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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： 2022/3/21 

 

■ID： D21136 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 

■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： 

春休みに実践的な英語力を身につけたかったから。 

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

告知メールを見て、日本にいながら視野を広げられる経験に興味を持った。授業・研究との兼ね合いが不

安だったが、翌週担当教授に相談し OK を頂いた。 

 

 

■概要/Overview： 

アメリカ・カリフォルニア州の政治経済など幅広いトピックを扱った。各講義前に事前課題の記事を読み、

講義時間に教授や TA 学生とのインタラクティブなやりとりを通して実践的な議論を行った。講義後の小テ

ストやグループ課題は、内容の理解を深めるのに役立つものであった。最後のディベートは本プログラム

の集大成となる課題であったと感じる。 

■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 

■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： 

主に課題の準備を共に行いました。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

グループメンバーが全員揃わなかったり、互いに様子を伺った雰囲気もあったところです。 

■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/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

■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 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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誓約書等の基本書類に加え、自身について語学証明書・自己アピール文・志望理由を書き起こした。ま

た、外部の大学を卒業していたため、学部時代の窓口へ行って GPA つき成績証明書を早めに用意する必

要があった。 

■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： 

配属研究室の教授に参加許可をとった。春休み期間のため授業履修とは被らないが、研究計画と並行す

る工夫が必要だった。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

本プログラムに参加する特別な準備は行わなかったが、日常の日本語環境から英語脳に切り替えるメリ

ハリを意識した。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

これまで馴染みのなかったアメリカやカリフォルニア州について大まかなイメージを持つようになったこと、

将来への興味が湧いたことにとても満足している。一方春休み期間に自身の研究活動と並行する時間管

理の難しさを強く感じた。願わくば本プログラムで興味を持った内容に没頭できるような自由さがあればと

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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個人的に思っていた。 

■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： 

リーダーシップ能力は世界共通のものであり、自身の能力を磨くことで、地域を限定することなく社会貢献

したい場所(企業)で働きたいとより強く感じた。 

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

 

■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： 

少しでも気持ちに引っ掛かるところがあれば、行動してみるべきだと思います。新たな気づきや仲間との出

会いが待っています。 

■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： 

特に参考にはしていませんでした。 
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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： 2022/3/17 

 

■ID： D21137 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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： 

春休みで授業などがなかったから。 

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

自分の英語力の向上を目指し、プログラムを見た瞬間に参加を決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

講義を受け、それに対して質問する形式。またその後に現地の学生と話す機会があった。私が印象に残っ

たのはリーダーシップの授業である。大変参考になった。 

■プログラム外で行った交流活動をすべて教えてください/Activities you took part in other than this program： 

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換, 参加者同士（東大生含む）と意見交換, 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： 

ディベートに向けた東大生同士の準備 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

そこまで積極的に議論に参加できなかった。 

■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/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

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

UTAS において、参加フォームを記入した。 

■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： 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

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


2 

なし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

スピーキングに不安があったので、スピーキングの参考書を読んだり、自分で話す内容を用意したりして

いた。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

英語を学ぶと言う本来の目的はそれなりに達成できた点は良かった。その上、リーダーシップの講義にお

いて、自分が悩んでいた「魅力的な人間とは何か？」と言う問いに対しての答えを見つけられたように思

う。この点は思わぬ収穫であった。 

■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： 

海外での働き方を検討するようになった。 

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

金融機関 

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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■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： 

迷ってるくらいなら参加するべきだと思います。後悔は全くないです。 

■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： 

TOEFL Speaking 
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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： 2022/3/21 

 

■ID： D21138 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 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： 

春休みの時間を有効に利用できるし、また、この時期は将来の進路について迷っているため、海外のプロ

グラムに参加して、色々交流したり、視野を広げたいです。 

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

プログラムの内容、時期を見て、迷いなく第一志望として応募しました。 

 

 

■概要/Overview： 

毎週 2 回（毎回 5 時間くらい）です。授業（ゼミ、講義）だけでなく、ワークショップ、チームワークなど多彩な

スケジュールでした。授業の直前と直後はセミナーが設けられ、UCSD の TA さんと授業の内容やキャンパ

スライフなどについて色々交流しました。授業後はテストがあります。印象に残っている授業は、ビジネス、

リーダーシップに関するレクチャーです。知識を得たほか、MBTI のテスト結果と教授の説明によって、自分

に向けた仕事、将来の進路なども知ることができ、自分のことがより分かった気がします。 

■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, 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： 

学生同士のライングループに入って、色々交流しました。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

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/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

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 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

オンラインプログラムが始まる前に、UCSD から色々な準備のご連絡があり、例えば、MBTI という性格の

試験を受けるとか、向こうの大学のアカウントをログインするとか、プログラムの情報が入っている大学の

アプリをダウンロードするなどの準備をしました。 

■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： 

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

参加前は TOEFL と通訳資格を持っています。特に語学関係の準備をしていなかったです。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

1,000 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

コロナの関係で、研究室の関係者と話す以外は、交流する機会があまりないです。特に他大学の方々と

話すことが珍しくて、閉じ込められて、徐々に視野が狭くなっている気がします。実は、参加する前に、自分

のキャリアに対して迷っていました。今回のプログラムのおかげで、個人に色々な可能性があることを信じ

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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て、ポジティブに物事を捉え、キャリアも授業のおかげで明確になりました。 

■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： 

自分の専門の可能性とキャリアの多様性に気づきました。また、将来就きたい仕事に対して、どのような

準備をすべきなのかも勉強しました。 

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

専門職（法曹・医師・会計士等） 、外資系企業で、経済・金融関係の研究仕事をしたいです。 

■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： 

英語力に自信がなくても、ゆっくり話したり、質問したりすることが大事です。お互いの交流が一番です。そ

うしたら、徐々に語学が向上できます。 

■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： 

UCSD のプログラムのオフィシャルサイトです。どうようなところであろうか、スタッフは何人いらっしゃるの

かなど色々調べました。 
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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： 2022/3/22 

 

■ID： D21139 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 

■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： 

Because I have a spring vacation and I want to make full use of this time. 

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

I like UCSD and America. 

 

 

■概要/Overview： 

I like the debate between our students in English and I learned a lot of professional speaking skills. 

■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 Exchange contact information with other participants (incl. 

participants from UTokyo), 参加者同士（東大生含む）と意見交換  Exchange opinions with other 

participants (incl. participants from UTokyo), 参加者同士（東大生含む）と予習や復習 Prep and review 

with other participants (incl. participants from UTokyo) 

■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： 

特になにもしてない。N/A 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

Yes I need to improve my oral English. 

■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)： 

もう少し遅い時間帯が良かった。 The later, the better 

■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/How was the length of the program?： 

短い。  It was short. 

 

 

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

I don’t have any advice. 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo： 

I asked my professor to allow me to join this program. 

■語学関係の準備/Language preparation： 

I think we need more than 80 points of TOEFL and it will be good for us to understand what we will learn 

from this program. 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

No. 

 

■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。No, I did not receive any. 

