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： 2021/12/16
■ID： D21086
■参加プログラム/Program： AUA Lecture Series 2021: Young Asian Economists
■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-shortAUAlectureSeries2021.html

■派遣先大学/Host university： N/A
■プログラム期間/Program period

（MM/DD/YYYY）：

9/2/2021 ～ 12/16/2021

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 経済学部
■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：
AUA のレクチャーシリーズはこの時期しかなかったため。
■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?：
アジアにもコロナのもとでの経済にも興味があったため参加を決めました。ただ、留学プログラムは他大
生・海外の学生との交流という醍醐味もあるので、オンラインであり交流は難しそうだったため若干は迷い
ました。
プログラムについて/About the program you participated in
■概要/Overview：
アジア大学連合主催のオンラインプログラム。オンラインゆえなかなかインタラクティブには出来ませんで
したが、ソウル大学の教授の講義のときは比較的インタラクティブで特に楽しかったです。
■プログラム外で行った交流活動をすべて教えてください/Activities you took part in other than this program：
参加者同士（東大生含む）の連絡先交換, 参加者同士（東大生含む）と意見交換
■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください /Details

of the activities you chose in other

than this program：

ズーム飲み会、打ち上げ
■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?：
一回ありました。その回は予習をグループで行いました。
■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/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
■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation：
1

UTAS から、参加志望理由などを記入して提出しました。
■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo：
ゼミの先生方から参加許可を事前に頂きました。
■語学関係の準備/Language preparation：
TOEFL101 点です。
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

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

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：

■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：
海外大学生のレベルの高さを身を以て実感でき、非常に刺激になりました！
■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or
job hunting：

実際にオフラインで留学をしたいモチベーションが高まりました。
■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)：
研究職
■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：

2

オンラインで負担も小さく普段学べないことを学べるため、積極的に参加してみるのが良いと思います！
■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：

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： 2021/12/17
■ID： D21087
■参加プログラム/Program： AUA Lecture Series 2021: Young Asian Economists
■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-shortAUAlectureSeries2021.html

■派遣先大学/Host university： N/A
■プログラム期間/Program period

（MM/DD/YYYY）：

9/2/2021 ～ 12/16/2021

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 法学部
■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：
「コロナ後のアジア経済」というテーマにちょうど興味を持っていた。また、自分自身の就職活動が来年以
降本格化する予定なので、このようなプログラムに参加できるのは今しかないと考えたため。
■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?：
もともと、学部 3 年次の留学を考えていたが、コロナで応募自体を諦めてしまった。しかし、国際交流活動
に携わりたいと考えていた折に大学の HP でこのプログラムを知り、また、国際政治経済に関心を持ってい
たことも相俟って参加を決めた。就職活動（特に国家公務員試験教養区分）を同時並行で進めていたた
め、両立できるか不安ではあったが、今しかできないと思い、8 月に最終的に参加を決めた。
プログラムについて/About the program you participated in
■概要/Overview：
毎週木曜 20 時～1 時間半ほど、講義・質疑応答という形で開催された。オムニバス形式で、毎回、異なる
大学の先生方が自国のコロナ禍の状況と自身の研究分野に関連した内容で講義を行ってくださった。特
に事前準備などは無かったが、その分、質疑応答の時間に積極的に発言するようにした。いずれの講義
も特徴的で大変勉強になったが、とりわけ、初回の「コロナによって経済格差を縮小したのか拡大したの
か」というテーマの講義が大変印象に残っている。
■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、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、コロナが収まった時期に、東大からの参加者の学生と一度対面でご飯会を行い、交流
を深めることができた。
■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：

