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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： 9/15/2021 

■ID：D21046  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 学際情報学府学際情報学専攻 

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

インターンが重なっていなかったということと、実施が夏休みでもあったためかねてからやってみたいと考

えていた留学（今年はオンラインでしたが）をしてみようと思ったからです。 

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

参加を決めた動機としては、大学院入学後にどこか留学に行きたいと考えていたため。参加すると決めた

時期は、全学メールで留学について知り、タイに行ったことがなかったため、決めました。タイ語は初学者

だったので不安でしたが、丁寧に教えてもらうことができ、安心しました。ありがとうございました。 

 

 

■概要/Overview： 

授業はタイ語と最終発表準備（プレゼンのためのディスカッション）以外はほとんど英語の講義形式の授業

でした。予習復習はタイ語はした方が良いと感じました。タイ語の授業では発音をしたり、指名されたりしま

した。習ったものをその場で聞かれることが多く、難易度はそこまで高くないように感じました。印象に残っ

ているのは、現地の学生と話すことができたディスカッションの時間です。現地のことを実際に気軽に聞く

ことができてよかったです。 

■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:/ 

最終プレゼンの進行状況を報告しあっていました。 

■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/ 

課題は特にありませんでしたが、タイ語の予習と復習は行っていました。 

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

なかったです。 

■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： 

ありません。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

殆どの授業は英語でしたので、タイの留学といってもオンラインであれば事前にタイ語ができてないとつい

ていけないということはありませんでした。タイの学生たちもディスカッションの際は全て英語を使用してく

れます。タイ語は基礎から教えて頂いたので、タイ語初学者でも安心して受講できると思います。 

 

 

■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： 

ありません。 

 

■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： 

オンラインではあるものの、在学中にタイに留学するということを経験でき、またタイ語や文化、食について

知ることができ、とても勉強になりました。さらに、現地の大学生と交流、連絡先を交換することができ、と

てもよい経験になりました。他の学生と協力して、プレゼンテーションを作ったり、英語で発表して、フィード

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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バックを頂けることも良い経験となりました。夏休みの 2 週間を用いて、新しいことに挑戦してよかったと感

じています。 

■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： 

就職等のキャリアには影響は特にありませんが、参加したことによってもっと海外の学生と話せることがで

きるように英語を勉強したいと感じました。 

■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： 

オンラインで留学は意味があるのかであったり、語学等の不安はあると思いますが、一歩を踏み出して、

是非参加してみてもらうと良い経験となると思います。様々な知見や人と触れ合うことで、よりその国を知

りたいと思えたり、勉強しなければと感じると思います。特に語学の必要性、コミュニケーションの大切さを

改めて感じると思います、応援してます！ 

■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： 

ありません。 
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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： 9/13/2021 

■ID：D21047  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■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)理科一類 

■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： 

夏休みを有意義に過ごすため。 

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

タイに興味を持ち、入学前からチュラロンコン大へ留学したいと考えていて、その前準備となればと思い入

学段階から参加しようと考えていた。 

 

 

■概要/Overview： 

チュラロンコン大の様々な教員がたがタイ文化に関わる様々な講義を展開なさった。特にタイ語には力が

入っており、よく身についた。 

■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:/ 

グループワーク 

■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/ 

なかった。 

■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： 

LINEグループへの加入。 

■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： 

何もなし。 

■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-onlineCU.html
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■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： 

タイ文化に対する理解が深まり、もっとタイについて知りたいと感じた。 

■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： 

あまりまだ定まらないが、もっと東南アジア圏において自分が何を為せるかに関心を持つようになった。 

■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： 

あまり負担にならないので気軽に参加を考えてほしい。 

■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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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： 9/6/2021 

■ID：D21048  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等 /Faculty/Graduate School at UTokyo： 総合文化研究科超域文化科学専攻   

博士課程 

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

夏季休暇を有効活用するため。 

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

タイの文化に親しみたいと思っていたときにサマープログラムの案内のメールを受け取り参加を決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

タイのチュラロンコン大学によるタイ語とタイ文化に関する講義を中心とする。グループ活動が重要視され

ており、各自の関心に則して最終授業にてプレゼンテーションを行った。 

■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, 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:/ 

グループ分けで親しくなったタイの学生と現在も近況報告や情報交換など連絡を続けている。 

■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/ 

タイ語のフレーズなどを自主的に復習した。個人的に授業時間外にもグループワークの課題を行った。 

■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/： 

日本時間の 10時開始はタイでは 8時であり、タイ側の講師や学生にとって負担があったと思う。 

■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： 

選考に際して志望動機等の提出がある。プログラムに期待することや個人的な目標を詳述すればよい。 

■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。 

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-onlineCU.html
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■語学関係の準備/Language preparation： 

特になし。 

 

 

■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  

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0  

 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  

■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： 

タイの学生との積極的な交流が意義深かった。 

■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： 

タイでのインターンシップを実現させたい。 

■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： 

海外の学生との交流を通して、日本人がいかに自分の意見を英語で伝えるのが下手か痛感した上で、成

長の機会としてほしい。 

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： 

論文検索サイトなど。 
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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： 8/31/2021 

