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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： 2021/8/2 

■ID：D21011  

■参加プログラム/Program： AUA-CU Overseas Study Program 2021  

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

ONLINE2021.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）： 7/24/2021 ～ 7/28/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 教養学部理科一類 

■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： 

（オンラインであったため）時期に理由は特になし。 

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

チュラロンコン大学への留学を考えていて、事前に友人を作ろうと応募しようと思った。 

 

 

■概要/Overview： 

1～3日目はタイの各大学の教授による、人工知能に関する講義であり、4日目はプレゼンの準備、5日目

はグループで考えた人工知能の活用に関するプレゼンをした。グループは各国の大学の学生が混ざり、

異文化交流になった。 

■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:/ 

意見交換については「概要」の通り。連絡先については、事前には Facebook 上のグループでつながった

り、最終日にはインスタグラムなどで個人の間で連絡先を交換する時間があった。 

■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/ 

課題はなかった。 

■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： 

主催者からのメールを受け取るメールアドレスと zoom さえあれば参加可能であった。Facebookがあると

他学生との交流に便利。 

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-AUA-CU-ONLINE2021.html
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-AUA-CU-ONLINE2021.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： 

なし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

参加前の語学レベル：TOEFL ibt:99 参加者はアジア出身が大多数なので強い訛りも聞き取れるよう注意

する必要がある。 

 

 

■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： 

様々な国の学生がそこにいるということが実感でき、またいわゆる発展途上とされている東南アジアの

国々にこそ最先端技術の活用が期待できるという見識ができて非常に満足できた。 

■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： 

タイでの情報技術の活用について関心ができ、将来につながる気がしている。 

■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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研究職, 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： 

それほど負担が重くないので、悩むぐらいならとりあえず参加してみてはいいかと思う。それと、かなり多く

の国々で SNS アプリ Whatsapp が主流になっているので、所持していない生徒は交流用に用意しておく

と吉かもしれない。 

■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： 2021/7/28 

■ID：D21012  

■参加プログラム/Program： AUA-CU Overseas Study Program 2021  

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

ONLINE2021.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）： 7/24/2021 ～ 7/28/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 医学系研究科国際保健学専攻修士課程 

■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： 

夏休み中なので、自由に参加できる時間があります。 

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

なし。 

 

 

■概要/Overview： 

人工知能とその日常生活での利用についてのプログラムです。 

■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）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:/ 

なし。 

■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、ありました。 

■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/： 

短い。 

 

 

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

主催大学へ直接申し込みました。 

■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： 

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-AUA-CU-ONLINE2021.html
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-AUA-CU-ONLINE2021.html


2 

高めの英語レベルがあれば方がいいです。TOEIC 800~ 

 

 

■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： 

円/JPY 

 

■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： 

このプログラムの AIに関する内容が軽すぎて、挑戦的ではないと感じたからです。 

■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： 

なし。 

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

まだ決まってない。 

■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： 

特になし。 

■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 



3 

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： 2021/8/6 

■ID：D21013  

■参加プログラム/Program： AUA-CU Overseas Study Program 2021  

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

ONLINE2021.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）： 7/24/2021 ～ 7/28/2021 

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

■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： 

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?： 

コロナでアメリカ留学へ行けなくなってしまったので、その代わりとして。 

 

 

■概要/Overview： 

授業/Q&A→ディスカッション→プレゼンテーションを 5 日間で。印象に残っているのは、ディスカッション。

他の国の生徒は 2 分間の主張を蕩々とするのに、自分は 1 分のあたりで話し続けるのが苦しくなった。も

っと単語を瞬時に思い出す練習をしないといけないと思った。 

■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）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:/ 

AIの功罪についてディスカッションをした。 

■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/ 

特になかった。復習はした。特に英語で専門用語をきちんと使えるように。 

■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： 

特に提出物はない。事前に Googleフォームで自分がどういった人物であるかの情報を取られた。 

■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。 

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-AUA-CU-ONLINE2021.html
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-AUA-CU-ONLINE2021.html
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■語学関係の準備/Language preparation： 

DMM英会話で Speakingの復習 

 

 

■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： 

先述のように、自分の研究への視座が広がった。海外での事例を参加者から聞くことができて、日本でも

これを取り入れたらいいのではないかなどのアイディアが沸きやすかった。英語力をもう少しあげたいと、

本心から思えた。 

■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： 

研究への視座が広がった。グローバルな考え方ができそうである。 

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

専門職（法曹・医師・会計士等） 

■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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絶対に参加した方がいいです！世界が広がります！英語力高めないとなって、痛感できることが大事、チ

ャレンジすることが大事です！ 

■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 

while preparing for or during program： 

DMM英会話 

 


