's better to prepare and review Indonesian language 

classes. 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/：How did you think about the program time 

slot (time-zone difference) 

Proper 

■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/：How was the length of the program? 

プログラムについて/About the program you participated in 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html


2 

OK 

 

 

■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

I applied for the program through UTAS following the guidelines provided. The application included 

basic information like name, contacts etc., questions related to our English proficiency, fees, 

scholarship, and 4 short essay type questions about our reason, motive and extra curricular activities. 

■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo： 

I didn't perform any other procedure than applying through UTAS. 

■語学関係の準備/Language preparation： 

I am international student and quite fine with communicating in English. But I believe language 

shouldn't not be a barrier not to apply for this program. 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

0 円/JPY 

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0 円/JPY 

 本プログラム参加にあたりオンライ

ン環境整備に要した費用（Wi-Fi

等）/ 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

■プログラム参加のための奨学金の受給有無/Scholarships to participate： 

No, I did not receive any. 

■奨学金の支給機関・団体名等/Name of the source of the scholarships： 

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad 

プログラムを振り返って/Reflection 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 
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■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

I was satisfied with this program. It didn't just feed my brain but helped to develop myself from various 

aspects. 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

I am interested in working on an international scale in the future and participating in an international 

program widened my global perspectives. 

■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)： 

Civil Service, NPO 

■今後参加を考えている学生へのメッセージ、アドバイス/Any messages or advice for future participants： 

I would say, this would be a great opportunity for anyone with interest. High level of English 

proficiency is not a requisite and if could also be a program to improve one's language ability. With 

commitment and engagement this could be a experience to broaden one's spectrum. 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Nothing in particular 
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用） 

The University of Tokyo Study Abroad/Student Exchange Program Report Form (for programs from a week to 3 months) 

記入日/Date： 9/3/2021 

■ID：D21028  

■参加プログラム/Program： グローバルキャンパス推進本部オンラインサマープログラム  

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html 

■派遣先大学/Host university： インドネシア大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYY）： 8/23/2021 ～ 9/4/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 教養学部(前期課程)文科二類 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 学部 2年 

 

■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate： 

夏休みは予定が空いており、せっかくなら何かに継続して取り組もうと考えたため。 

■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?： 

参加を決めた時期は 6 月辺りにあったオンラインサマープログラムの説明会で、大学の仲介で協定校が

ある国の言語や文化を集中的に学べる機会があると知ったことで、せっかく夏季休暇期間に特筆すべき

予定がないのならば、挑戦してみようと考えて参加を決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

授業は午前中にインドネシア語の授業があり、午後にインドネシアの多様性についての講義があった。プ

ログラムの後半には、プレゼンテーションがあり、自分たちが学んできたことを元に、インドネシアと関連し

て文化の多様性や多文化主義などについてグループごとに分かれて発表を行った。 

■プログラム外で行った交流活動をすべて教えてください/Activities you took part in other than this program： 

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換, 参加者同士（東大生含む）と意見交換, 参加者同士（東大生含

む）と予習や復習 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program:/ 

プレゼンテーションの為に、LINEでプログラム外でファイルを共有するなどした。 

■週末に課題はありましたか。また、予習や復習をしましたか/ 

講義について考察するエッセイ課題は 1 週間ごとにあり、更に語学の授業で解ききれなかった問題をその

日中の課題とする場合があった。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/： 

ちょうど良かった。 

■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/： 

短い。 

 

 

■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html
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学生証の写真、成績表、そして Pre-program essayなどを提出した。 

■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo： 

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

語学レベルは TOEFLが 88点あった。これは留学や GLPプログラムの為にとったものである。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

0 円/JPY 

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0 円/JPY 

 本プログラム参加にあたりオンライ

ン環境整備に要した費用（Wi-Fi

等）/ 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

■プログラム参加のための奨学金の受給有無/Scholarships to participate： 

受給しなかった。 

■奨学金の支給機関・団体名等/Name of the source of the scholarships： 

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

このプログラムを通じて自身の英語の運用力を試し、一定の手ごたえを得られた。その一方でまだ自身の

言わんとすることを完全に伝えられていないとも感じ、自身の英語力を如何にして更に向上させるかという

目標がまずできた。更に、このプログラムを通じて普段のオンライン授業以上に少人数でペアワークやプ

レゼンテーションの共同準備を行ったことで、自分の伝えたいことをどう効果的に伝えるか、如何にして相

手と合意に至るか、どうすれば双方にとって望ましい結果を得られるかなどを学ぶことが出来た。これは今

後、社会に出てからも役立つであろう。 

費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad 

プログラムを振り返って/Reflection 
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■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

何よりインドネシア、ひいては東南アジアという地域全体への興味が湧き、海外をフィールドとして外務省

の専門職員、もしくは東南アジアに関する研究者になりたいといったビジョンが芽生えた。 

■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)： 

公的機関 

■今後参加を考えている学生へのメッセージ、アドバイス/Any messages or advice for future participants： 

時間が豊富にあり、何にでも積極的に挑戦できる時期は大学生の今をおいて他にないと思います。まず

は挑戦してみましょう。プログラムに参加すれば、様々な視点や発見が得られ、それは将来のキャリア、自

分の興味関心を改めて考えるための機会が得られるはずです。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

英語でのメールの送り方、住所の書き方、英語でのエッセイの望ましい構成などについてのウェブサイト 
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用） 

The University of Tokyo Study Abroad/Student Exchange Program Report Form (for programs from a week to 3 months) 

記入日/Date： 10/4/2021 

■ID：D21030  

■参加プログラム/Program： グローバルキャンパス推進本部オンラインサマープログラム  

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html 

■派遣先大学/Host university： インドネシア大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYY）： 8/23/2021 ～ 9/4/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 教養学部(前期課程)理科二類 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 学部 2年 

 

■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate： 

夏休みで時間が取れたから。 

■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?： 

海外経験の機会を探していて、費用がかからない点が決め手になり決断をした。 

 

 

■概要/Overview： 

インドネシア語を実践的に使用しながら学び、実際にインドネシア大学の学生と話す機会があった。 

予習復習は多く時間を取られることはなかった。インドネシアの文化のレクチャーを受けそれを踏まえたデ

ィスカッションを行った。 

■プログラム外で行った交流活動をすべて教えてください/Activities you took part in other than this program： 

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program:/ 

LINEの連絡先を交換し、食事会を行った。 

■週末に課題はありましたか。また、予習や復習をしましたか/ 

課題がある日とない日があった。インドネシア語の授業の前に前回の授業の復習をした。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/： 

ちょうど良かった。 

■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/： 

ちょうどよい。 

 

 

■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

成績証明書を大学に取りに行く必要があります。 

■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo： 

なし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUIsummer.html
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とくになし。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

0 円/JPY 

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0 円/JPY 

 本プログラム参加にあたりオンライ

ン環境整備に要した費用（Wi-Fi

等）/ 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

■プログラム参加のための奨学金の受給有無/Scholarships to participate： 

受給しなかった。 

■奨学金の支給機関・団体名等/Name of the source of the scholarships： 

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

他国の文化をしりそれについて英語でディスカッションをするということが自国の理解や自分自身の考え方

が深まったことに意義がある。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

海外で仕事をすることへのハードルが下がった。 

■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)： 

 

■今後参加を考えている学生へのメッセージ、アドバイス/Any messages or advice for future participants： 

つたない英語でも頑張って喋ることが大事です。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad 

プログラムを振り返って/Reflection 
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while preparing for or during program： 

とくになし。 

 