■ID：D21049  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等 /Faculty/Graduate School at UTokyo： 総合文化研究科国際社会科学専攻   

博士課程 

■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： 

夏季休暇中で、時間的余裕が比較的あったので。 

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

参加を決めた動機：自分の研究テーマの文献で、タイを扱っていたものがあり、タイの文化・社会につい

て、もっと知識が欲しかったし、もしこの先、フィールドワークするとして、少しでもタイ語を学んでおきたかっ

たため。 

 

 

■概要/Overview： 

タイの文化・社会に言語、歴史、宗教、寺院、食べ物、サブカルチャーなど様々な局面からアプローチで

き、多くを学び得ることができました。 

■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）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:/ 

LINEでコミュニケーションを取り合った。 

■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/ 

タイ語の復習をした。プレゼンテーションの準備をした。 

■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： 

事前説明会（オリエンテーション）オンライン開催への参加 

■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： 

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-onlineCU.html
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なし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

語学レベル（英語）IELTS 7.0 

 

 

■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  

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0  

 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  

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

費用：無料（プログラム料金は東京大学が負担する）との記載がありました。 

 

■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： 

タイのことが以前よりもっと身近に、そして一層大切に思えるようになりました。 

■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： 

これからも、タイのことを学び続け、タイの方々と交流していきたいです。そして、近い将来、実際にタイに

行って今回学んだことを含め、五感で感じてみたいです。 

■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： 

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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共に学ぶ東大生たちも、皆さん熱心でたいへん刺激を受けました。他の学部・研究科からの学生さんたち

と交流する機会も普段なかなか無いことなので、得がたい経験でした。 

■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： 

多岐にわたって役立ちました。Wikipediaなどでも。 
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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： 8/27/2021 

■ID：D21050  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 法学部第二類 

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

特に他の時期の参加を検討したわけではないが、2019 年度の夏・冬、2020 年度の夏・冬は他にしたいこ

とがあったり、コロナのために中止になったりして参加しなかった。チュラロンコン大学と上海交通大学のプ

ログラムに魅力を感じたため応募した。 

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

友人の影響でタイ語に興味を持っていたところ、go global gatewayの通知を見て、無料で本プログラムを

受講できると知り、せっかくコロナで時間がある夏休みなので参加してみようと思った。おそらく申請締め切

りの 5日くらい前に決めた。参加をかなり迷って決心したというよりは好奇心に応じて参加した。 

 

 

■概要/Overview： 

重い課題が課されることはなく、楽しんで受講することができた。最終日のプレゼンテーションに向けては、

タイについて主に英語、稀にタイ語で調べる必要があったため時間をかけて取り組んだ。 

タイ語の授業が印象深い。先生の話し方がとてもやさしく、指名して理解を確認しながら進んでくださるの

で授業中だけで習ったタイ語は結構身に付けることができると思う。また、タイ文字やタイダンスの講義を

スケジュールを変更して取り入れてくださり、柔軟すぎて驚くと同時にタイ文字を学びたかったので学べて

嬉しかった。 

■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:/ 

チュラの学生の SNS（instagram）をフォローした。 

タイ文字などについて個人的に LINEで先生に質問し答えてもらった。 

プレゼンに向けてグーグルの諸ツールを用いてリサーチをし、疑問点を LINEグループで質問し答えてもら

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/ 

タイ語で好きな数字を表現する、タイの好きなところ・嫌いなところ・タイを象徴すると思う物を考えてくる、と

いう程度の課題はあった。 

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-onlineCU.html
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タイ語については本部国際交流課職員が事前に配布してくださった資料で予習をし、そのほかの授業につ

いても授業後にノートを見直し面白かったことを振り返ることで復習をした。 

■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/： 

ちょうどよい。 

 

 

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

UTAS上で、志望理由や成績、英語の資格などを記して提出した。 

上海交通大学のプログラム選択を間違えて理解していたが申請をし直すよう差し戻していただいたので修

正することができた。 

■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： 

なし 

■語学関係の準備/Language preparation： 

英語は IELTS6.5 を取得しているが、日ごろ英語で話す機会を作っておらず語彙も低下していたと思う。タ

イ語は友達に少し習ったことがあり、興味を持っている程度だった。 

タイアクセントがあったり英語の途中にタイ語が入ったりする先生がいらっしゃって分かりにくい所もあった

が慣れると思う。 

 

 

■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  

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0  

 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  

■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： 

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

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



3 

 

■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： 

 主な参加動機だったタイ語を学ぶという点においては、話す、聞く機会が多くあって非常に基本的な文法

と語彙を身に付けることができた。タイ料理の中身や声調がある程度わかるようになったことは満足してい

る。文字に関してはもう少し学べるとよかったと思う。 

 また、優秀な他の学生たちと交流できた意義は大きかったと思う。自分の考えを英語でスムーズに伝え

る方やプレゼンの題材を設定し発表するのがうまい方が多くてすごいと思った。自分の到達度を認めて、

努力しようと思う。 

■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： 

特に思い当たらない。 

■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： 

費用の面で参加のハードルはとても低く、個人的には様々な点で新しい学びを得ることができました。オン

ラインであってもとても意義のある時間を過ごすこと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： 

特になし 

プログラムを振り返って/Reflection 



1 

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： 8/28/2021 

■ID：D21051  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■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： 