■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： 

I am so happy to have this special experience even though I didn’t go to America. 

■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： 

I got more confidence. 

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

研究職 Research career、I want to get a phd. 

■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： 

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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It’s not perfect but it’s such a good experience. 

■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： 

No. 
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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： 2022/4/4 

 

■ID： D21140 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 

■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： 

Because I have free time during the winter vacation. 

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

Because I have time during winter vacation. 

 

 

■概要/Overview： 

very interesting topic on American politics/climate change taught in a very interactive way. 

■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 Exchange contact information with other participants (incl. 

participants from UTokyo), 参加者同士（東大生含む）と意見交換  Exchange opinions with other 

participants (incl. participants from UTokyo) 

■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： 

 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

think of a brand idea/marketing 

■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。 Proper 

■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 Proper 

 

 

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

apply from school 

■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 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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class registration, credit score, TOEFL/TOEIC score 

■語学関係の準備/Language preparation： 

TOEFL/TOEIC 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。No, I did not receive any. 

■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： 

I learned more about us politics and us constitutions 

■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： 

none 

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

 

■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： 

 

■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 

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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for or during your time overseas： 
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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： 2022/3/15 

 

■ID： D21141 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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： 

アメリカ大学院の講義を体験し、歴史、文化及び政治経済などに関わる諸知識を学びたいからです。 

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

このプログラムは、私の専攻と深く関連しておりますので、申請することにしました。 

 

 

■概要/Overview： 

このプログラムでは、予習資料があり、宿題もあります。一番印象に残っていたのは、グループワークでし

た。すごく楽しかったです。 

■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, 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： 

プログラム時間以外、宿題をめぐって一緒にグループディスカッションを行いました。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

課題は、主に Group Project です。例えば、we have discussed how to develop a business strategy or 

whether extroverts make better leaders 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/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

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

英語能力証明書及び応募理由などを UTAS で提出する必要があります。 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo： 

特にありません。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

TOEIC あるいは TOEFL のスコアが必要なので、準備してください。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

特にありません。 

 

■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： 

コミュニケーション力が前より高められて、プログラムで学んだことを生かして社会に貢献して行きたいと思

っています。 

■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： 

将来、機会があれば海外で就職したいです（短期間）。 

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

研究職、大学の先生（開発経済学分野） 

■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： 

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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自分の夢を持って頑張ってください。 

■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： 

特にありませんが、留学先のウェブサイトなどの資料をよく調べてください。 
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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： 2022/3/18 

 

■ID： D21142 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

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

■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： 

春休みで時間に余裕があったため。 

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

春休みに時間があったため、英語力の強化と留学への動機付けに参加することにした。バイトや他の予

定との兼ね合いを考えてこのプログラムが一番問題なく受講できそうだったため、参加を決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

毎時間前に授業に関係した資料が配られ、事前に目を通してプログラム最初にグループに分かれてディ

スカッションをする時間がある。その後、教授の講義を聞いた後、再度小グループに分かれてディスカッシ

ョンする。また、前回の講義の内容を確認する小テストもある。 

■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, 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： 

グループホームワークやディベートの準備のため、メンバーと zoom 等を用いてプログラム外の時間に打ち

合わせすることがあった。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

他の参加者に比べて英語の speaking 能力が足りていないと感じた (しかし、英語能力よりもコミュニケー

ション能力の方が重要であることも感じた) 。 

■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。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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

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 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

メールでの連絡に従い、web 上の ucsd のサービスである canvas のアカウントを作った。 

■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： 

特になし。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

現地の学生との交流が多かったことに満足している。自分の英語がある程度通じることがわかり自信を深

めることができた。 

■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： 

留学に興味を持つと同時に英語能力の向上の必要性を感じた。 

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、アカデミアの研究職につきたいと考えている。 

■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： 

オンラインでも十分プログラムを楽しむことはできるため、参加を迷っている方は参加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： 

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： 2022/3/17 

 

■ID： D21143 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 

■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： 

修士論文提出後だったから。 

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

修士課程在籍中に留学を考えていたがコロナによりできなかったため、就職前にせめてこれくらいは体験

しておきたいと思い申し込んだ。ただ、学会準備等に追われている時期でもあったので、ギリギリまで申し

込むか迷った。 

 

 

■概要/Overview： 

毎回、1 人の教授が講義をしてくださり、その前後には現地大学の学生が TA となってグループごとにフォ

ローアップセミナーが行われた。予習は各回の講義内容に関連する文献を読んでくること(分量は A4 数ペ

ージ)。また、各回終了後に確認テストもあった(5 分程度で終わるもの)。週末にグループ課題があった。 

■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： 

週末のグループ課題を行うために、連絡を取り合った。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

予習課題(文献を読んでくる)、復習課題(クイズ形式)、グループ課題(ビジネス案を作成、ディベート準備) 

■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。 一部、開始時間が早い日があり、もう少し遅くして欲しかった。 

■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

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 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

本部へ申請書を提出する必要があった。参加を希望する理由を書くことと、指導教員からの承諾を得るこ

と(該当者のみ)が必要だった。手間のかかる手続きではなかった。 

■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： 

指導教員からプログラム参加への承諾を得た。特に問題はなかった。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

TOEIC850 点程度。参加前に毎日海外ドラマを英語で視聴していた。語学力に不安がある人は、高校時代

に使っていた単語帳を見直すなど、何かしら取り組んでいると少し不安感は薄れるかもしれない。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

5,000 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

現地に行きたいのに行けないということで、モチベーションが下がってしまった。 

■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： 

今後も外国語でコミュニケーションをとる機会を意識的に作っていきたいと思うようになった。 

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)： 

民間企業、小売業界 

■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： 

参加へのハードルは低いので、少しでも興味があれば申し込んでみても良いと思う。ただし、参加するから

には自分の殻を破るつもりで、意欲的にプログラムに臨んでほしい。 

■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： 

特になし。 



1 

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： 2022/3/17 

 

■ID： D21144 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 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： 

春休みは時間があったから。 

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

サマープログラムが有意義だったから。 

 

 

■概要/Overview： 

メイン授業とその前後のセミナーで構成されており、著名な先生方がお話しくださって興味深かった。 

最後の 2 回は討論をした。 

■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： 

ライングループ、討論の意見交換、授業の準備 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

毎回のクイズと週末課題 

■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。 

■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

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

個人情報、志望理由の提出 

■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 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

平均的な東大生のレベル 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

ネイティブの英語の難しさを知った。本当は全部参加したかったが災難に見舞われて残念だった。 

■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： 

このままだと英語のネイティブと生活するのは厳しいと思った。 

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

民間企業、決まっていない。 

■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： 

目標を持って取り組みましょう。 

■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 

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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for or during your time overseas： 

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： 2022/3/17 

 

■ID： D21145 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 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： 

特になし、内容に興味があったから。 

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

英語力を磨きたかったので参加した。参加するかどうかは特に迷っていない。 

 

 

