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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： 2021/03/11 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 人文社会系研究科基礎文化研究専攻 

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： 

春休みのため。 

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

中国文化に興味があり、オンラインで参加しやすかったため参加した。 

 

 

■概要/Overview： 

主に、オンラインで語学と文化に分かれている。語学は簡単な宿題が出る。文化は書道や切り紙が面白

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:/ 

プログラム後に行う予定。 

■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/ 

宿題があったので行った。 

■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/： 

もう少し遅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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

オフラインの方が得られる経験は大きい一方、オンラインの方が参加しやすいメリットがある。 

 

 

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

浙江大学からのメールに従って、web登録。 

■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 

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 
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UTokyo： 

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

中国語語学レベルは初級者。クラス別なので、色々な語学レベルが参加可能。 

 

 

■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： 

0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： 

中国語が今回の授業だけですごく上達したわけではないが、また勉強するモチベーションになった。 

■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： 

中国への関心が増した。ぜひ一度行ってみたい。 

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

研究職、脳科学 

■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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とりあえず参加してみると何か得るものはあると思います。 

■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： 

Duolingo（https://ja.duolingo.com/）という語学学習サイトを使用していました。 
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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： 2021/3/11 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■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： 

コロナウイルスの流行のために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?： 

友人が別の国にオンライン留学をする予定だったので、自分もしたいと思い、探してみたところ、本プログ

ラムを見つけた。オンラインで気軽に参加できそうだったので迷わず応募した。たしか締切の 3 週間前くら

いだったと思う。枠が残っていて良かった。 

 

 

■概要/Overview： 

英語で中国の伝統や制度についての講義があった。また、双方向で中国語の授業もあった。後者は基本

的に中国語で行われたが、先生は英語に対応しているので安心して取り組めた。 

■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:/ 

京都大学の方が日本人学生の LINEグループを作り、つなげてくれた。 

■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/ 

ちょっとした日常生活の紹介を考える課題があった。 

■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/： 

ちょうどよい。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

気軽に参加できたが、学生や先生との深い交流がなかった。 

 

 

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

UTAS 画面と浙江大アプライシートの記入。後者ではかなり細かく情報を聞かれた（おそらくオフライン留

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 
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学を想定した質問）が、不備があれば具体的な箇所を知らせてくれるのでそこまで心配がいらなかった。ま

た、授業・交流用として、中国の SNS、DingTalkをインストールした。 

■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： 

特に参加条件はなかった。UTASで志望動機を書いて提出した。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

大学の教科書を復習した。 

 

 

■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： 

0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： 

新しい単語や表現を学んだり、中国の文化を学んだりできてよかった。 

■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： 

将来の夢ありきで参加したが、確信を深めた。 

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 

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

公的機関、外務省総合職。 

■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： 

迷うなら参加してみていいと思います。とくに無料なら。 

■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： 

Weblio（https://ejje.weblio.jp/）。アプライフォームの単語を調べた。 
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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： 2021/3/11 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■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： 

無料だったから。 

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

中国にはいつか行ってみたいと思っていたので、中国のことを学べる良い機会だと思ったからです。 

 

 

■概要/Overview： 

現地の先生にライブ授業をしていただいたのが一番楽しかった。 

■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、 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:/ 

ボツワナのクラスメイトと宿題をした。 

■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/ 

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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

無料でなかったら、40％くらいの確率で参加していなかったかもしれない。 

 

 

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

身分証明書（オンラインなのでパスポートは必要なかった）。 

■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： 

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 
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特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

言語は一年間学んでいた。授業は英語も用いてくださるので、レベルが低くても大丈夫だと思います。 

 

 

■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 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： 

0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： 

ぼんやりとした中国の発展過程が、はっきりとなった。キャッシュレスシステムを整えるだけでなく、普及も

ほぼ完成させた政策は見習うべきだ。 

■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)： 

 

■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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楽しいです。迷っているならサインアップしちゃおう。 

■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： 

DeepL、どんと来い、中国語  
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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： 2021/3/11 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■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： 

卒業直前で暇な時期であったとともに、学生最後にいい経験になりそうであると考えたため。 

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

中国語力を上げたかったとともに、他国の学生と交流したかったため。 

 

 

■概要/Overview： 

中国語の授業に加え、書道、切り絵、インフラ、Eコマースに関する授業があった。中国語の授業では予習

が求められ、少人数でディスカッションする宿題も課された。 

■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、 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:/ 

課題で出されていたディスカッションと雑談を行った。 

■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/ 

週末にグループでディスカッションをする課題があった。予習も行った。 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

オフラインと比べて、親睦を深める機会が圧倒的に少なかった。 

 

 

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

志望動機やアピールポイント、成績、語学能力等をUTAS から記入して応募した。東大で参加が認められ

た後、浙江大学の海外学生向けのマイページを作成した。その際はパスポートの写しの提出を求められ

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 
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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： 

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

中国語は日常会話レベルであり、特に準備は行わなかった。 

 

 

■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： 

0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： 

一番上のクラスという厳しい環境に入ったことで、自分の実力不足を認識でき、モチベーションが高まっ

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： 

今後も中国語の勉強を頑張り、中国で仕事をしたいと思うようになった。 

■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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民間企業、楽天株式会社。 

■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： 

オンラインとは言え、授業を通じて学べるものは多いので参加する意義はあると思います。 

■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： 2021/3/12 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■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 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： 