大学生になって初めの大きな休みの期間で、時間があったから。 

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

大学入学前から一年生の夏にサマープログラムのいずれかには参加しようと思っていました。 

 

 

■概要/Overview： 

タイ語の授業がプログラム前半の 1 週間に多くあり、新たな言語に触れることができ非常に面白かったで

す。基本的には会話の練習で、文字は軽く触れただけでした。全くタイ語を知らない状態でしたが授業につ

いていくことができましたし、かつほとんどの参加者の方が学習経験もなかったようです。授業はほぼ全て

英語で行われ、2 回ほど自分の意見を次回までに考えてくる、という宿題がありましたが、授業時間外でこ

なす必要がある課題は特にありませんでした。 

■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:/ 

特にグループワークの班で LINE のグループを作り、時間外にタイの若者の様子を聞いたり、趣味の話を

したりもしました。 

■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/ 

大きな課題はありませんでしたが、グループプレゼンテーションのための準備は時間外に行いました。タイ

語の授業の復習はしました。予習は行いませんでした。 

■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： 

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-onlineCU.html
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プログラムへの応募には UTAS から必要事項を記入しました。志望動機など分量が多かったのですが、

特に学部の一年生は成績での評価がないため、プログラムへの参加の審査でこの志望動機をしっかりと

書く必要があります。 

■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： 

ありませんでした。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

タイ語の会話の本を少し読みました。しかし、基本的な挨拶しか知らない状態でした。 

 

 

■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  

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0  

 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  

■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： 

タイに関する知識だけではなく、若者世代の意見を聞くことができたことが非常に有意義だった。 

■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： 

海外で勉強することへのイメージが沸いたと思います。 

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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■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： 

タイのことについて知るだけでなく、大きくアジアを考えることにも役に立つと思います。また、タイの学生の

方の能力の高さを知ることで自分のモチベーションにもつながるので非常に有意義だと思います。 

■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： 

タイ観光庁ウェブサイト 
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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： 8/27/2021 

■ID：D21052  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■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 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： 

ちょうど夏休みで日時の予定が空いていたから。 

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

メールを通じて参加を決めた。タイの文化に興味があり参加しようと思った。 

 

 

■概要/Overview： 

タイ語の授業、文化の授業、グループワーク、プレゼンテーション。 

■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:/ 

チュラロンコン大学の学生と LINEを通じて文化交流をした。 

■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/ 

あった。特にしていない。 

■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： 

志望理由など。自分の思っていることをそのまま書いた。 

■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： 

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

特になし。 

 

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-onlineCU.html
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■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  

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0  

 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  

■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： 

いろいろな体験ができ、また文化を学べてよかった。 

■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： 

なし。 

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

特に決まっていない。 

■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： 

頑張ってください。 

■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。 

プログラムを振り返って/Reflection 
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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： 9/14/2021 

■ID：D21053  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 医学系研究科内科学専攻 

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

夏季休暇中であったため。 

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

タイのマヒドン大学主催の短期コースに参加していたことがあり、タイに興味をもっていたため、タイの大学

の募集があることを知ってすぐに応募を決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

タイ文化、タイ料理、タイダンスなど多岐にわたっており、飽きないように工夫されていてよかった。 

■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:/ 

相互の SNS フォロー等 

■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/ 

グループ課題があった。グループ発表のスライド準備を行った。 

■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： 

卒業大学の生成期証明書を提出。その他、志望動機等を UTASで入力。 

■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-onlineCU.html
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TOIEC 720程度。語学に関する事前準備等はなし。 

 

 

■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  

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0  

 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  

■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： 

タイへの興味が深まり、海外で勉強したり働いたりすることに関する興味が高まった。 

■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： 

海外で働いてみたい気持ちが高くなった。 

■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： 

オンラインプログラムは参加しやすく、渡航を伴う留学の前段階としてとてもよいと思います。 

■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： 8/27/2021 

■ID：D21054  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 理学系研究科地球惑星科学専攻修士課

程 

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

期末テストが終わった、夏休みであったため。 

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

案内を見たときに、参加したいと思った。 

 

 

■概要/Overview： 

タイ語の授業や、タイの文化や歴史の授業を受講した。グループで発表を行ったため、グループで集まっ

て一緒に勉強した。 

■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, 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:/ 

日常の食事や音楽などの紹介、日常の問題点などの相互理解。 

■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/ 

発表のための資料作りなど。 

■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： 

大学のウェブサイトに書いてある提出書類を用意した。 

■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： 

先生に相談した。 

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-onlineCU.html
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■語学関係の準備/Language preparation： 

TOEIC等のテストを定期的に受験した。 

 

 

■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  

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0  

 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  

■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： 

まるでタイにいるような臨場感と、楽しい授業にとても満足できた。 

■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： 

外国の人とも協力して一緒に仕事をすることができそうな自信が少しできた。 

■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： 

とても楽しく有意義なので参加してみてほしい。 

■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 

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： 

タイ 地球の歩き方 
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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： 8/30/2021 

■ID：D21055  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■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 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： 