■概要/Overview： 

講義→ブレイクアウトルームでディスカッション→クイズ回答の流れだった。 

アメリカの法律、カリフォルニアの法律、リーダーシップについて、など色んな授業があって面白かった。専

門的な知識もある程度身についた。 

最後の授業では今までの講義に関するディスカッションを行ったので、復習にもなり良かった。 

■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： 

課題を協力して行った。 

ズームでディスカッションの準備をした。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

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/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

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 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

特になし。 

■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： 

なし。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

英語の授業の雰囲気などがわかった、留学をして、英語の授業を受けるためにはもっともっと英語力を高

めないといけないことに気づいた。 

■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)： 

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、コンサル 

■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： 

迷わずに参加してみてください。必ず得られるものがあるので。 

無駄にはなりません。 

■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： 2022/3/18 

 

■ID： D21146 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 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： 

春休みにあたるため。 

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

海外進学を目指しているため参加しました。夏休み後すぐ、早期に申し込む事を決めました。 

 

 

■概要/Overview： 

事前の課題や資料を読んで予習し、授業を複数回聞いて復習した。 

■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 

■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： 

学部での授業について上級生に聞きました。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

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/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

短い。 

 

 

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

UCSD から送られたメールや事前の指示に従い、いくつかの手続きをオンライン上で行った。 

■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： 

特に行っていません。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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海外のニュースなどで学習をしていました。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

以前より積極的に行動できたため。 

■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： 

大学院への留学について具体的なイメージが持てました。 

■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： 

悩む前に申し込みを提出す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： 

国際交流課の Go Global Website 

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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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： 2022/3/23 

 

■ID： D21147 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 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： 

1 年生の春休みが一番時間的な余裕があり、将来考えている交換留学への良いステップになるだろうと考

えたため 

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

将来的に交換留学を考えており、1 年の間に何かステップを踏んでおきたいなと思い、参加を決めました。

参加は 2,3 ヶ月ほど前から考えていました。 

 

 

■概要/Overview： 

予習：その週の授業に関する読み物が宿題 約 30 分程度  

授業：UCSD の学生とプレセミナー(宿題に関する議論)(30 分)→教授による講義・Q&A(2 時間)→UCSD の

学生と授業に関する議論(30 分)→前回の授業に関するテスト(10 分) 

復習：次回のテストに向けた復習(各自) 

■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： 

参加者(東大生)と LINE を交換し、Zoom を用いてミーティングを開くなどして、プレゼンテーションに関して

打ち合わせを行いました。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

次回の講義に関する著作を読む課題が出されました。 

■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)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

プログラムについて/About the program you participated in 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

UTAS での手続き以外にはなし。語学レベルの証明として英検の合格証明書を提出した。 

■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 UTokyo： 

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

英検１級の合格証明書を提出した。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

将来的な交換留学に向けて、海外大学で学ぶ雰囲気やビジョンがよりはっきりと見えるようになった気がし

ます。また、最終回での Graduate School Admissions Workshop を受け、将来的なキャリアについても改め

て深く考え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 

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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job hunting： 

自分はまだ将来のキャリアが決まっていないですが、最終回での Graduate School Admissions Workshop

を受け、将来的なキャリアについて様々な選択肢、今やるべきことを教えていただき、今後の参考になりま

した。 

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

 

■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： 

語学レベルに関してはそこまで心配はいらないと思います。事前に募集要項などをよく確認することをお勧

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： 

東京大学 Go Global Website  
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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： 2022/3/21 

 

■ID： D21148 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 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： 

一年の春休みは比較的時間が取れるから。 

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

春休みを有意義に過ごしたいと考え、説明会後すぐに申し込んだ。 

 

 

■概要/Overview： 

基本的に、予習、イントロのセミナー、授業、フォローのセミナーのサイクルを回すようなスケジュールだっ

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, 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： 

LINE での参加者同士の連絡と、zoom でのグループワークへの準備。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

予習資料の読解。 

■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)： 

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/How was the length of the program?： 

長い。 

 

 

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

UTAS に申請を提出し、選考通過後は先方や国際課から送られてきたメールの内容に従い、UCSD のアカ

ウントを登録した。 

■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： 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

特に行わなかった。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

やはり、オンラインだけでは留学の代替は難しいということを実感した。また、英語の授業なら何でも良い

訳ではなく、興味のある授業を取らないとあまり身に付かないと感じた。 

■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： 

参加者の方との交流を通して、自分には研究職よりも就職の方が合っていると考えるようになった。 

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

民間企業、まだ未定 

■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： 

プログラムの内容は吟味すべきだと思います。特にオンラインだと、一般の留学程の経験は得られないた

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 

め、授業本体の重要性が上がるので、授業のトピックが自分の興味に合致しているかは、早めに確認す

べきです。 

■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： 

語学力の不足により、deepl はかなり有効でした… 



1 

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： 2022/3/22 

 

■ID： D21149 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

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

■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： 

冬期休暇期間中だったから。 

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

冬期休暇は長くてやることが少なかったので参加しようと思いました。 

 

 

■概要/Overview： 

講義・フォローアップセミナー・クイズ回答という形で合計 6 回の授業が行われた。 

■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： 

グループ課題の共同作業などを議論した。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

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/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

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

主催大学のメールアカウント作成などをした。 

■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo： 

なし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

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

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

このプログラムで語学力が鍛えられ、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： 

海外留学への興味が高まった。 

■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： 

貴重な機会なのでぜひ参加してみてください！ 

■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： 

特になし。 

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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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： 2022/3/17 

 

■ID： D21150 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 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： 

生活に比較的ゆとりのある大学 1 年生のうちに自己研鑽をつみたかったから。 

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

募集が始まった段階で、将来留学も検討しているので短期プログラムでまずは経験を積みたいと思い、日

程の観点から最も都合の良いプログラムを選択した。 

 

 

■概要/Overview： 

事前に学内システムを通じて配布される予習用の文章を読み、セミナーに臨んだ。準備セミナーと復習セ

ミナーが授業の前後にあるので理解の助けになったと思う。オンラインにも関わらず、インタラクティブな授

業だった。 

■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, 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： 

最終ディベートの準備やグループ発表の準備などについて LINE で話し合った。事前のオリエンテーション

時に連絡先は交換した。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

小テストがほぼ毎日あった。加えて予習課題が事前配布されていた。 

■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/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

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 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

事前に派遣先の学内システムに登録する必要があった。 

■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： 

特に何もしていません。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

日ごろの語学学習を継続していただけです。派遣前年夏に TOEIC960 点でした。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

アメリカの大学での授業がいかに日本のものと違い、よりインタラクティブであるかということについて知れ

た事は非常に有意義であった。今後東京大学での授業においても積極性を持って取り組んでいこうと参加

前以上に強く思えるようになった。 

■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： 

国際的に活躍できる人材として社会に貢献するために、より具体的に考えるきっかけになったと思う。 

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、コンサルティングファーム 

■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： 

長期留学をするためには自分の英語能力が足りないのではないかと考えている学生も多くいらっしゃると

思います。しかし、そのような人こそこのような短期の留学プログラムを通じて実際に一歩踏み出してみる

ことによって自分の現在の実力を理解し、どのような力を高めていくべきかについて把握することができる

ようになると思います。非常にお勧めできるプログラムでしたので、参加を検討してみてはいかがでしょう

か。 

■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： 

今までの参加者のレポート 



1 

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： 2022/3/23 

 