ちょうど春休み期間であり、コロナによる外出自粛のため時間に余裕があった為。 

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

Go Global Gatewayのラインアカウントのお知らせでこのプログラムを知り、即座に申し込みました。特に

迷いはありませんでした。 

 

 

■概要/Overview： 

中国語の授業（主にスピーキング）、中国の文化、歴史に関する授業（ビデオを見る形式）、他の参加者と

の交流。 

■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:/ 

これから日本と中国（浙江大学の学生）との交流会が開かれるようです。 

■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/ 

たまに授業中に宿題が指示されました。予習は行っていません。 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

オンラインだと、オフラインより気軽に参加できる点が良いが、やはり実際に現地に行く方が得られるもの

は大きいように感じた。 

 

 

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

東大の UTAS で登録申請をし、その後浙江大学のホームページで参加手続きをおこなった。また

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 
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DingTalk と呼ばれる中国の zoomのようなアプリのグループに参加した。 

■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。UTAS上で登録申請をしました。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

HSK４級を所持していました。クラス分けは語学の検定ごとにされるため、どのレベルでも自分の学力に

あったクラスで受講することができると思います。 

 

 

■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： 

0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： 

特に中国語のリスニングスキルが上達したように感じます。 

■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： 

より中国語を学ぶ必要性を感じた。また、自分の中国語の学習意欲が高まった。 

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、 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： 

このオンラインプログラムは世界中の大学生が参加しており、視野を広げる良いきっかけとなると思いま

す。中国語を話すことに苦手意識がある学生でも気軽に参加することができる非常に良いプログラムだと

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： 

Go Global Gatewayの SNSアカウントをフォローしておくと重要な情報を忘れずにゲットすることができる

のでおすすめです。 
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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： 2021/3/11 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

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

■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： 

春休みかつオンライン開催であったため、都合をつけやすかったため。 

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

中国語に関心があり、より自分のレベルを高めようと思ったため。 

 

 

■概要/Overview： 

中国語会話の授業と、文化体験の授業。 

■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:/ 

東大の友人との意見交換。 

■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/ 

特になし。 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

オフラインで体験できる、現地での文化体験や、授業外の時間の交流がないことは残念だった。 

 

 

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

UTAS 上から応募。オンラインで受けるため、DingTalk というアリババ社のサービスをダウンロードする必

要があり。 

■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 
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特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

春休みになってから、中国語の単語を覚えるなど勉強をした。結果的に、HSK5 級のレベルを得てから参

加した。 

 

 

■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： 

0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： 

中国語と英語しか使えない状況で勉強できたこと。 

■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： 

特にない。 

■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： 

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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学業や就活・バイトと両立したい学生にとっては、短期オンラインプログラムは非常に良い機会だと思いま

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： 

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： 2021/3/11 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■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： 

長期休みはまとまった時間が取れるため。 

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

同じクラスの友達が参加すると聞いて応募した。前期教養で学修した中国語を実践的に使える機会だと思

った。 

 

 

■概要/Overview： 

2、3 日に一回宿題が出て、個人の動画を作るのが大変だった。30 人程度の部屋に分かれて学科のクラ

スのように中国語を勉強した。 

■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。 

■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:/ 

プログラム後に、参加者で別の交流プログラムが企画されていた。 

■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/ 

課題はあった。自身の中国語習熟度から、予習はいらなったが、課題をやる時間の確保は必要だった。 

■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/： 

もう少し遅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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

オフラインプログラムの方が、プログラムの目的である交流を円滑に行うことが出来ると思った。 

 

 

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

パスポート(学生証)や顔写真を UTASに提出した。 

■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 

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 
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UTokyo： 

特にありませんでした。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

前期課程で中国語を履修して勉強している生徒向けだったように思います。 

 

 

■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： 

0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： 

自分なりに妥協なく取り組むことが出来た。 

■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： 

就職活動については確固とした信念があるので、変わることはなかった。 

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

公的機関、国家総合職。 

■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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時間を有効に活用して自分の語学力を磨くことが出来ると思います。 

■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： 2021/3/11 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■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： 

春休みで、ちょうど時間が空いていたから。 

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

友人に参加を勧められ、語学能力をあげようと思っていたので参加した。ただ、中国語に対する自信がな

く、参加を迷った。 

 

 

■概要/Overview： 

スピーキングの授業や、体験型の講義、中国の文化や経済についての授業がありました。特に体験型の

講義は非常に面白く、中国の書道などを学びました。 

■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、 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:/ 

他の大学生との交流会に参加したり、授業でのグループワークや、宿題を共同で行ったりしました。 

■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/ 

（課題）ありました。（予習・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/： 

ちょうどよい。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

オフラインでの留学体験はありません。 

 

 

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

自分がこのプログラムを通じて何を学ぶたいか、などの意欲を文章として提出した。自分がそのプログラ

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 
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ムをどうして参加したいのか、について自分と向き合って率直に書けば良いと思います。 

■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： 

特になし。成績は提出しましたが、自動的に入力されていました。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

今までの講義で習った単語や文法を見直したり、スピーキングの練習を行いました。 

 

 