長期休みで大学の授業外のことに挑戦したかったから。 

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

留学経験をしてみたかった、部活に所属しており、どうしても部活を休まなければならなくて少し迷った。 

 

 

■概要/Overview： 

タイ語の文字やタイのダンスを習った。 

■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： 

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:/ 

オンライン開催で特に接する機会も理由もなかった。 

■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/ 

最終日にグループプレゼン。 

■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： 

誓約書のみ。 

■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： 

特になし。 

 

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-onlineCU.html
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■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  

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0  

 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  

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

特になし。 

 

■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： 

もう少しラフにコミュニケーションをとる時間を設けてほしかった。 

■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： 

わからない。 

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

まだわからない。 

■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： 

留学に興味があって、そのデモンストレーション的なものと思って、参加するのもいいと思いますが、オンラ

インは別物だと割りきっておく必要はあります。 

■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： 

なし。 

プログラムを振り返って/Reflection 
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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：D21056  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 工学系研究科機械工学専攻博士後期課

程 

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

この時期時間がありますから。 

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

私はいつもタイに興味があります。そして、外国語を習うのが趣味の一つです。だから、このプログラムの

時間帯に時間があるのを確認した後、参加を決めました。 

 

 

■概要/Overview： 

タイの文化についていろいろ教えられました。主な内容はタイ語、タイの歴史、タイの伝統文化、タイの仏

教、タイと日本の関係など、いろいろ含まれていました。一番面白いのは、やはりタイ語だと思います。タイ

の文字がおたまじゃくしのように見えて、とてもかわいいです。そして、タイの伝統文化も面白いと思いま

す。伝統がいろいろ保存されています。コロナの後ぜひ行ってみたい、そして、タイの文化を肌で感じたい

んです。 

■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:/ 

LINEで問題について交流して、タイ語の勉強の資料をシェアしました。 

■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/ 

タイ語をよく復習しました。 

■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/： 

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-onlineCU.html
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特別な手続きがなかったです。申請表（UTAS や募集要項）に記載されている情報によって資料を提出す

ればいいと思います。 

■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： 

ないと思います。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

このプログラムは英語で行われるので、英語をよく習得した方がいいと思います。TOFELまたは IELTSを

受験するのがおすすめです。 

 

 

■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  

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0  

 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  

■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： 

タイの各方面がよく勉強になりました、特にタイ語とタイの伝統文化。これからも、タイ語を勉強続けます。

コロナの後、ぜひタイに行きたい。 

■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： 

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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特別な影響はないと思います。 

■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： 

タイに興味があれば、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： 

特別なウェブサイトや出版物がないです。Googleは十分だと思います。 
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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：D21057  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■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)文科一類 

■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： 

大学の授業が休みになるタイミングで何か新しいことに挑戦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?： 

外国語学習に興味があったこと、新しいことに挑戦したかったことなどから参加を決めました。 

 

 

■概要/Overview： 

タイの言語・文化・社会・歴史などについて幅広い授業が行われ、タイという国について多角的に学ぶこと

ができました。東京大学の生徒側から積極的に発言したり質問したりする機会があり、タイの学生と交流

する時間も十分にありました。タイ語の授業で少し復習があったほか、最終日の授業に向けて班でプレゼ

ンの準備をするという課題がありました。 

■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:/ 

最終日のプレゼン準備のために班で LINEグループを作って、資料やスライドを共有しました。意見交換な

どは Group Talkの時間に行いました。 

■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/ 

課題はプレゼン準備と Thai Talkにおける簡単な復習など。 

■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： 

英語試験の成績証明書（任意提出、今回は TOEICのスコアを提出）、誓約書のみ。今回は英語試験の証

明書は任意提出でしたが、自宅に結果が届くのがプログラム申し込み期限ギリギリだったので余裕を持っ

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-onlineCU.html
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て受けておけば良かったと思いました。 

■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： 

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

普段通り英語の動画を視聴するなどの学習を続けました。 

 

 

■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  

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0  

 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  

■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： 

タイの文化や価値観に触れ、また他の参加者の意見を聞くことを通して視野が広がったと感じます。 

■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： 

留学なり勤務なり何らかの形で諸外国を訪ねて知見を深める機会を得たいと思いました。 

■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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■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： 

オフラインで実際に渡航するとなるとかなりの準備と費用が必要になり思い悩むことが多いですが、オンラ

インのプログラムであれば気軽に挑戦することができます。少しでも興味があるのなら挑戦してみる価値

は大いにあると思います。 

■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： 

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： 8/27/2021 

■ID：D21058  

■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-onlineCU.htmll 

■派遣先大学/Host university（MM/DD/YYYY）： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 法学政治学研究科総合法政専攻 

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

研究等本格化する前に、参加してみたかったから。また、集中講義や試験との兼ね合いでこの時期がちょ

うど良かった。 

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

コロナ禍で海外旅行や留学にもいけない状況の中、せっかくのチャンスを無駄にしたくないと考え、参加を

きめた。 

 

 

■概要/Overview： 

タイ語、タイの文化（歴史、食、生活）等を学ぶ授業が行われた。タイには一度も行ったことがなかったので

学びが多かった。 

■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:/ 

最終日のプレゼンテーションの準備のために LINEなどで連絡をとった。 

■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/ 

先生によって、課題はでたが全く負担にはならなかった。予習は時間がなくできなかったが、時間があると

きは復習した。 

■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： 

今回はオンラインでの開催だったため、プログラム志望書等を提出しただけでした。 

■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： 

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-onlineCU.html
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特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