■ID： D21151 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 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： 

春休み後半に TOEFL を受ける予定があったから。 

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

英語の練習が動機で、12 月上旬に参加を決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

予習は Reading。授業は、ディスカッションと講義が基本。不定期で、Campas tour やクイズ大会がある。 

■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, 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： 

LINEGroup の作成。Group 課題のための、意見交換、MTG を行った。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

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/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

長い。 

 

 

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

大学のポータルサイトへの登録のみ。 

■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo： 

なし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

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

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

英語を使うことが多か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： 

あまりない。 

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

研究職、まだ具体的には決めていない。 

■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： 

何事も挑戦してみるとよいと思います。 

■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： 

なし。 

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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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： 2022/4/4 

 

■ID： D21152 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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： 

春休みというまとまった時間を有意義に過ごしたいと考えたから。 

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

今年の秋から USTEP を利用して留学する予定なので、その前にアメリカの大学の授業に慣れ、そして英

語力をできるだけ向上させる良い機会だと思ったため参加を決めた。申請書類提出締め切りの前日に参

加を決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

様々な分野の教授陣によるレクチャー形式のクラスがメインを占める。質疑応答の時間も十分に準備され

ていたように思う。その後グループに分かれて大学院生の TA の方とのフォローアップがあり、一人一人意

見を求められた。 

予習は講義に関連した論文や本の一部などがあらかじめポータルサイト上にあげられるので、それを読む

ことになる。復習は特に要求はされなかったが、講義に関する簡単なクイズを解くことが復習になったと思

う。 

■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： 

最終日に行ったディベートのための準備。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

・ある product を宣伝するための marketing 戦略をグループでまとめた。 

・アメリカの裁判のシステムについての youtube 動画を見て学んだことや感想を書いた。 

・ディベートのための準備 

■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。 

プログラムについて/About the program you participated in 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

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

UTAS にて志望書を書いた。かなりシンプルな手続きなので特に問題はなかった。 

■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： 

特にない。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

夏休みに TOEFL のための勉強を行った。TOEFL の勉強は過去問や予想問題を解き復習を丁寧にするこ

とを心掛けた。また speaking は解答の参考 CD をよく聴いて覚えるようにした。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

実際に授業を受け十分に講義内容を理解することの大変さを理解できたので、今後の勉強のモチベーシ

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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ョンになった。秋からの交換留学に向けて自分の実力を知るという意味で非常に良い機会だった。 

■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： 

より海外との関わりのあるキャリアに興味を持つようになり、視野が広がったと思う。 

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

研究職、まだ具体的に決められていない。 

■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： 

オンラインということで非常にハードルが低く参加しやすいので、迷っているようであれば参加を決断して

みるのが良いと思う。 

■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： 

プログラム参加中: 特にディベートのための資料を集めるために Google Scholar を使った。 
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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： 2022/3/17 

 

■ID： D21153 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 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： 

次年度の語学学習の動機づけにしたいと思いました。また、週 2 日授業という点も無理なく続けられ、その

間モチベーションを保てると思いこのプログラムにしました。 

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

オンライン留学にはもともと興味があったが、値段が高く手を出せなかった。今回無料で受講できるとのこ

とだったので申し込もうと決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

毎回指定された文章を授業前に予習として読みます。授業はグループ単位で予習の確認・教授によるレク

チャー・授業のレビューと前回授業の小テストを行うというスタイルで、最後の 2 回授業では、複数のグル

ープに分かれ、各グループ 2 つのチームによる異なるテーマでのディベートを行いました。授業外での課

題も数回ありました。 

■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： 

zoom ミーティング 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

ありました。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

長い。 

 

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 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

志望動機・自己紹介の記述や、語学能力を証明する書類の提出、学内成績の提出がありました。 

■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： 

専用ウェブサイトでの手続きのみでした。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

TOEFL 試験レベルの単語の勉強をしました。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

現地の大学での授業を経験し、英語を使った専門用語の学習と物事を整理して的確に話す力が留学する

にあたり必要だと分かったので、今後はその能力を高めていきたい。 

■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： 

海外でエンジニアとして働くには英語での専門用語の学習と現地の文化習慣の理解が必要不可欠だと分

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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かり、今後行おうと思った。 

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

専門職（法曹・医師・会計士等）, 民間企業, 起業、ケミカルエンジニア 

■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： 

オンライン授業は思ったより過酷で、期待していた満足感を得られないかもしれませんが、将来外国語を

使って働きたい人にとっては必ず役に立ちます！ぜひ挑戦してみてください！ 

■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： 

キクタン Advanced 
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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： 2022/3/17 

 

■ID： D21154 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 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： 

後期課程に進学する前、最も余裕のある時期だったからです。また、早く少しでも留学を体験して、これか

らの留学計画などを立てるのに少しでも役に立てればと思い、1 年生が終わった時期にこのプログラムに

参加することになりました。 

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

外国大学の授業をオンラインで気軽に受けながら、英語力を向上させるだけでなく、外国留学の雰囲気も

感じられると思って参加することになりました。参加は応募期間締め切り直前に決め、プログラム内容が少

し難しいのではないか、春休みの 3 分の 2 の期間なので少し長くはないのかなどで少し悩みました。 

 

 

■概要/Overview： 

まず最初の授業はキャンパスツアーでした。その後の授業は、プログラムのタイトル通り、グローバルリー

ダー育成に関する講義で構成され、各講義の前にその講義に関する英語文書を読む宿題がありました。

講義が終わった後は、講義内容を理解したか確認するためのクイズがあり、週末になるとグループ課題な

どが与えられました。その後、一番最後の授業では、学んだテーマに関する主題でディベートをしました。 

■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, 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： 

プログラム開始前に、ライングループを作って案内事項を共有したり、分からない点を互いに聞いたりして

いました。以降は、定められたグループメンバー同士で再びライングループを作り、グループ課題の準備

などに使用しました。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

はい。予習や一般課題、グループ課題などがありました。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

もう少し遅い時間帯が良かった。 

プログラムについて/About the program you participated in 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