■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： 

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： 

他の地域の人と交流ができ、また中国の文化や特徴を現地の視点からみることができ、知見が広がった

点に満足している。 

■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： 

特に今後のキャリアへの影響はなかったですが、他の地域の人と交流する楽しさ、語学の重要性に気付

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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きました。 

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

まだ決まってません。  

■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： 

自分の語学に不安で、参加を諦めようとしているなら、勢いで良いので参加するべきだと思います。自信

がついてない状態で何かに挑むこと、挑戦が大事ではないかなと思います。 

■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： 

中国語一列での、授業スライド。 
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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： 2021/3/11 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■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： 

春休み期間でまとまった時間が確保しやすく、中国語の勉強に専念できると考えたから。 

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

中国語力の向上に興味を持っていたこと、申し込みの手続きが煩雑でなかったこと、無料で参加できたこ

とを背景に 12月の下旬ごろに申し込みを決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

中国語のスピーキングの授業では自分のことや自分の国の文化についての紹介の仕方を学びつつ、わ

からない語彙や間違えた文法事項について説明を受けるといった授業形式だった。 

■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:/ 

授業範囲に関連する単語を共有し予習していた。 

■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/ 

週末には特には課題はなかった。また毎授業後にノートを見返して、知らなかった語彙や言い方について

は復習し覚えるように心がけていた。さらに授業でやる範囲の関連語句について予め予習していた。 

■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/： 

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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

オンラインプログラムでは無料で参加できた上、生活面等の不安もなかったため、気軽に参加することが

できた。渡航を伴うプログラムではより現地の文化に触れることのできるような体験型の授業を期待してい

る。 

 

 

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

UTASで志望理由などを記入し応募したあと、学生証やその他必要事項の記入を行った。 

■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： 

主にリスニングの強化を目的に大学の授業で勉強した内容の復習や HSKの勉強をした。 

 

 

■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： 

0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： 

実用的な場面での中国語の話し方や実際にどのレベルまで通じるのかがわかったという点で満足してい

る。また自分にとって足りない部分もわかり、語学学習の今後の指針が見出せたという点でも評価してい

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 

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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job hunting： 

自分の中国語が思っていたよりも通じることがわかって自分の語学力の自信にもなり、中国系の企業で働

くことも視野に入れて就職活動をできるようになった。 

■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： 

オンラインプログラムでは渡航を伴う留学に比べて費用もかからず、生活面での不安もなく外国の学生と

交流するという貴重な体験をできるの思うので、ぜひ積極的に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： 2021/3/12 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■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： 

春休み期間は時間があるので海外交流などのプログラムがあれば是非参加したいと思っていたから。 

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

中国に興味があり、中国語を始めたいと思っていたので案内を見て参加したいと思ったが、中国語を一回

も勉強したことがない人でも大丈夫なのか不安に思った（初習者でも問題ないということを応募要項に書い

ていただけると初めての人も安心して申し込めると思います）。ただオンラインかつお金がかからないとい

うこともあってやってみようと申し込んだ。 

 

 

■概要/Overview： 

全体で 1日 2時間ほどのクラスで、最初の 1時間は毎日中国語の授業をレベル別のクラスに分かれて行

い、後の 1 時間は中国の文化や生活についての講義を聴くという構成だった。予習は必要なかったが、毎

日宿題が出た。宿題はその日習った表現を音声で録って次の日の中国語クラスまでに提出するという簡

単にできるものだった。文化や生活についての講義はプログラム参加者全員で事前に録画されたビデオ

を見るという形式だったが中国語クラスはリアルタイムで一クラス 30人程度の規模で双方向で行われるた

めより楽しかった。 

■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）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:/ 

まだ行っていないが来週日中交流を行なうとのことです（京都大学の学生が進めてくれています）。 

■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/ 

次の授業までに課題が出されるだけで、週末だからといって特に増えることはありませんでした。予習はし

ていません。課題をすることが復習になりました。 

■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。 

プログラムについて/About the program you participated in 
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■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

オフラインのプログラム経験はない。オンラインは気軽に参加できて大変なことは特になく楽しく海外の大

学のプログラムを体験できる。在学中にオフラインの海外プログラムにも是非参加して、海外生活や留学

生活の大変さも味わってみたい。 

 

 

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

浙江大学との直接のやりとりだった。浙江大学のホームページで留学生用のフォームを提出した。今回は

オンライン留学だったけれど、おそらくフォームは現地に留学する場合と同じものを使っていると思われ、

住所や家族の細かい個人情報まで入力を求められた。オンラインなのにそこまで書く必要があるのかと抵

抗を感じたので必要以上のところは記入しなかったが accept されたので良かった。 

■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： 

春休み期間中なので影響なし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

それまで中国語を勉強したことがなかったので、内定してから参考書を買って勉強を始めた。もともと中国

語を始めたいと思っていたので良い機会だった。中国語学習のプログラムだったので、ビギナーとはいっ

ても多少中国語ができる人が多いのではないかと心配していたが、レベルもちょうど良かった。ただ、本当

に一切中国語に触れたことがない状態で行くとついていけないかもしれない。 

 

 

■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： 

完全無料だったのですごくありがたかったです。 

 

■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 
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■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： 