プログラム開始後すぐ、東大の他の学生とオンラインで顔合わせ兼交流会を行った。また、課題が出され
た回について、東大の他の参加者と週末にオンラインで集まって準備をした。
■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/ Did you have assignments during your weekends?：
初回を除き、特になかった。
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■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/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
■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation：
応募理由書を UTAS 上で提出した。プログラム参加にあたって、自分自身が興味を持った理由とそのプロ
グラムを通じて何を学びたいかを書いた。
■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo：
特になし。
■語学関係の準備/Language preparation：
参加前の語学レベル：TOEFL102 点・TOEIC955 点
特に語学要件は課されていなかった。しかし、プログラム自体は英語で行われ、ディスカッションなどもある
と伺っていたので、継続的に英語力（リーティング・リスニング・スピーキング）を高めるよう心掛けていた。
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

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

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：

■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?：

2

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：
参加に当たって、コロナ禍におけるアジア各国の経済状況への知見を深めるという目的については、非常
に満足している。それぞれの講義で異なる視角からコロナの影響を捉えるとともに、自国に立ち返って状
況を考察することができ、視野を広げることができた。また、他の学生の質問などを聞いていて、国ごとに
注目している点がだいぶ異なることも実感できた。また、東大・他大学の参加者と交友関係を広げるという
目的については、オンラインでの開催に鑑みて満足しているものの、もう少しオンライン上で話す機会があ
ればより仲を深められてたのではないかと感じている。
■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：

元々国家公務員志望であり、それに変化はない。しかし、コロナ後の日本を考えるうえで、経済に今どんな
課題があり今後どんな変化が生じ得るかという点について、様々な視角を学ぶことができた。これらは、国
家公務員として自分が携わっていく業務において随所随所で思い出すことになると考える。また、他国の
事例に触れたり、他国の先生・学生と関わる中で、やはり自分が日本人であるということは何度も自覚し、
国家公務員という選択意思はより強くなったと思う。
■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)：
公的機関
■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：
コロナ禍で制約が多い中で、すこしでも何か新たな刺激・学びを得たいという気持ちがあればぜひチャレン
ジすることをお勧めします！
■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：

Go Global Web 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： 2021/12/16
■ID： D21088
■参加プログラム/Program： AUA Lecture Series 2021: Young Asian Economists
■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-shortAUAlectureSeries2021.html

■派遣先大学/Host university： N/A
■プログラム期間/Program period

（MM/DD/YYYY）：

9/2/2021 ～ 12/16/2021

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 農学生命科学研究科
■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：
時間的余裕がある。
■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?：
自分の研究内容と関連しております。
プログラムについて/About the program you participated in
■概要/Overview：
多くの国から先生方が講義を担当しており、経済学に関する新しい知見を明らかにしました。
■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：

検討会
■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?：
特にありません。
■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/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
■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation：
参加動機及びこれまでの成績表などを UTAS で提出する必要があります。
■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo：
申請前、指導教員の承諾が必要です。
1

■語学関係の準備/Language preparation：
英語（TOEFL・TOEIC など）
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

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

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：

■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：
アジアを対象として経済的な視点から多くの社会的課題を解析しています。
■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or
job hunting：

多くのアジア（AUA）大学での先生方の講義及び分析方法などを勉強することで、将来の就職活動をよく考
えていきました。
■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)：
研究職
■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：
有意義なプログラムなので、機会があれば是非参加してくださいね。
■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

2

for or during your time overseas：

特にありません。

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： 2021/12/16
■ID： D21089
■参加プログラム/Program： AUA Lecture Series 2021: Young Asian Economists
■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-shortAUAlectureSeries2021.html

■派遣先大学/Host university： N/A
■プログラム期間/Program period

（MM/DD/YYYY）：

9/2/2021 ～ 12/16/2021

■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)
■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：
英語の重要性を意識し出したタイミングだったからです。
■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?：
参加を決めたのは、英語を実際に使う経験を積み、また海外の方とのコミュニケーションをとりたかったか
らです。
プログラムについて/About the program you participated in
■概要/Overview：
各国の教授がコロナ前、現在、将来の経済について、講義をしてくださいます。基本、生徒は聞くことが多
く、質問があればいつでも質問できます。ディスカッションもありました。
■プログラム外で行った交流活動をすべて教えてください/Activities you took part in other than this program：
参加者同士（東大生含む）の連絡先交換、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：