プログラム前に英語を聞くようにした（NHKの英語プログラムなど）。 

 

 

■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  

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0  

 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  

■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： 

2 週間とは思えないくらい、タイについて深く学べたことは満足であった。また授業は英語で行われたため

リスニング力も向上したような気がしている。 

■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： 

キャリアを考える上でも、海外のことを理解することの大切さを学んだ。海外の様子にも目を向けながらキ

ャリアを考えたい。 

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

研究職, 専門職（法曹・医師・会計士等） 

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： 

迷っているのであれば是非応募してみてください。 

■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： 

タイに関する動画など YouTubeでみたりしました。 
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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： 8/31/2021 

■ID：D21059  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university（MM/DD/YYYY）： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 経済学研究科経済学専攻経済学コース 

修士課程 

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

休みのダレをある程度防ぐためにこの時期にしました。 

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

面白い人と出会いたいから参加しました。 

 

 

■概要/Overview： 

授業はタイ語の学習と学術的な授業と二つあります。予習はほぼ必要ありません。その他に、グループ発

表の資料を出すためにグループワークセッションも設けられて、それを利用してスライドやハンドアウトの

作成に議論を積極的に参加した方がいいと思います。印象に残った授業はほぼタイ語の授業で（写真が

いっぱいで、説明も分かりやすく気楽でした）、美味しい食べ物や生徒同士のやりとりが面白かったと思い

ます。 

■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:/ 

主にグループ発表についての議論でした。 

■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/ 

書類で提出する必要のある、まともな課題はありませんでした。予習をしましたが、復習はほとんどしてい

ませんでした。 

■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： 

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-onlineCU.html


2 

事前にタイ語の基礎用語を学びました。挨拶するときに使えると思います。例えば、kobkun kap（ありがと

うございます）、sawadde kap（こんにちは）などを一通り目を通しました。 

■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： 

しませんでした。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

タイ語についてはほぼゼロでしたが、英語で授業が行われ、グループ発表も英語なので、一応 TOEFL レ

ベルの Speaking と Listeningが重要だと思います。 

 

 

■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  

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0  

 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）/ 

4,000 円 

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

自発的に 2,000円のタイ語の本を買いました。 

 

■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： 

タイ語を少し身につけて嬉しい上、友達といい思い出ができて有意義だと思います。 

■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： 

影響はほとんどありません。 

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)： 

研究職, 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： 

オフラインよりメリットが余り目立たないかもしれませんが、金銭的な負担が軽く学びや友達作りでもできる

ので、積極的に応募してください。 

■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： 

タイ語のオンラインビデオです。 
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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：D21060  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■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)文科一類 

■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： 

長期休暇中で考査や授業がなく、まとまった時間が取れたからです。 

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

7 月中旬ごろに決めました。参加するかはオンライン開催でどれほど充実した内容が得られるか、成長で

きるかがわからず、迷いましたが、何も行動しないより挑戦したほうがいい、と感じ参加を決めました。 

 

 

■概要/Overview： 

全てオンラインで、タイ語、タイの文化、歴史、日タイ関係などの授業を受けました。グループワークでは 2

週間を通して興味を持ったものについて、タイの学生に協力してもらいながら、調べて発表しました。タイの

文字について興味があることを伝えると、当初の予定にはありませんでしたが、文字の授業を組んでくださ

り、とても印象に残っています。オンラインとは思えないほど、タイの学生や東大生とも交流ができました。 

■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:/ 

SNSの連絡先を交換しました。 

■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/ 

小さな課題がありました。復習はしました。 

■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： 

UTAS で必要事項、志望動機などを記入し、語学能力の証明書、誓約書などを提出しました。締め切りぎ

りぎりでなく早めに用意するのが良いと思います。 

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-onlineCU.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： 

特にしていません。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

参加前はタイ語に関しては未修でした。タイ語の雰囲気や、文化について触れておこうとタイの映画を見た

り、タイ料理を食べてみたりしました。 

 

 

■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  

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0  

 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  

■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： 

このプログラムに参加したことで、少し自分に自信がつきました。オンラインで、誰もが第 2 言語の英語を

使って意思疎通し、意見をまとめて共同作業することは非常に難しかったですが、試行錯誤を重ね、成し

遂げられたことで、また一つ自分が成長できた気持ちになりました。プログラム参加前は、グループワーク

ではいつも自分の意見ばかり述べてしまい、なかなか他人の意見を聞けず、チームワークを乱してしまっ

ているのではないかとグループワークに苦手意識がありました。今では少し改善できたように感じますし、

これからのグループワークに役立てそうです。 

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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■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： 

特にありません。 

■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： 

オフラインの留学と比べて、オンラインプログラムってどうなのだろう？と疑問に思うかもしれませんが、予

想以上に充実した 2 週間でした。オンラインでも異文化間で意思疎通ができたことにとても達成感が湧き

ます。迷ったら思い切って参加してみるのも良いと思います。 

■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： 

タイ国政府観光庁ウェブサイト https://www.thailandtravel.or.jp 

https://www.thailandtravel.or.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： 9/17/2021 