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

プログラムに参加するために、事前に学校メールと学校アカウントを設定する必要がありました。プログラ

ムが始まる前に学校のアカウントを見るなど、学校のオンラインシステムに慣れることをおすすめします。 

■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： 

プログラム応募のための情報の記入、書類の提出のみでした。応募時期が期末期間と重なるので、早め

のご準備をおすすめします。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

プログラムに参加するために、特別な語学関係の準備は必要ありませんでした。ところが、プログラムの

中で発表、ディベート課題などがありますので、事前に 1 年生の時に受けた英語必修科目を復習しておく

と役に立つと思います。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

4,000 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

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： 

プログラムへの参加を通じて英語でコミュニケーションを行う耐性ができ、実際にいろんな場面でリーダー

シップを発揮する機会があったため、将来の夢をもっと明確にできる良い機会だったと思います。 

■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： 

今回のプログラムに参加して、もう少しリーダーシップを発揮できる場所で働きたいと思いました。 

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

専門職（法曹・医師・会計士等） 、法曹 

■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： 

オンラインを通じて外国大学の授業を気軽に受講できながら、英語能力を向上させるだけでなく、留学の

雰囲気も感じられる良い機会だと思います。授業内容も興味深く、将来自分の夢などについて色々考える

いい機会になりました。皆さんもぜひこのプログラムに参加してみてください。 

■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： 

https://www.gingersoftware.com/grammarcheck 
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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： 2022/3/18 

 

■ID： D21155 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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： 

留学について考え始めたのが 2 年の夏で、最短で参加できる時期がこの春でした。 

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

2 年の夏くらいから留学について興味を持ち始めました。何からすればいいのか分からずにいたので、何

か留学や他国の大学の様子について得られるものがあればと思い、まずはすぐに参加できそうなオンライ

ンウィンタープログラムに参加を決めました。無料で短期間のこともあり、迷いはなかったです。 

 

 

■概要/Overview： 

基本的なスタイルとしては、午前中に講義(社会・政治的な内容が中心)、昼食をはさんで午後に前回の範

囲の小テストがあります。講義の前後には各グループに TA がついて 30 分ほどのセミナーが行われます。

最終週はグループで、今までの講義に関する話題のディベートを行います。その他、UCSD の学生との交

流やバーチャルキャンパスツアーもあります。 

■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。 

■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： 

LINE グループを作りました。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

毎回予習課題(読み物)がありました。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

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 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

前年の 12 月に UTAS から参加希望申請。志望理由、自己アピール、略歴などを書く必要があります。パ

スポートや語学スコアは不要。 

■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： 

なし。聞き取りに不安があれば事前に TED などで慣らしておくとよいかもしれませんが、zoom の字幕機能

が助けてくれます。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

正直思っていたほどの大きな学びはなかったです。思っていたよりも講義の比率が大きく、あまり講義の

分野に関心がなかったことが最大の原因だと思っています。 

■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： 

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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あまりキャリアの話はなかったので、特に影響はないです。 

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

研究職, 民間企業、IT 系の研究職またはエンジニア。詳細は未定。 

■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： 

プログラムを選ぶ際には、自分の興味のある分野を最優先に考えるのがよいと思います。あとプログラム

中は積極的に発言すればするほど得られるものは大きいです。特に講義前後のセミナーではバンバン発

言しましょう。 

■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： 

ガイダンス資料 
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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： 2022/3/22 

 

■ID： D21156 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 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： 

入学前から長期留学に興味があったものの、不安もあり、早い時期に短期留学をしてみたいと考えてい

た。春休みでまとまった時間をとることができると考えたので、この時期を選択した。 

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

入学前から長期留学に興味があったものの、実践的な語学能力や現地での生活に不安もあった。海外大

学での生活について知り、長期留学に向けた学習の指針を見つけるために、短期留学をしてみたいと考

えていたので、ウインタープログラムへの参加を決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

アメリカの国家・州の政治、リーダーシップ、文化、環境保護技術など幅広い分野に関する講義を受けた。

講義の前後にはグループでのディスカッションがあり、現地学生との交流の機会もあった。 

■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。 

■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： 

プログラムに参加した東京大学の学生と連絡先を交換し、プログラムに関する情報を共有した。また、グ

ループで取り組む課題もあり、プログラムの時間外にオンラインでミーティングをしたり共同で資料を作成

したりした。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

講義に関する資料が配布され、事前に読んだ。各講義について小テストがあり、短いレポート課題が 2 回

(個人とグループ)、最終プロジェクトとしてディベートがあった。 

■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/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

プログラムについて/About the program you participated in 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

UTAS を通して申請を行った。プログラム参加決定後、UCSD の大学アカウントを作成した。UCSD から送

られてきた URL を使って設定することができ、設定にあたって特に困難はなかった。 

■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： 

特になかった。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

本プログラムは語学証明書不要のプログラムだったため、資格等の準備は必要なかった。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

このプログラムへの参加を通して、長期で実際に渡航しての留学に対する思いが強くなった。さらに、その

ために今後語学能力において自分が伸ばしていきたい点を見つけることができた。 

■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 

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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job hunting： 

講義をされた先生方は国際的に活躍されている方ばかりで、自分も国際的に考え、仕事をしたいと思っ

た。自分のキャリアについてまだ具体的に考えていないが、プログラムの参加によって長期留学への思い

が強くなったので、大学在籍中に長期留学をしたいと思う。長期留学では、今回のプログラムで受けた以

上の刺激を受けて、キャリアに活かしたいと思う。 

■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： 

短期オンラインプログラムは、長期やオフラインでの留学と比べて参加しやすいと思うので興味があれば

ぜひ挑戦すると良いと思います。 

■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： 

GO GLOBAL ウェブサイト 
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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： 2022/3/17 

 

■ID： D21157 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 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： 

長期休みだから。 

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

英語を勉強したかったから。募集が始まったときに参加すると決めた。 

このプログラムに参加することで、コロナ収束後に行われる、実際に現地に行くプログラムの選考において

不利になってしまうのではないかと考え参加を迷った。だが、影響はないとのことだったので参加を決め

た。 

 

 

■概要/Overview： 

予習として授業内容に関する英文を読み、授業後小テストを行った。ディベートのプレゼンテーションが印

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： 

LINE グループを作った。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

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/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

■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 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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志望理由を書いて提出した。志望理由が明確に伝わるように工夫した。 

■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： 

TOEFL105 英語を継続的に学習していた。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

英語にたくさん触れることができ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： 

海外で学ぶことについて理解が深まった。 

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

研究職、まだ迷っている。 

■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： 

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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良い経験になると思うので、ぜひ一度参加してみてください。 

■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： 2022/3/18 

 

■ID： D21158 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 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、他に課外活動などを行う予定もなかったので、時間を有効活用しようと思った。 

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

締め切りが近い段階でウインタープログラムの存在に気づき、だめでもともとだと考えて応募した。迷いは

あまりなかった。 

 

 

■概要/Overview： 

予習は、講義のベースとなる知識について 10 ページ前後の英語記事・文献の抜粋を読んでくるというも

の。これを読んだ上で学生や現地の TA とディスカッションをする。そこまで負担には感じなかった。 

授業は現地から中継で行われる形で、普段の大学のオンライン授業と遜色なかった。授業の最後に前回

の授業についての小テストがあるので、授業ノートやスライドを見返す程度の復習はした。 

■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： 

講義の内容や開講時間など、事務的な内容の連絡が主だった。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

ありました。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

■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 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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オンラインウインタープログラムの募集があり、まず Go Global Gateway に登録してから申し込んだ。申し