中国語の基礎を身につけることができたことと、視野が広がったことがこのプログラムを受けて良かったこ

とです。応募してからは独学で中国語の勉強をしており、文法書を進めるだけで身についたのかよく分か

らなかったけれど中国語の授業でたくさん話したり聞いたりすることで表現が定着し、中国語の能力的に

はまだまだではあるもののプログラム前よりは成長した。また、海外の学生と授業を受けることで自分の今

後の課題も見つけた。例えば、海外の学生はスピーチや自己表現がうまく、私はそこが苦手だと感じたの

でこれから練習していきたいと思った。 

■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： 

語学ができれば働ける場所の選択肢が広がるのでより自由になれると思った。 

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

民間企業、マスコミ、広告など。 

■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： 

気負いすぎず、楽しく、真剣に頑張ってください！ 

■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： 

中国語のクラスの先生に教えていただいた辞書のアプリが役に立ちました（Pleco)。 

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： 2021/3/12 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■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メディカル情報生

命専攻 

■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： 

開講時期がこの時期だったから。 

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

研究室に中国人留学生がいることもあり、中国語の学習に興味を持っていたため参加を決めた。中国語

の学習経験がないため、参加するか迷ったが、結果的には学習経験がなくても十分ついていけるようなプ

ログラムになっていたと思う。また、実際に中国に行くプログラムの場合、学習経験がないとプログラム以

外の状況で中国語がわからないことによる心配があるかもしれないが、オンラインだとそういった心配はな

く、参加しやすかったと思う。 

 

 

■概要/Overview： 

中国語を学ぶ小グループでの授業と、中国文化の紹介ビデオなどをみる大人数での授業があった。 

■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:/ 

このプログラムに参加している日本人で LINEグループを作成していたので参加した。 

■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/ 

中国語のクラスで宿題が出た。また、3-5分程度の自己紹介のビデオを撮った。 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

上の回答で書いた通り、未経験者に取ってはオンラインプログラムの方が参加しやすい。 

 

 

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

浙江大学のシステム上での提出を行った。パスポートの写し、もしくは学生証が必要だった。 

■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： 

なし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

中国語は学習したことがなかったので、入門レベルの本で少し学習を行った。 

 

 

■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： 

0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： 

初歩的な中国語を学ぶことができた。 

■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： 

今後のキャリアにおいて、中国を訪れたり、中国語で話す機会があったら、ぜひ参加してみたいと思う。 

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)： 

民間企業、情報通信業。 

■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： 

このコロナ下で、実際に海外に行って語学学習を行うことは難しくなっています。しかしその一方で、オンラ

インでのプログラムが開催されるようになっており、金銭的/時間的負担を抑えて学習を行う機会が増えて

いるのではないでしょうか。特にその言語の未経験者にとっては学習を始める良い機会であり、そのような

プログラムを見つけたらトライしてみると良いと思います。また、コロナが収束したあとに実際にその国を訪

れるということをモチベーションにして、学習を続けるというのもいいと思います。 

■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： 

https://dokochina.com/ 

https://dokochina.com/
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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： 2021/3/12 

  

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 工学部化学生命工学科 

■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： 

春休みだから。 

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

1-2月に参加手続き、3月に実行。 

 

 

■概要/Overview： 

中国語クラス、中国語文化などの紹介。 

■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:/ 

その機会がなかった。 

■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/ 

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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

オフラインはもっといいだろう。今回のオンラインプログラムの準備はとても不足だった気がする。 

 

 

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

ホスト大学の website に登録、DingTalk というアプリのダウンロードや登録。 

■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 
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UTAS上の手続き。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

前に中国語を習ったことがあって、その復習。 

 

 

■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： 

0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： 

中国語を少しだけ喋る機会があった。 

■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)： 

 

■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： 

高く期待しない方がいいでしょう。 

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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■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： 

各自が今まで使った中国語の教科書。 
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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： 2021/3/12 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■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： 

募集があったため。 

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

中国語に興味があるため。就職活動や専攻のスプリングスクールとの兼ね合いが怖かったのですが、オ

ンラインであったため参加することに決めました。 

 

 

■概要/Overview： 

3/1~11の間、オンラインで中国の文化や中国語の日常会話の講義。 

■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:/ 

3月末に日本人学生同士の交流があるようです。 

■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/ 

自己紹介のビデオを撮る課題がありました。しかしそれ以外で予習や復習はしていないです。 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

参加のしやすさはオンラインの方が良いと思います。しかしやはり現地の臨場感があるため留学プログラ

ムはオフラインでいけるのなら行きたいなあと思いました。 

 

 

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

最初の UTASへの登録。 

■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 

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 
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UTokyo： 

なし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

中国語。HSK五級を受けました。 

 

 

■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 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： 

0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： 

本プログラムを通じて、春休みの間に中国語の学習ができて良かったです。 

■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： 

中国の大学に留学できる機会があればしたいなと思うようになりました。 

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

民間企業、 起業、 大学院。 

■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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オンラインのプログラムについては現地に行けないからあまり意味ないんじゃないかと考えている人が多

いと思います。確かに語学力の向上や新しい経験という意味ではオフラインのプログラムに参加する方が

より多くの効果が得られると思いますが、現在のようにオフラインのプログラムを開催することができないと

いう状況の下では、オンラインのプログラムに参加して一日二時間三時間語学の勉強をする機会を得るこ

とは、何もやらないよりははるかに良かったなと感じるので、もし興味があれば積極的に参加することを考

えてみても良いと思います。 

■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： 

HSK 五級 過去問。 
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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： 2021/3/12 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 法学部第学部 3類（政治コース） 