東大生の参加者で一緒に課題をしました。また、実際に対面で会って、交流を深められています。
■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/ Did you have assignments during your weekends?：
課題がある講義もありました。13 の講義中、2 つについて、レポートがありました。事前にファイルが共有さ
れたときは、予習をしていました。
■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/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
1

■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation：
UTAS での申請で、志望理由と自己の特徴について提出しました。しっかりと自分の強みや学びたいことを
明確にした方が良いと思います。
■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、所属学部に連絡は必要ありません。
■語学関係の準備/Language preparation：
参加前は英語をあまり使っておらず、慣れが足りないと考え、英会話を自主的にはじめました。聞き慣れる
ことは大切だと思います。
費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad
■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

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

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：
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：
参加したことによって、英語への抵抗感が減りました。英語で講義を受けることで、英語を理解する対象、
というより理解する手段、としてより身近なものと捉えられるようになりました。
■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or
job hunting：
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国際的な視野を身につけることができました。英語についても抵抗感が弱まり、英語の向上心が強くなり
ました。キャリアでは、英語を用いて海外の色々な人と交流していきたいと思います。
■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)：
公的機関、民間企業
■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：
英語に自信がなくても、参加する意義は非常に大きいと思います。この講義を通して、英語力も国際理解
も大きく向上しました。
■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：

特に使っていません。

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： 2022/1/7
■ID： D21090
■参加プログラム/Program： AUA Lecture Series 2021: Young Asian Economists
■プログラム情報/Program info.： https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-shortAUAlectureSeries2021.html

■派遣先大学/Host university： N/A
■プログラム期間/Program period

（MM/DD/YYYY）：

9/2/2021 ～ 12/16/2021

■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)
■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：
I chose to participate in this program because I was really curious about economics, and I wanted to make
friends with people from other countries/schools. Sadly, due to Covid we were not allowed to travel freely
and thus I joined this online program.
■参加を決めるまでの経緯/How and why did you decide to participate?：
I wanna know more people from other places, and I decided to join in August because it was summer
holiday and I had more time to prepare for the application.
プログラムについて/About the program you participated in
■概要/Overview：
Basically, every week a different professor would give lecture on economical problems related to their
home country and Covid. Sometimes we had prep work before the lecture, like reading a paper or so, but
for most of the time there was no prior work. Some lectures included discussion time, but the professors
wouldn't force you to speak. The final assignment were two 1000 words essay on a chosen topic, and that
was the challenging part. Attendance also counted, so everyone had to attend at least 11 lectures.
■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：

We exchanged our contacts on LINE and WhatsApp, and met once over zoom before the first lecture
started. However, since there were no group work for most of the time, we didn't speak much after that
lecture.
■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?：
No homework over the weekend.
■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
slot (time-zone difference)：
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did you think about the program time

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?：
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：
I applied through UTAS, and we had to fill in our grades and reasons for joining this program. The reasons
part were quite long, and I think I wrote about how I became interested in Economics and how this program
would help me fulfil my goals.
■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：
I am not sure about this because I don't have an advisor yet, and PEAK classes are quite chill.
■語学関係の準備/Language preparation：
Since English is the only language used in this program, and I have been learning this language for some
time now, I didn't prepare much.
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

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

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：
I don't think there is any cost, as it is entirely online and you can take it anywhere as long as you have
mobile data/wifi.
■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?：
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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：
I became acquainted with other participants from UTokyo, and I am happy about this. I also used what I
learned in this lecture in one of my classes, and this is helpful. However, I failed to make friends with people
from other countries.
■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：

This program increases my interest for economy, but I am not sure if this is something that I wanna do as
I am also interested in science/engineering.
■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)：
研究職
■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：
I think this program can help you understand more about economics and social problems in different
countries. The professors are all friendly and helpful. However, if your goal is to make new friends then this
program might not be the best because it is online and there aren't many discussion time.
■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：

N/A
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