込みは UTAS で、必要事項を記入した上で日本語で簡単な志望動機を書いた。締め切りには余裕を持っ

た方がいい。 

■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： 

英語能力は東大生の平均程度。高校時代に取得した英検準一級を英語能力の証明に用いた。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。. 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

英語で話さなければいけない環境に身を置くことは非常に貴重な経験でたいへん満足している。また、東

大生側も多様なバックグラウンドの人が多く、刺激になった。一方で、期間が長いことの弊害として仕方の

ないことだが、授業も自分の意識としても少し単調になってしまったと感じている。 

■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： 

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 

海外の大学で学びたいという意欲がより強くなった。 

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

研究職, 公的機関、公的機関/国家公務員 

■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： 

プログラム自体は海外大の授業に触れたり海外の学生と交流できる貴重な機会ですし、なんといっても無

料なので、参加して損はないと思います。ただ、この機会を生かすか殺すかは自分次第です。 

■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： 

Google Docs 
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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： 2022/3/21 

 

■ID： D21159 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 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： 

春休み中で時間に余裕があったため。 

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

UTAS の通知で無料で参加できると知ったから。説明会を受けた後。アメリカの公共政策について専門知

識がなかったため少し躊躇った。 

 

 

■概要/Overview： 

オムニバス形式の授業だった。予習は事前に資料を読む形だった。復習は次の授業日のクイズであまり

負担にはならなかった。印象に残っているのはリーダーシップに関する授業で、心理テストを受けて自分

がどのようなコミュニケーションに向いているのかわかった。 

■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： 

LINE グループで情報共有などをした。あまり親密な関係ではなかった。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

授業前の資料、クイズの解答。 

■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)： 

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/How was the length of the program?： 

長い。 

 

 

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

UTAS で志望理由書、英検の成績証明書、誓約書を提出した。一度目の提出で誓約書を提出し忘れてし

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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まい審査が通らなかったが、早めに申し込みをしたため締め切りまでには再提出できた。 

■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： 

参加前のレベル：英検一級 

取り組んだ学習：普段から映画を見たり、洋楽を聞いたりして英語力をキープしていた。とくにリスニングは

役に立ったと思う。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

英語で授業を受けて内容を理解できたのは自信につながった。 

一方であくまでオンラインのため対面の授業に比べると満足感はあまりない。 

■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： 

海外で働くことにはいまだに不安を感じるが、日本で英語を使った仕事をする分には今の英語力で十分だ

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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とわかり自信がついた。 

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

民間企業、外資系 

■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： 

とりあえず参加してみると良いと思います。 

■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： 

翻訳サイト 
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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： 2022/3/17 

 

■ID： D21160 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 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、時間があったから。部活動と被らない日程だったから。 

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

留学の第一歩になると思ったから。 

 

 

■概要/Overview： 

事前セミナー→授業→アフターセミナー→テスト 

■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： 

LINE 上で話したり、Zoom でディスカッションを行った。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

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/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

長い。 

 

 

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

UTAS で申請 

■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。 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

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

なし。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

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： 

英語で発言する機会が多かったこと、発言を求められた時に積極的に発言できたこと、アカデミックな内容

について英語で話す機会ができたことについては満足。授業がつまらないのに拘束時間が長かったこと、

ディベートのトピックの難易度に差があったことについては不満足。 

■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： 

自分がどのような環境に身を置いて勉強したいかについてよく考えるきっかけになった。さらに、海外で学

ぶことがより身近になった。留学のイメージがついた。両立することの対応力が上がった。 

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

公的機関, 民間企業、マーケター 

■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： 

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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目的を明確化してから参加を決定すべきです。そして参加中は、自分の目的が達成されているかという評

価軸でプログラムを捉えると良いと思います。 

■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： 

UCSD の HP 
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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： 2022/3/17 

 

■ID： D21161 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 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： 

1 年生の春休みということで時間があった、また、今のうちに英語の能力を高めたかったから。 

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

英語の学習を春休みにしたいと思っていたところ、たまたま UTAS の掲示板で見つけたので応募してみ

た。特に迷ったりはしていない。 

 

 

■概要/Overview： 

英語での講義を受ける、また、現地の学生と講義の前後にその話題についてディスカッションを行う。講義

の内容に沿った文章を読んでくる予習課題が課せられていた。また、最終日には英語での簡易的なディベ

ートが行われた。特に人間の行動とプレゼンテーション、交渉に関する講義が面白かった。 

■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： 

最後のディベートでの準備を、zoom で集まって行った。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

ディベートの準備と、講義の前の、文章を読んでくる予習。 

■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)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

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

UTAS での申請のみ。 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo： 

なし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

準備することは特になかったが、ある程度会話とリスニングができることが求められる。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

参加校の生徒や東大の生徒と交流を深めるという点では、オンラインである特性上、満足できるほどには

ならなかった。しかし、海外で英語を用いて学ぶことの体験はすることができ、自分の英語力の低さと目標

とするべき英語力の程度を知ることができたのは良かった。 

■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： 

キャリアについては特に影響はなかった。 

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

研究職  

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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航空宇宙工学を研究したい。 

■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： 

オンラインなので他にやることがあっても手軽に参加することができ、なおかつ、実際にオフラインで留学し

たらどのような講義をうけ、どのような生活をしていくのか、自分の英語力で通用するのかを確かめられる

良い機会であると思う。 

■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： 

特に使用しなかった。 
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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： 2022/3/31 

 

■ID： D21162 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 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： 

春休みであり、比較的時間がある時期だったから。 

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

春休みを有意義に過ごすために、何かプログラムに参加しようと考え、1 番内容が面白そうだったこれに参

加した。 

 

 

■概要/Overview： 

カリフォルニア大学サンディエゴ校のチューターとともにさまざまな分野に関わる現地校の授業を受ける。 

■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。 

■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： 

連絡先を交換し、ライングループで授業の準備等をした。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

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/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

長い。 

 

 

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

参加希望の理由を書いた。自分の思う参加の理由をなぜこのプログラムでできないかに絡めて書いた。

（オンラインで参加者が少なかったため、選考があったかは不明」） 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo： 

春休みであり、授業等と被ることはなかったので、特に手続きは行っていない。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

TOEFL を受験しておいた（94）、英検 1 級も取得していた。ただしどちらも高 3 の時点で取得しており、大学

に入学してからは特に準備していない。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

さまざまな分野についての授業があり、知らない分野について新たに知れたのはとてもよかったです。た

だ、プログラムの時間が中途半端で、長すぎた気がする。 

■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： 

大学院時への留学を現実的に考えることができた。 

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

研究職, 公的機関, 民間企業、外資コンサル、企業内研究職 

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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■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： 

一度行ってみるといいと思います。オフラインでは特に！ 

新しいことに挑戦したい人は特におすすめです！英語力については心配いらないと思います！ 

■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： 

特に参考にしていないです！ 
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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： 2022/3/17 

 

■ID： D21163 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

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

■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： 

まとまった期間ではなかったため、部活との両立がしやすかったから。 

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

英語を話す練習がしたく、春休み前くらいに参加を決めた。プログラ厶の期間が最も自分に適していたの

で迷いはなかった。 

 