■ID：D21061  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 経済学部経営学科 

■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： 

授業がなく、休みのために時間があったから。 

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

夏休みに異文化交流をしたいと思い 8月ごろに決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

タイ語の授業や文化を教えてもらいました。タイの食べ物などの文化を教えてもらう授業が面白かったで

す。グループワークではタイの学生と仲良くなれました。 

■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, 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:/ 

タイの学生と連絡先を交換し、風景などの写真を送ってもらいました。タイ語も教えてもらい、今度タイに行

くことがあれば一緒に遊びに行く約束をしました。 

■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/ 

毎日の課題はありませんでした。最終プレゼンに向けての準備は少ししました。 

■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： 

UTAS上で簡単な書類を作成した。TOEICなどの資格情報、志望理由などの記載をした。 

■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： 

特にありません。 

■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-onlineCU.html
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TOEIC765点。事前準備はしませんでした。 

 

 

■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  

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0  

 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  

■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： 

タイの友達ができたところが満足です。しかし、もう少しタイ語を話せるようになりたかったので、タイ語のレ

ッスンの時間が長ければいいなあと思いました。 

■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： 

もっと幅広い視点で物事を捉えたいなと思いました。また、英語を話せないと議論に参加することがまず叶

わないということもあるので、英語をしっかり学びたいと思いました。 

■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： 

異文化交流をしたいけれど、日本での生活に支障をきたしたくない（部活、バイトなどで）人にとって最適な

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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活動だと思います。しっかり準備をして、集中して取り組んだらなお良いと思います。プログラム後も仲良く

できる友達ができると本当に嬉しいので積極的に仲間を作ってもらえたらなと思います。 

■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： 

特にありません。 
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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： 9/10/2021 

■ID：D21062  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■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)未定 

■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： 

9月から体験活動プログラムに参加予定だったため。 

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

交換留学を考えており、渡航できない学部 1 年生のうちからできるだけ海外と繋がっておこうと考え、参加

を決めた。UTAS からのメールでプログラムの存在を知ってすぐに参加を考え始めた。体験活動プログラ

ムも申し込んでおり、両立できるか悩んだが、7月の東京の感染状況から対面で行われる体験活動プログ

ラムの実施の可能性は低いと見込んだ。 

 

 

■概要/Overview： 

予習は基本なく、宿題も好きな数字や色をタイ語で覚えてくる程度の軽いものだった。授業は、言語では学

生が先生にあてられてタイ語に挑戦する双方向のものであり、それ以外は主に講義形式で質疑応答が用

意された形のものが多かった。#Thai History of Diplomatic Relations with Japanで第二次世界大戦中

の出来事についてタイの方がどう感じているか学べたことが印象的だった。特に、日本兵と現地女性の恋

愛物語がタイで制作されていることに驚いた。Thai Royal Grand Palace and Wat Phoではタイの王室の

歴史、人々の王室観などについて学べた。質疑応答でタイの女性事情などについても学べ、大変興味深

かった。 

■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:/ 

LINE を通して同じグループ内のタイの現地学生におすすめの小説を教えてもらったり、タイ文字について

簡単に説明してもらったりした。アニメが好きなタイの学生とはグループは違ったが自ら LINEで話しかけ、

仲良くなった。 

■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/ 

どの授業も予習はなく、言語ではたまに宿題があり、復習が必要なことも多かった。グループワークのプレ

ゼンテーションが近づいてくると授業時間外も資料を作成するなど、作業を行うことがあった。 

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-onlineCU.html
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■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： 

参加動機、自分 PRの文章および、海外滞在歴を含む簡単な経歴の記入を求められた。提出書類は誓約

書及び英語試験のスコアを示す証明書のみであった。1年生だったこともあり、成績は評価対象外だった。 

■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： 

1 年生だったため、履修や単位について考慮することはなかった。ただ、友人の中には集中講義の日程が

重なり参加を見送る人もいた。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

参加前の語学レベルは実用英語技能検定準 1 級で、タイ語に関しては初心者だった。お互いに英語が母

語ではないため、簡単な英会話ができれば十分だと、実際に話してみて感じた。期間中は英語よりもタイ

語の授業の復習に時間をかけて取り組んだ。 

 

 

■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  

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0  

 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  

■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： 

 