■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： 

卒業前の最後の機会であり、社会人になる上でちょうど中国語を勉強しようと思っていたから。 

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

最初の問の通りである。 

 

 

■概要/Overview： 

教員が用意したカリキュラムに基づいて進行。予習は特になし。毎回中国語作文が課され、次の授業で口

頭試問を受けた。自分と中国文化の関係についての動画提出の課題が 1 度あったが、他の学生の動画

編集スキルには驚かされた。 

■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:/ 

京大生が日本人学生のグループラインを作成していた。東大側には大学代表幹事がなかったため驚い

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/ 

毎日課題があった。予習はなく、復習は最低限行った。 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

文化体験の質に大きな差がある。 

 

 

■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 
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個人情報の大学専用サイトでの登録、PC でフォームに入力した、具体的な指示は事務局から DingTalk

経由で受けた。 

■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： 

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 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： 

0円/JPY 

 

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

受給していない。 

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

なし。 

■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?： 

受けていません。 

 

 

■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： 

中国語を勉強するモチベーションが高まった。 

■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： 

特になし（元々海外志向があるため）。 

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、財務省（内定済み）。 

■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： 

無料で参加できるとすれば結構良い。 

■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： 2021/3/20 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■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： 

このプログラムの存在を知ったのは申し込み直前だった上にオンラインということで申し込みのハードルも

高くなかったので、特にこの時期を選んだわけではありません。 

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

中国語の能力や中国に対する理解を高めたいと思っていたため参加を決めました。夏休みに南京大学の

オンラインサマースクールを受講していたこと、オンラインで金銭的負担がなかったこと、プログラムの期間

中に予定がなかったことなどの理由から参加を決めるまでの経緯において特に迷いはありませんでした。 

 

 

■概要/Overview： 

漢語口語の授業は 1日 1時間しかありませんが、学生が話す時間が長くとられ口語の練習になりました。

また、定期的に 4、5人のグループ内でビデオ通話を使い討論する時間がとられました。 

■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。 

■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:/ 

授業内の 4、5人単位のグループで同じグループになった生徒（ベトナム人とインドネシア人）と連絡先を交

換し多少やりとりをしました。 

■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/ 

週末に限らずほぼ毎日課題または予習がありました。復習も多少しました。 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

オフラインで渡航したかった、というのが正直なところですが、オンラインプログラムだったことで拘束時間

が短かったために参加のハードルは低かったです。来年以降オフラインでできるのであればまたプログラ

ムを受講したいと考えています。 

プログラムについて/About the program you participated in 
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■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

UTAS 上での電子申請においては誓約書をアップロードするほかに特別に用意するものはありませんでし

た。電子申請後、浙江大学側の登録の過程でパスポートのアップロードが必要でした。 

■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： 

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

駒場での 2 年間の中国語学習のほか、参加前に HSK5 級を取得しました。ただ、UTAS 上の電子申請で

「HSK5 級」と書いたためかクラス分けでは他国のペラペラ喋れる学生と同じクラスに振り分けられ圧倒さ

れました。とはいえ刺激は受けられるので、時間があるなら HSKをとっておくと良いかもしれません。 

 

 

■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： 

0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?： 

 

 

 

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： 

中国語を勉強する世界各国の生徒から刺激を受ける良い機会でした。駒場の生活では友人と中国語で会

話することはありませんが、プログラム中は各国の学生と宿題の準備や討論のために中国語で会話をす

る必要があったため、必然的にさまざまな表現を身につけることができました。 

■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： 

大きな影響はありませんでしたが、中国で働くということが選択肢のひとつに入ったような気はしました。 

■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： 

短期且つオンラインということで参加のハードルはそれほど高くないと思います。得るものがないことは決

してないと思うので、迷ったら参加応募してもよいのではないかと思います。 

■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： 

ウェブサイトではありませんが、Pleco という中国語辞書の無料アプリの存在をベトナム人学生に教えても

らい、重宝していました。ピンインがわからなくても手書きで検索できる上に、特定の漢字を用いる単語一

覧が見れたり、書き順を表示できたり、単語はもちろん例文の発音もついていたりとかなり便利だったので

おすすめです。 
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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： 2021/3/13 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

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

■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： 

中国語のスピーキング能力に自信がつき始めた時期だったから。 

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

募集が始まってすぐ申し込んだ。過去に現地で参加した友人にお勧めされた。 

 

 

■概要/Overview： 

スピーキングの授業。5 クラス中最も上級のクラスだったこともあり、周囲の留学生の中国語のレベルの高

さに驚いた。授業中も宿題でもとにかく学生の発話の機会を最大限に増やしてくれた。 

■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:/ 

クラスの同じグループだった人を中心に連絡先を交換した。 

■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/ 

グループの議論を録画して提出し、議論内容も次の授業で各グループ発表した。また、教科書の予習も求

められた。 

■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。 

■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/： 

ちょうどよい。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

スイスに 6 か月交換留学をした経験があるが、その時五感で得られた体験と比べると、得られたものは少

ないのは事実である。ただし、オンラインで自宅からプログラムに参加できることや、参加費が無料である

ことなど、日本での学生生活にほとんど影響を与えない点は大きい。 

 

 

■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 
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UTAS 上で個人情報や志望動機などを記入。浙江大学のホームページでも追加で個人情報などを記入。