 

■概要/Overview： 

予習の文章を読んで話し合い、講義を受ける。講義後再び話し合う。 

■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： 

課題のグループワークを行った。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

ビジネスの例を作る。ディベートの準備。 

■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。 

■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

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

UTAS への出願以外特になし。 

■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。 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

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

なし。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

3000 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

英語で講義を受けたりディスカッションをしたりするとはどういうことなのかを体験することができた。自分

の語学力の弱みが分かった。 

■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： 

全学留学の前に語学留学をすることを検討するようになった。 

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

専門職（法曹・医師・会計士等）, 公的機関法曹または国家公務員 

■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： 

留学のイメージ作りにいいと思います。 

■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 

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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for or during your time overseas： 

Go Global Website 
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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： 2022/4/3 

 

■ID： D21164 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 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： 

自由時間が多く確保できるから。 

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

メールでお知らせが来て、春休みの時間の使い方として良いと考えて決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

事前に配布されるテキストを予習し、大学の教授の授業を聞いて質問をする。また、適宜課される課題を

提出する。 

■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。 

■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： 

LINE や zoom を通してのやりとり。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

ありました。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

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

UTAS 上での志望書類への記入 

■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： 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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毎授業の予習 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

自分が思っていたより英語がうまく話せないことに気づけた。 

■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： 

海外で働くにはもっと英語に力を入れなければいけないことがわかった。 

■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： 

積極的に自分から話すことが大事だと思います。 

■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： 

特になし。 

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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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： 2022/3/18 

 

■ID： D21165 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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： 

3 年生の 3 月で最後のチャンスだと思ったので。 

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

3 年次の終わりで割と忙しくなる時期ではあるので少し迷ったが、無料で興味のある分野の講義を受けら

れることに魅力を感じ、参加を決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

予習は課題となる文章を読んでくることでした。復習は、各講義の次の日に軽いクイズを解く時間がありま

したが、ちょっと簡単すぎました。Preparatory Seminar、Follow-up Seminar について。各講義の前後に 30

分ずつ、各班に UCSD の学生が一人ついてくれて、宿題の感想を述べたり講義の感想や質問を話したり

する機会があり、講義の理解を深めることに役立ちました。講義の中でも質問の時間はたっぷり取られて

いますが、後から思いついた質問も現地の学生に尋ねることができるので、疑問を解消しやすい 

■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。 

■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： 

東大生全体の LINE グループが事前に作られ、集合時間などに関する情報共有がありました。また、最終

課題としてディベートがあったので、自分のチームのメンバーとそのデータ集めや発言内容の準備をしまし

た。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

各講義に関連する英語文献が一つずつ与えられ、それを読んでくることが課題でした。グループごとの

Preparatory Seminar で、その文献の感想を一人ずつ話し、文献に関する質問があればしていました。 

■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。 

■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/How was the length of the program?： 

プログラムについて/About the program you participated in 

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

 

 

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

第三希望までの志望理由、課外／社会活動、性格、特技等についての自己アピールを記入する必要があ

る。提出書類は、誓約書、語学能力証明書(要件にはなっていなかった)、パスポート顔写真ページの写し。

自分に自信がない人こそ新たに習得したいものがあると思うので、志望理由は自分が学びたいことを正直

に書けばいいと思います。 

■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： 

特にありません。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

私はたまたま直前に TOEIC の勉強をしていたことで英語のモチベーションが上がっていて、それがプログ

ラム中も役に立ちました。しかし、TOEIC の結果が出たのが直前だったため語学能力証明書の提出には

間に合いませんでした。インターネットで閲覧できる点数ではなく、公式の証明書を提出する必要があるの

で注意すべきです。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

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： 

個人的には人との繋がりが失われつつある中で、かろうじて社会との繋がりを確保できた機会だった。ま

た、英語だと思ったことを言いやすかったので、今後も日本にいながらも英語をもっと使っていこうと思うよ

うになった。講義では、今まで知らなかったカリフォルニア州の中の政治や、アメリカの司法制度など、アメ

リカについてもたくさん学ぶことができて面白かった。 

■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： 

キャリアに対して前向きになったし、活躍の場は日本だけではないと思った。英語を使った発信をもっとし

ていくことに決めた。 

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

専門職（法曹・医師・会計士等） 、法曹 

■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： 

まずは参加してみること、できるならなるべく多く発言することをおすすめします。 

■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： 

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： 2022/3/20 

 

■ID： D21166 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 学際情報学府 

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

春休み空いていた。 

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

私は 2019 年から、2020 年の東京大学-プリンストン大学共同研究・教育プロジェクトに参加し、ニューヨー

ク現地に行く準備をしていましたが、残念なことにコロナで行けませんでした。来年度から博士 3 年目にな

るので、アメリカ大学環境を体験することは、この春休みは最後の機会だと思いました。 

 

 

■概要/Overview： 

週 2 日の授業があります。 

予習：まずは毎回授業前には関連文献や書籍を読んで，授業の直前には現地の学生と一緒にグループ

に分かれてセミナーを行い、リーディングに関する疑問や感想を交流しました。 

復習：クイズやグループワークなどの様々な形態の宿題がありました。難易度はちょうど良いと感じます。 

印象に残っている授業：マーケティングの授業では、教授は各国文化の違いから広告の違う本質的な原

因を説明しました。さらに、」うまくマーケティングを利用すれば、人々が物事に対する潜在的な印象を変え

ることもできることに驚きました。 

■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。 

■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： 

最初のオリエンテーションでも連絡先交換を行いました。また、授業前後には、グループワークや CANVAS

の使い方に関して意見交換をしました。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

はい、毎回授業の後に課題があります。 

■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/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

もう少し遅い時間帯が良かった。 

プログラムについて/About the program you participated in 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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■プログラム日数（長さ）はいかがでしたか/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

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

CANVAS というサイトで授業に関するやりとりをしました。授業開始前に使いこなす必要があります。 

■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： 

履修：大学入学後全学期 2.76 点 （ 学部：2.73   修士：2.93   博士：2.55） 

■語学関係の準備/Language preparation： 

YouTube でアメリカ大学の公開講座を見ながら学術英語を勉強しました。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

アメリカの先生と学生は世界に対する関心を持って自分の研究を行なっています。この責任感に対してす

ごく感心しました。自分も今後、世界中の全人類を考えながら、研究を行っていきたいと思いました。 

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 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 
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■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： 

マーケティングの授業が面白いと思うため、文化の違うとマーケティングをもっと勉強したく、今後機会があ

れば、マーケティングの考え方を研究に応用して実践してみたいと思います。 

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

研究職, 非営利団体 NPO 

研究職：大学の助教・講師を務め、情報社会において必要な情報リテラシー＆異文化理解と交流のため

の思考力を育成することをやりたい。 

非営利団体 NPO：平和構築の現場で、研究成果を異文化交流活動に応用し、平和について打ち解けて

話し合う場を設ける。 

■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： 

学術英語力を身につけ、プログラムに関連する分野の専門用語を予習した方がいいと思います。 

■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： 

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： 2022/3/15 

 