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

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



3 

■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： 

現地の先生方から直接タイの文化言語歴史に学べたこと、東京大学の学生のニーズに合わせてスケジュ

ールを途中で変更するなど柔軟に対応してくれたこと、現地学生との交流セッションが用意されており、十

分なコミュニケーションを取れたことなどに満足している。第二次世界大戦、鎖国など歴史的に収用なテー

マについて現地の思いに触れられたこともよい学びとなった。日本人学生とのコミュニケーションをもっと取

りたかったとも感じた。 

■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： 

日本人学部生だけでなく、留学生や修士等多様な参加者がいたのが印象的だった。現地の教授や学生に

加え、東大からの参加者からの意見も興味深く、今後のキャリア形成の参考になった。修士課程や博士課

程に所属する参加者もいたため、修士や博士に進んでも多くの国際交流の機会が用意されていることが

分かった。 

■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： 

オンラインでも自分から積極的に話しかければ友人はできました。相手の文化について、現地で五感を使

って味わえない代わりにより丁寧に教えてくれることも多いです。オンラインだから本来の留学よりも実り

が少ないといったことはありませんでした。自分がどう動くかにゆだねられているかと思います。現地に行く

留学ならば自分からアクションを取らずとも一定の経験ができるため、オンラインでは行先の学生に積極

的に話しかけ、教授に積極的に質問しに行かなければ現地に赴く留学に比べて劣って見えるかもしれま

せん。すべては自分の積極性次第だった。 

■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： 

「タイを知るための 72章（綾部真雄）」「タイの少女カティ（ジェーン・ベヤジバ）」 

プログラムを振り返って/Reflection 



1 

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： 8/29/2021 

■ID：D21063  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■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)理科一類 

■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： 

夏に予定がほとんどなかったため。 

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

留学をしたいと考えており、現状としてオンラインのプログラムが一番堅実であると考え、タイについてあま

り知らないという観点からこのプログラムに参加した。 

 

 

■概要/Overview： 

タイ語やタイの歴史、文化を様々な教授が pdf のテキストや博物館等のウェブサイトのバーチャルツアー

機能を通して行う。 

■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:/ 

オンラインだったということもあってか、参加者との授業時間内の交流自体がとても限られていたため。 

■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/ 

質問について事前に考えておくことや最後の発表に向けての資料作成やスライド作成などの課題はあっ

た。予習、復習はしなかった。 

■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/： 

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： 

志望動機（2,000字）、自己アピール（1,000字）、TOEFL iBT、英検の書類 

■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。 

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-onlineCU.html
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■語学関係の準備/Language preparation： 

TOEFL iBT 106点、取り組んだ語学学習・・・多くの英語の本を読む。 

 

 

■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  

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0  

 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  

■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： 

今まで知らなかったタイの文化や歴史について学べたことに関しては満足しているが、他の学生との交流

ができなかった点では満足できていない。 

■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： 

影響は今のところ無い。 

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

研究職, 公的機関, 非営利団体 

■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： 

自分の興味のある内容を深めるためにはとても良い機会だと思います。自分が学びたい内容が何かをし

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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っかりと内省してからプログラムに参加すると、得たい内容が明確になり、学びも大きくなると思います。 

■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： 

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： 8/30/2021 

■ID：D21064  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■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)未定 

■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： 

夏休み中に何かしたいと思っていたため。また、ちょうど同じ時期に開催予定だった北海道での東大主催

の体験プログラムが中止になったため。 

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

無料で参加できることにとても魅力を感じて、北海道での体験プログラムがある関係で日程的に参加は無

理だと分かっていたが説明会には参加してみた。内容はタイ語と文化を学べると言うことでとても興味深か

った。数日後に緊急事態宣言延長により北海道での体験プログラムは中止と東京大学から連絡があり、2

週間まるまる予定が空白になったのでちょうど同じ日程で開催されるチュラロンコン大学の留学プログラム

に参加しようと決意し、参加申し込みをした。 

 

 

■概要/Overview： 

タイ語の授業を英語で受けたこと。タイ語はとても発音や文字が難しく、また興味深く、毎回の授業の難易

度は優しく設定されていて日常会話で使えるものばかりを習ったのでとにかく楽しかったです。大学の授業

で第二外国語を習うときは文法の話ばかりなので今回は英語で受ける授業であると言う点では少し難しい

にもかかわらず、第二外国語の授業よりも楽しかったし意欲的に復習なども行うことができた。 

■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:/ 

グループワークのプレゼンの内容について、zoomで話し合いそびれたことを LINE上で確認した。グルー

プワークの時程調節を LINE上で行った。 

■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/ 

Thai Talk の授業の最後にやった項目について次の授業で 1 人一言ずつくらい発言するために宿題が出

された。具体的には、最後に色の名前についてやった日は次の授業で好きな色について全員に聞くのでタ

イ語で答えられるように好きな色を決めておいてくださいというような簡単な宿題が毎回出された。 

■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。 

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

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

誓約書、志望理由書、他にどのような国際交流の経験があったかと言うことを書いて提出する必要があっ

たが英語能力試験のスコアの提出は任意だったので、まだ一度も受けたことのない私にとってとても参加

しやすくなっていた。 

■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： 

何もしていない。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

日常会話程度なら会話できるレベルだった。参加にあたり単語帳を少し勉強していた。 

 

 

■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  

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0  

 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  

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

東大が全額負担してくださいました。Wi-Fi は元々家に付いているものを使ったのでこのプログラムのため

に新たにお金をかけてはいません。 

 

■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?： 

 

 

 

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： 

タイ語を少し話せるようになった点、タイの文字に興味を持つようになった点で参加して良かったと感じて

います。 

■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： 

なるべく日本人相手の仕事をしたいと思っていたが国内で海外の方ともやりとりしながら働きたいと思っ

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： 

自分の努力次第でオンラインプログラムの効果は大きく変わると思いますので、期間中の自由時間を復習

に当てると良いと思います。 

■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： 

Go Global Gateway 
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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： 8/30/2021 