後日 DingTalkに招待された。 

■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。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

HSK 5 級相当（所有資格は 4 級）。東大の中国語の授業を複数受けたほか、中国語茶話会や言語交換

によってスピーキング能力も磨いた。今回のプログラムは 5クラスに分かれており、完全な初心者からネイ

ティブレベルまで自分のレベルにあったクラスを選択できる。 

 

 

■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： 

0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： 

日本ではあまり見られない価値観や概念に触れられただけでも意義を感じる。自分の苦手分野であった

スピーキング能力の向上が見られたのも大きかった。今後行われる浙江大学生らとの日中交流会も楽し

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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みにしている。 

■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)： 

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： 

特にコロナ禍で海外渡航の機会が激減する中では、積極的に参加することが望ましいと思う。海外渡航が

日常になっても、オンラインで海外プログラムの雰囲気を理解してから実際に渡航することで、自分の理想

と現実のギャップを埋めたり、自分の足りない部分を予め補えたりすると思う。 

■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： 

各種中国語辞書サイト。 
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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： 2021/3/13 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■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： 

コロナ禍にある春休み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?： 

春休み前にこまめに東大の留学サイトを確認していたところ、無料のプロジェクトを見つけたためすぐに参

加を決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

担当教員から授業で使う PDF ファイルが送られてきて、その文章を予習した上で授業に臨んだ。授業は、

単語の意味の確認やテキストの音読、学生に対する自由質問が中心だった。授業の最後に小グループに

分かれての意見交換の時間が取られることが多かった。 

■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： 

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:/ 

機会があまりなかったから。 

■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/ 

週末には自己紹介的な動画を送る課題があった。毎回の授業前にテキストを読んでおく程度の予習をし

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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

外国語を使わなければならない、という追い込まれた感覚が味わいづらい。どうしても一歩引いて身の回

りを見ると日本の見慣れた自宅が広がってしまっているから。 

 

 

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

浙江大学側の登録サイトへの入力を行った。各種個人情報とパスポート画像、自分の顔写真の登録が必

要だった。しかし、何故か顔写真が全く認識されず、登録サイトでの登録は指定された締切を過ぎても行う

ことができなかった。その後、東大側の担当の方から簡易版のエクセルファイルが送られてきて、それに

入力することでなんとか認めていただけた。アドバイスとしては、何らかの不具合がある場合には、すぐに

東大の担当の方に相談することである。 

■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： 

参加前は前期教養学部で毎学期中国語の授業を履修していた。参加の数ヶ月前に HSK5 級を取得して

いた。クラス分けはおそらく HSK などの結果によってレベル別に行われているので、ハイレベルな授業を

期待しているなら、資格試験で十分な成績を収めておくべき。 

 

 

■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： 

0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?： 

 

 

 

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 

■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： 

オンラインの留学プログラムがどんなものなのかということを知れてよかった。他国の学生と交流する機会

もあったので、勉強になった。 

■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： 

特に影響はない。 

■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）、 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： 

自分の可処分時間と相談しつつ、オンラインでも十分自分の目的を達成できると考える方は、是非参加し

てみ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： 

東大の留学サイト。 
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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： 2021/3/13 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■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： 

自分の当初の計画と一致したため。春休みに元から中国語を勉強しようと考えていた。 

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

案内を見た瞬間に即決で参加した。もともと春休みに中国語を勉強しようと考えていたため、条件が合致

した。 

 

 

■概要/Overview： 

オンライン開催。2 週間、毎日 2 時間程度(2 セッション 1 時間ずつ。文化などを学ぶ/スピーキングのセッ

ション)宿題は復習として毎日出るが、時間はかからない。 

■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:/ 

1回だけ宿題を他国出身の人と一緒にした。プログラム終了後も、毎週一緒に中国語を勉強する予定。 

■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/ 

週末の課題はない。予習は範囲不明でする方法がない。復習は宿題でカバーできる。 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

利点・時間・お金の制約が少ない。欠点・友達を作るのが難しい。 

 

 

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

同意書など手続きに関して特別な対応は不要だった。 

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 
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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： 

春休み限定短期だったためとくになし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

中国語は、出生背景や授業での経験ゼロだった。昨年夏と今年 2月に、初学 2年目の人向けの文法の教

科書を半分強自習した。 

 

 

■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： 

0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： 

結果的にブルネイの友達ができ、今後一緒に中国語を勉強できることになった。中国語は自分で勉強して

いただけで、スピーキングはなかなか対策ができていなかったため、スピーキング中心のプログラムは私

にとっては非常に効果があった。 

■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： 

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： 

自主的に個人メッセージを送るなど、積極的に友達作りに励むことをお勧めします。 

■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： 

私は完全にゼロから独学で中国語を始めました。朝日出版社の「書く中国語」を使用していました。これは

挨拶や発音編が省略されている 2 年生用の教科書ですが、文法は最初から網羅されていてわかりやす

く、例文・例題も豊富で良かったです。 
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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： 2021/3/18 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■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： 

パンデミックの中で少しでも海外の人との交流の機会を持ちたかったため。 

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

1 月中旬頃に、公式 LINE を通じたお知らせでプログラムの存在を知った。第二外国語に触れる機会が非

常に少なくなったため、レベルを維持したいと考えすぐに応募した。 

 

