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： 2022/1/28
■ID： D21094
■参加プログラム/Program： 5th AEARU Winter Abroad Program 2021 at Yonsei University
■ プ ロ グ ラ ム 情 報 /Program

info.

：

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

ONLINE2021.html

■派遣先大学/Host university： 延世大学校
■プログラム期間/Program period

（MM/DD/YYYY）：

12/27/2021 ～ 1/14/2022

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 工学部
■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：
冬季休暇で時間があったため。午前中、午後どちらのコースもあり、柔軟にスケジュールを調整することが
できると考えたため。
■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?：
韓国の文化や教育に興味を持っており、韓国の大学には興味があった。ちょうど 11 月ごろに本部国際交
流課で募集を行っていることを知り、申し込んだ。参加にあたって、特に迷うことはなかった。
プログラムについて/About the program you participated in
■概要/Overview：
授業は朝の 9:30 から 12:00、平日は毎日行われており、3 週間のプログラムだった。復習は必須で、小テ
ストも頻繁にあったが、なかなか復習の時間が取れなかった。生徒は 10 人ほど参加しており、皆熱心に取
り組んでいた。延世大学校はオプションとして、韓国料理や韓国語の書道の講座も開いており、それに参
加した。
■プログラム外で行った交流活動をすべて教えてください/Activities you took part in other than this program：
特に何もしていない。
■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください /Details

of the activities you chose in other

than this program：

オンラインだったので、授業以外での参加者同士の交流はなかった。
■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/ Did you have assignments during your weekends?：
課題はあった。復習は必須だったが、本所属の授業とも一部被っておりこなすのが困難だった。
■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/How

did you think about the program time

slot (time-zone difference)：

ちょうど良かった。
■週プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/How was the length of the program?：
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
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■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation：
東京大学の本部国際交流課のホームページから、直接募集を行っていることを知った。本部国際交流課
に個人情報と参加したい旨を伝え（ホームページに記載あり）、手続きを行った。延世大学校への手続き
は指示がメールでくるので、それに従った。送金に手間取ったため、外貨をすぐに送金できる wise というサ
ービスを使った。教材は講座内で指示が出る。しかし、韓国の通販だったため日本では手に入れることが
できなかった。フリマで検索するべきだったと後悔している。
■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：
特に行っていない。
■語学関係の準備/Language preparation：
特になし。韓国語の授業だったため、英語能力は不問だった。
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：
主催大学への支払い（授業料・施設利用料な

80,000

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

0

円/JPY

ど）/Payment to host institution (tuition, facilities fee, etc.)

に要した費用（Wi-Fi 等）/ Cost for online
environment to participate in the program (Wi-Fi,
etc.)

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments：
協定大学のため、通常の金額（約 160,000 円）の半額ほどで参加できた。
■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：
新しい文化に触れることができたことが一番の収穫だった。
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韓国と日本は言語体系や文化が似ているが、やはり随所で違いを感じた。また、私以外の学生は中国、
シンガポール、アメリカから来ており、韓国への関心が世界的に集まっていることが実感できた。
■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：

韓国の文化や社会についてもう少し知りたいと思うようになった。キャリアにつながるかはわからない。
■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)：
未定
■今後留学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：
東京大学の授業を受けていればわかると思いますが、オンラインプログラムでは自分でスケジュール管理
や学習を継続的に行おうという気持ちがないとなかなか難しいです。一方で、授業料を低く抑えられるとい
うメリットも大きいので、やる気のある人はぜひ挑戦してみるといいと思います。
■準備段階や留学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 your time overseas：

本部国際交流課のホームページ、延世大学校のホームページ
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