■ID：D21065  

■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-onlineCU.html 

■派遣先大学/Host university： チュラロンコン大学 

■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 8/16/2021 ～ 8/27/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 教養学部教養学科総合社会科学分科国

際関係論コース 

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

本来は秋から 1 年間全学交換留学に行く予定でしたが、コロナ禍により断念せざるを得ず、そうした状況

であっても国際交流や異文化への学びを深めたいと考えて応募しました。来年度以降は就活や卒論で忙

しくなることも予想されるため、3 年生の夏がこうした経験を積む最後のチャンスだと感じたことも理由の一

つです。 

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

もともと前セメスターにタイ語の授業を履修しており、さらにタイ語のスキルを磨いたり、タイの文化に対す

る理解を深めたいと思っていたところ、偶然プログラムの存在を知りました。ただ、学部 3年であるため、就

活などとの兼ね合いが懸念点で、直前まで参加するか否か迷っていましたが、最終的に締め切りの2-3日

前くらいには参加の意思を固めました。 

 

 

■概要/Overview： 

前半 1週間は午前中（10:00-12:00）にタイ語のクラス、午後（14:00-16:00）にタイ文化に関する講義もしく

はグループワークという構成で、後半 1 週間は午前中にも講義が入ってくる形でした。最終日の午後にプ

レゼンがあるため、プログラム内でのグループワークのほか、各自で作業を進めることもあります。 

■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:/ 

講義ではあまり触れられていなかったポップカルチャーなどについて、タイの学生さんにお話を聞いてみた

かったため、LINE でやり取りをしました。意見交換というほどのものでもなく、お互いの文化や個々人に関

する他愛もない気軽なおしゃべりが中心だったように思います。 

■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/ 

これといった課題はありませんでしたが、強いて言えば 2回 1セットの講義において、後半の講義でディス

カッションを行うために質問を考えてくるようにという指示がありました。その他には、特に予習や復習はし

ていません。 

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-onlineCU.html
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■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： 

基本的には UTASでの申請のみで事足りると思います。語学資格の有効期限にさえ気をつければ特に問

題はありませんし、志望理由等も丁寧に記入すればよほどのことがない限り参加不可にはならないはずで

す。強いて言えば、参加手続き締め切りが期末テスト直前に設定されている点には注意が必要です。私は

締め切り 3日前くらいにプログラムに参加しようと思い立ったのですが、参加したい場合は余裕を持って手

続きを進めておくことをお勧めします。 

■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： 

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

英語については IELTS6.5-7.0 程度で、タイ語は前セメスターに授業を履修していたこともあり、簡単な日

常会話をしたりタイ文字で作文したりできる程度の力はありました。本プログラムのタイ語クラスはあくまで

日常会話のフレーズを学ぶものなので、タイ語に初めて触れる方でも全く問題はないと思います。今回は

先方の大学のご好意で Extra course という形でタイ文字を学ぶ時間も用意していただいたので、場合に

よってはよりタイ語を深く学ぶことができます。ただ、そもそもタイ語自体が習得の難しい言語であるため、

不安な方はタイのドラマなどで発音だけでも触れておくのが良いのではないでしょうか。 

 

 

■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  

 

 

教科書代・書籍代/Textbook / Book 0  

 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  

■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： 

 

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

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

私は今まで、特定の国の文化やその背景について詳しく突き詰めるということをあまり意識してきませんで

したし、タイもあくまで有名な観光地程度にしか捉えていませんでした。しかし本プログラムを通じて、タイ

の人々の生活に根付く思想などを深く学ぶことで、より一層タイについて知りたい、タイ人と話してみたいと

いう思いが強まり、同時に日本とタイの関係性が特別なものに感じられました。おそらくこれはタイのみな

らず他の国や地域についても同様であり、例えば日本と政治的対立関係にある国家であったとしても、相

手を知ることで印象が変わったり、誠実な議論ができるようになるのではないでしょうか。国際交流が世界

を救うとは断言できませんが、少なくとも他者について学び、相互に議論を重ねることで、互いに対する認

識が大きく変わりうるということに今一度気づくことができたのは、本プログラムに参加したからこそだと思

います。 

■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： 

プログラム自体が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はほぼありません。プログラ

ムに参加したのも、元々国際機関で働きたいと考えており、異なるバックグラウンドを持つ人々と交流を重

ねたいという思いがあったのが理由の一つです。 

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

研究職, 公的機関, 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： 

対面のプログラムと比較して、オンラインプログラムでどれほどの学びや経験が得られるのか、不安であっ

たり懐疑的に感じたりしている方もいるかもしれませんが、開催形態そのものよりも、自分から何かを得よ

うとする姿勢がプログラムの質を左右すると思います。そのうえで、本気で参加してみたいものには思い切

ってチャレンジしてみたら良いのではないでしょうか。 

■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： 

タイ国政府観光庁が運営する公式サイト（https://www.thailandtravel.or.jp/）に、タイの文化などに関する

基本的なことが掲載されているため、プログラム前やプログラム中に気になったことがあれば見てみると

良いかもしれません。 

 

プログラムを振り返って/Reflection 

https://www.thailandtravel.or.jp/