 

■概要/Overview： 

1 時間の中国語会話講座+1 時間の現地文化レクチャーレクチャー部分はオンデマンド配信が大半だった

のが残念だが、それでも良く構成された動画だったため興味深く視聴した。特に、杭州の自然文化や中国

の e コマースに関するレクチャーが面白かった。 

■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:/ 

同じグループになった人とのチャットでのやり取り。 

■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/ 

宿題として動画撮影が 2 本、ちょっとした作文が数回あった。いずれも負担は大きくない。教材はその場で

初めて公開されるため予習は不可能だったが、宿題をこなすためにその日の授業の復習は行った。 

■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/： 

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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

長所:日本での日常生活との両立ができ、気軽に参加できる点。 短所:良くも悪くも手軽すぎるため、現地

プログラムと同等の語学学習効果を得るには現地で生活するよりも一層の努力が必要。また、現地の風

俗や食文化、自然環境などに視覚的にしか触れられないのは非常に残念である。 

 

プログラムについて/About the program you participated in 
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■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

まず東大宛に申し込みフォームを送信。受理後、浙江大学へ申請。東大への申し込みは文章の記入が中

心で比較的楽だったが、浙江大学ではパスポートコピーや顔写真等、やや準備が必要なものがあった。実

際に渡航するプログラムに比較すると手続きは圧倒的に少ない。 

■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。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

語学レベルは前期課程の第二外国語修了程度で、参加にあたって特別な準備は行わなかった。ハイレベ

ルな会話を学びたい・実践したい場合は、ある程度ブラッシュアップしておいた方が良いかもしれない。 

 

 

■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： 

0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： 

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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中国語レベルの維持にはある程度満足している。他の学生との交流のきっかけになったのも良かった。オ

ンラインを理由とした細々とした点での戸惑いや不便さはあったが、総じて参加してよかったと思う。 

■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： 

具体的な進路について特に大きな影響は無いが、より中国語を活かしたいと考えるようになった。 

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

公的機関、官公庁。 

■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： 

長期留学を考えている人はもちろん、海外での滞在自体に不安がある人にもおすすめできます。大学主

催のため万一の際も安心感がありますし、少しでも興味があるのならひとまず飛び込んでみて下さい。 

■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： 

具体的なものはありませんが、現地で生活している方のブログは渡航中の生活をイメージする上で非常に

役立つと思います。 
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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： 2021/3/18 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■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（法学部第

三類政治コース内定） 

■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： 

中国語を学び始めていた時期だったから。 

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

連絡がきた時に中国語の練習のために即決断した。 

 

 

■概要/Overview： 

毎日の中国語のレッスンと、中国についての勉強。自国の素晴らしさを主張する旨の動画が多く見られ

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:/ 

DingTalkのインターフェースになかなか慣れることができなかった。 

■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/ 

課題は毎日出た。予習復習は行った。 

■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/： 

短い。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

授業時間というのは、留学における意義の中で極めて一部分にしかすぎず、多くのことは授業外での生徒

の交流などから得られるのではないかと思った。 

 

 

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

東京大学様からいただいた資料に従って DingTalk のアプリを入れた。時差の影響で当初の予定と異なっ

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 
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てしまったことが大変だった。 

■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： 

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

中国語の教科書をやっていた。 

 

 

■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： 

0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： 

中国語を学ぶモチベーションが高まり、中国への関心も深まった。 

■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： 

中国への印象がより重層的なものになった点で、より興味を持てた。 

■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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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： 

オンライン上で不具合が生じる可能性を考えて、余裕を持って参加すれば効果は得られると思います。ぜ

ひ余裕を持って参加なさってください、。 

■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： 

書籍：ゼロからスタート中国語 
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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： 2021/3/21 

  

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■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： 

本来 2年と 3年の間に留学しようと考えていたため。 

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

中国語は大学四年間を通じて学び続けたいので、色々な国の中国語学習者と交流できることは大きなメリ

ットになると感じたため。 

 

 

■概要/Overview： 

中国のスマホ決済などスマホを使ったサービスの紹介がとても印象に残っている。 

■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:/ 

連絡先の交換と参加者によるWeChatグループの作成。 

■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/ 

週末にはなかった。 

■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/： 

時間帯はちょうどよかったものの、1 時間の語学授業では発言の機会が数度しかないので少し物足りなか

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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

東大のオンライン授業と似たような感覚で気軽に参加できた。 

 

 

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

パスポートのコピーや HSKの級。 

■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 

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 
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UTokyo： 

全てオンラインで行なったため、教養学部とのやりとりはなかった。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

HSKは取得しておくと留学先に語学のレベルが伝わりやすい。 

 

 

■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： 

0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： 

浙江大との交流で、中国の学生は日本文化、特にポップカルチャーに非常に強い関心を持っていることが

実感できた。私自身彼らほど中国のポップカルチャーの知識はないので、今後中国の人々と話すためにも

積極的にそういったものに触れていきたいと思うようになった。 

■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： 

中国語を使いながら働きたいという思いが強まった。 

■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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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： 

肌で現地の空気を感じられないこと以外は大きなデメリットはないと思うので、積極的に参加するのが得策

であると思います (もっとも肌で現地の空気を感じるのが留学の最大のメリットなのでしょうが...) 。 

■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： 

あまり参考にしたものはありません。 
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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： 2021/3/22 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■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： 

