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： 2021/11/29
■ID：D21014
■参加プログラム/Program： U7+ Worldwide Student Forum 2021
■ プ ロ グ ラ ム 情 報

/Program

info.

：

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

U7studentforum2021.html

https://www.ucl.ac.uk/global/u7-worldwide-student-forum-2021
■派遣先大学/Host university： ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）
■プログラム期間/Program period

（MM/DD/YYYY）：

2021/7/21 ～ 2021/11/3

■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：
その期間は空いていて、海外の学生と交流したい
■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?：
これまでイギリスの大学とは縁がなかったので、どのようなプログラムになっているのか興味がありまし
た。
プログラムについて/About the program you participated in
■概要/Overview：
環境に関する講義を受け、他の大学生と協力して、より持続可能な環境を作るためのアイデアを考える。
■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:/

グループで作業をしたり、時間差を調整したりするために、他の学生からの連絡が必要でした。
■週末に課題はありましたか。また、予習や復習をしましたか/
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/：
もう少し早い時間帯が良かった, 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
参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation
■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation：
大学に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
1

■語学関係の準備/Language preparation：
TOEIC 900~
費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad
■参加するために要した費用/Expenses of participation：
0

円/JPY

0

円/JPY

2,000

円/JPY

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.)

教科書代・書籍代/Textbook / Book
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）/
■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?：

プログラムを振り返って/Reflection
■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：
なし
■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)：
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：
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

2

or publications which were useful

while preparing for or during program：

なし

3

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： 2021/12/9
■ID：D21015
■参加プログラム/Program： U7+ Worldwide Student Forum 2021
■ プ ロ グ ラ ム 情 報

/Program

info.

：

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

U7studentforum2021.html

https://www.ucl.ac.uk/global/u7-worldwide-student-forum-2021
■派遣先大学/Host university： ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）
■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 2021/7/21 ～ 2021/11/3
■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：
夏休み期間中であったため。
■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?：
世界各地の学生と交流したかった。
プログラムについて/About the program you participated in
■概要/Overview：
プログラムは気候変動と環境保護に関する講演、学生交流のイベントという 2 種類の活動に大別される。
学生交流のイベントにおいては、学術的な議論をするものと、カジュアルな意見交換をするもの両方ある。
■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:/

Linkedin や Whatsapp でグループを作った。
■週末に課題はありましたか。また、予習や復習をしましたか/
事前課題のビデオを観て予習をした。そしてグループでレポートを作成した。
■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/：
もう少し早い時間帯が良かった
■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/：
ちょうどよい
参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation
■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation：
UTAS 上で申請手続きをし、東大からの推薦をもらう。そのあと主催者からの指示に従えば良い。
■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
1

■語学関係の準備/Language preparation：
参加前の語学レベル：TOEFL105 点
費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad
■参加するために要した費用/Expenses of participation：
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

0

円/JPY

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.)

ン環境整備に要した費用（Wi-Fi
等）/
■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?：

プログラムを振り返って/Reflection
■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：
気候変動に関する知見を深めることができ、他の大学の学生からたくさんの刺激をもらえた。
そして自分の英語力の不足を感じさせられた。日常会話だけでなく、学術的な議論にもついていけるよう
に頑張りたいと思った。
■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：

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：

2

活動内容やイベントのテーマに興味があるかどうかを、一度自分に確かめてから参加を決めた方が良い。
■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
while preparing for or during program：

UCL のホームページにて過去の活動報告書を読んだ。

3

or publications which were useful

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： 2021/11/30
■ID：D21016
■参加プログラム/Program： U7+ Worldwide Student Forum 2021
■ プ ロ グ ラ ム 情 報

/Program

info.

：

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

U7studentforum2021.html

https://www.ucl.ac.uk/global/u7-worldwide-student-forum-2021
■派遣先大学/Host university： ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）
■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 2021/7/21 ～ 2021/11/3
■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： 博士 1 年
■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate：
夏休みで暇だったので参加しました。
■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?：
私は気候変動など社会問題に興味を持っており、社会貢献的な活動をしたいという理由から参加しまし
た。プログラムを Go Global website で見かけたとき面白いと思ってたからすぐにプログラム申請をした。
プログラムについて/About the program you participated in
■概要/Overview：
U7+ Worldwide Student Forum 2021 は、世界中の学生と交流できる機会であり、今年のプログラムで
は 、 世 界 中 の 学 生 と つ な が り 、 Climate Change: Intergenerational Conflict or Intergenerational
Alliance?のテーマについて一緒に解決を探るプログラムである。印象に残ったセッションは、海外の学生
とディスカッションするセッションでした。
■プログラム外で行った交流活動をすべて教えてください/Activities you took part in other than this program：
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
than this program:/

オンラインで行ったから。
■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/
ディスカッション以外の時間はテーマについてリサーチなどをしていました。
■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/：
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/：
長い
参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation
■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation：
1

of the activities you chose in other

氏名 (First name、Family name）、所属学部、学年、連絡の取れるメールアドレス、学籍番号のほか特に
ありません。
■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：
氏名 (First name、Family name）、所属学部、学年、連絡の取れるメールアドレス、学籍番号のほか特に
ありません。
■語学関係の準備/Language preparation：
語学資格が求められてなかったため、特に準備はなかった。
費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad
■参加するために要した費用/Expenses of participation：
0

円/JPY

0

円/JPY

5,000

円/JPY

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.)

教科書代・書籍代/Textbook / Book
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）/
■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments：
特にお金かかりませんでした。

■プログラム参加のための奨学金の受給有無/Scholarships to participate：
受給しなかった
■奨学金の支給機関・団体名等/Name of the source of the scholarships：
■受給金額（月額）/Monthly stipend：
■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend：
■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?：

プログラムを振り返って/Reflection
■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts：
このプログラムを通じて、世界の気候変動という問題についてよく理解することができ、自分も世界の気候
に貢献をしたいと思います。
■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or
job hunting：

2

将来も気候変動のような社会問題に取り組みたく世界を住みやすいところにしたいと考えており、今後の
キャリアでは社会貢献的な活動ができればと思います。
■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)：
民間企業, 起業
■今後参加を考えている学生へのメッセージ、アドバイス/Any messages or advice for future participants：
自分の興味に合うプログラムを探し、計画をちゃんと立てることが大事だと思います。
■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
while preparing for or during program：

特にありません。

3

or publications which were useful

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： 2021/11/29
■ID：D21017
■参加プログラム/Program： U7+ Worldwide Student Forum 2021
■ プ ロ グ ラ ム 情 報

/Program

info.

：

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

U7studentforum2021.html

https://www.ucl.ac.uk/global/u7-worldwide-student-forum-2021
■派遣先大学/Host university： ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）
■プログラム期間/Program period（MM/DD/YYYY）： 2021/7/21 ～ 2021/11/3
■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 工学系研究科技術経営戦略学専攻
■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 博士 3 年
■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate：
I would like to participate with U7+ and connect with other G7's university students.
■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?：
I would like to participate with U7+ and connect with other G7's university students.
プログラムについて/About the program you participated in
■概要/Overview：
なし
■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:/

I would like to participate with U7+ and connect with other G7's university students.
■週末に課題はありましたか。また、予習や復習をしましたか/
あり
■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
参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation
■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation：
なし
■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：
4

なし
費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad
■参加するために要した費用/Expenses of participation：
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

0

円/JPY

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.)

ン環境整備に要した費用（Wi-Fi
等）/
■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?：

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

5

or publications which were useful

なし
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