春休みに当たるため。 

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

申し込み締め切り直前に気付き、参加申し込みをした。中国語を勉強する機会が欲しかったこと、春休み

にあまりやることがなかったことから申し込んだ。 

 

 

■概要/Overview： 

日本時間の 16 時頃から 18 時頃に授業や中国文化に関する講義が実施される日が多かった。授業は

DingTalk というアプリ上でビデオ会議にて行われる。1 クラス 3、40 人ほどと記憶している。私のクラスは

6 つの班に分かれていた。授業は会話中心だが、クラスの人数が多いため授業内で話せるかは積極性と

指名されるかどうかにかかっている。毎日宿題が出され、班での話し合いや教科書の予習などをする。中

国文化に関する講義は DingTalkでビデオを流す形式。チャットで質問することが推奨されていた。 

■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、 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:/ 

日本の学生と浙江大学の学生で交流会が行われ、それに参加した。3時間×3日間実施され、日本と中国

の学生生活や語学学習の様子などについて意見交換、発表した。 

■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/ 

週末も週末以外も課題はあり、個人・グループで行った。予習は宿題となっていたため行った。 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

オンラインであることにより、国内での活動と両立しやすいという良さがある。また、体力を消費しないため

プログラムについて/About the program you participated in 
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勉強に集中できる。一方で、中国文化を肌で感じられないこと、他の参加者と交流しづらいこと、ビデオで

の授業となりやや退屈なことには少し不満が残る。 

 

 

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

学内選考：UTAS上で志望理由を記入した。先着順だったと記憶している。 選考通過後：氏名や語学力な

どの基本情報を浙江大学のサイトで入力した。 

■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： 

参加前の語学レベルは HSK5 級。プログラム前に語学レベルを自己申告しそれに合わせてクラスが割り

振られたので、特に必要な語学レベルはない。 

 

 

■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： 

0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?： 

 

 

 

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： 

語学力を伸ばすには短すぎたと感じているが、特に会話能力に関してまだまだであるという危機感を抱く

ことができたことは収穫だったと感じる。 

■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 （ただ、中国の技術が進んでいるのを目にし、中国で将来働きたいという思いは強まったかもし

れない）。 

■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： 

短期オンラインプログラムは比較的気軽に参加できると思うので、とりあえず応募してみるといいと思いま

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： 

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： 2021/3/22 

  

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

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

■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： 

春季休暇中で比較的参加しやすかった。 

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

就職活動が忙しくなる時期と被ってしまったのが誤算だった。 

 

 

■概要/Overview： 

オンライン講義・課題は動画/文章を考えて講義中に発表。 

■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、 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:/ 

DingTalkで相談。 

■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。 

■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/： 

長い。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

リラックスして参加できたが、緊張感が足りないようにも感じた。 

 

 

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

誓約書と UTASのフォームを入力するだけ。 

■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 
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特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

最低限英語で意思疎通が取れないと課題や連絡を行う際きついと考えられる。 

 

 

■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： 

0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： 

中国語の勉強への意欲が湧いた。 

■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： 

特になし。 

■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： 

自分から積極的に参加していかないと得るものはかなり少なくなってしまうことは念頭に置いておいた方が

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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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： 

中国語の教科書 
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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： 2021/3/23 

 

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 3/1/2021 ～ 3/11/2021 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 理学系研究科生物科学専攻 修士課程 

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

大学卒業前に経験したかったから。 

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

とにかく活動に参加したかった。 

 

 

■概要/Overview： 

語学レベルに応じた授業、文化理解。 

■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、 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:/ 

課題の相談をした。 

■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/ 

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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

気軽には参加できるが、オフラインでの経験には全く及ばない。 

 

 

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

浙江大学へのプログラム参加登録、DingTalkの登録。 

■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 
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なし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

中国語検定 4級 

 

 

■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： 

0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： 

他の学生と交流を持てた。 

■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： 

特になし。 

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

民間企業、データアーティスト。 

■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： 

無料ならとにかく参加すべき。 

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： 

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： 2021/3/31 

  

■参加プログラム/Program： 浙江大学 2021 “Chinese Bridge” Program（オンライン） 

■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-ZJU_00002.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period： 2021/3/1 ～ 2021/3/11 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 法学部第学部 3類（政治コース） 

■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： 

院試で忙しくなる前の最後の長期休暇だったため。 

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

院試前の最後の長期休暇だったので、中国語能力を高めたいと思ったため。 

 

 

■概要/Overview： 

約１時間のインタラクティブな授業が毎日あり、文化交流イベントも開催される。 

■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:/ 

交流会があったが、予定が合わずに参加できなかった。 

■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/ 

ささやかな宿題が毎日出される。 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較/： 

他の参加者と顔の見えない状態での語学クラスを受けることは厳しかったので、オフラインで参加した方

が断然良いと思う。 

 

 

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

志望理由書。 

■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 

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 
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UTokyo： 

UTASを通じた応募のみ。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

大学１、２年で学ぶ中国語レベルのみで十分だと考えます。 

 

 

■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： 

0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： 

中国語クラスのレベルが大変低く、全く勉強にならなかった。 

■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： 

特になし。 

■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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中国語が入門レベルであれば、このプログラムはオススメします。中級者以上はオススメしません。 

■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。 

 