■ID： D21167 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■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 

■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： 

時間的な余裕と、プログラムの長さが適切だったため。 

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

募集を見て、すぐにやろうと思った。 

 

 

■概要/Overview： 

授業の前に参考論文を読み、授業を受け、クイズテストを受ける。エッセイやグループプロジェクトもいくつ

かある。 

■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）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： 

グループプロジェクトのための zoom 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

グループプロジェクト、クイズ、参考文献を読む、エッセイ 

■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)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

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

志望理由書と、成績証明書 

■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 UTokyo： 

指導教員の承諾が必要だった。 

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 

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

語学レベルは、インターミディエートほどで、特に準備はしていない。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

5000 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

日本の授業と違い、議論をする時間があるのが面白いと思った。 

■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： 

就職活動はすでに終えてからの参加だったので、キャリア選択に変更点はないが、海外で将来学ぶという

選択肢を視野に入れた。 

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

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： 

ちゃんと勉強した方がいい。 

■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 

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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for or during your time overseas： 

授業ごとに参考資料が配られるので、それを参考にする。 
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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： 2022/3/17 

 

■ID： D21168 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

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

■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： 

就活が一番忙しい時期でもあるが、敢えて自分の上限を探りたいと考えた。 

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

一度米国の大学院の授業を受けてみたかったため。 

 

 

■概要/Overview： 

最初の心理学(Leadership)の Lecture と交渉術の Lecture 

■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： 

課題に対するグループワーク。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

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/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

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

本人で(メールのマニュアルに沿って)UCSD の学務システムのアカウントを申請する必要がある。 

■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： 

特にない。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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TOEFL、TOEIC 受験歴あり。英語圏での留学経験は特にない。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

3,000 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

最初は友達を作る目的で参加したが、学びもできたのは嬉しいこと。 

■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： 

米国教育の授業の分かりやすさをあたらめて認識した。 

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

研究職, 公的機関, 非営利団体 NPO, 民間企業, 起業  

■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： 

自分の笑顔、そして他人の笑顔を意識して取り組んだ方がエネルギーが出やすい。 

■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： 

UCSD から配られた資料。 

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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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： 2022/3/31 

 

■ID： D21169 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 薬学系研究科 

■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： 

ちょうど忙しい時期でなかったため。 

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

締めきりの 10 日くらい前に決めました。英語に触れる機会が最近少なかったため参加を決めました。 

 

 

■概要/Overview： 

事前に授業に関する指定の文章を読む。読んだ文章に関しての意見交換を最初に行い、教授の講義、講

義に関する意見交換をするのが授業の内容でした。授業後に前回の内容の確認テストがありました。 

■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。 

■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： 

連絡を取り合えるグループを作成しました。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

講義に関する指定の文章を読む。グループで製品等を売る計画を立てる。 

■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/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

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

東大の UTAS での申請とプログラム実施大学のウェブサイトの登録 

■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： 

特にないです。 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

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

特にないです。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

自分の英語力の低さを痛感しました。 

■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： 

英語が話せるだけでなく、うまく相手に伝えられることも大事であると再確認しました。 

■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： 

プログラム以外の時間に課題があることを考慮し、その時間があるかをよく確認す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 

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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for or during your time overseas： 

特にないです。 
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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： 2022/3/18 

 

■ID： D21170 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 教育学研究科 

■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： 

短期集中でちょうどよかったため。 

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

かねてからカリフォルニア大学へ興味があったこと、卒業を目前にして何か最後に挑戦したいと思ったこと

から応募した。 

 

 

■概要/Overview： 

5 時間、週 2 回のプログラムで、UCSD の教授による講義が中心。毎日小グループでのディスカッションが

あり、現地校 TA によるサポートも充実していた。 

■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： 

グループワークがあり、その準備に際し何度かプログラム外でのミーティングを実施した。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

毎回の授業前に予習として関連した論文を読む課題があった。 

■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/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

 

 

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

略歴、性格、特技等、志望理由の記載、学外成績証明書、語学能力証明書の提出 

プログラムについて/About the program you participated in 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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■東京大学の所属学部・研究科（教育部）での手続き/Procedures required by faculties or graduate schools at UTokyo： 

指導教員への連絡、了承を得る。 

■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： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

自分自身の英語力を客観視し、得手不得手を改めてとらえ直すことができた。さらに不得意としている点を

どのように伸ばすかを考え、今後の学習に生かそうと思えた。また、普段学んでいない分野を英語で学ぶ

ことができ、非常に刺激を受けた。他の受講者の発言などからも多くの学びを得ることができた。 

■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： 

プログラムを通して教授のキャリアパスや、アメリカの動向を学んだことで、自身のキャリアパスに関しても

より具体性をもって描くことができた。 

■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、コンサルタント職 

■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： 

日本にいながらも、短期間で多くの学びを得ることができます。参加を迷っている方はぜひ挑戦してみるこ

とを勧めます。 

■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： 2022/3/17 

 

■ID： D21171 

■参加プログラム/Program： カリフォルニア大学サンディエゴ校オンラインウインタープログラム 

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

■派遣先大学/Host university： カリフォルニア大学サンディエゴ校 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 3/17/2022 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 公共政策学教育部 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad：専門職学位課程 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： 

春休みで授業がなく、比較的時間に余裕があったため。来年度の英語の授業の練習になると思ったた

め。 

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

メールでプログラムのことを知り、ちょうど春休みに何かやりたいと思っていたので参加した。 

 

 

■概要/Overview： 

一日に一つのテーマについて講義がありました。事前に数ページの reading assignment があり、講義の前

と後に 30 分程度の TA セッションがあるという感じでした。毎回小テストもありました。TA セッションではし

ゃべる練習になりました。プログラムの最後に、講義で扱ったテーマについてのディベート大会？的なもの

をやって終了でした。途中、複数回 homework も出題され、グループで行う homework もありました。最後

のディベートは、きっちり役割と形式を決めて行うもので、初めてやったので新鮮で、戦略ゲームのようで

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： 

LINE グループを作った。グループ課題やチームに分かれてのディベートの相談などは各チームそれぞれ

で行ったと思う。 

■課題はありましたか。/ Did you have assignments?： 

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/How did you think about the program time 

slot (time-zone difference)： 

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/How was the length of the program?： 

ちょうど良かった。 

プログラムについて/About the program you participated in 

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineUCSD.html
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■プログラムへの参加手続き/Procedures for participation： 

簡単な志望理由などを UTAS で入力しました。そのほか、一度オリエンテーションに参加しました。オンライ

ンプログラムなので、手続きは非常に簡単でした。 

■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： 

指導教官もいなかったため、特にありませんでした。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

このための準備は特にしていません。 

 

 

■参加するために要した費用/Expenses of participation： 

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

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）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

■参加に要した費用について、その他、補足等/Additional comments： 

 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

■受給金額についての補足等/Additional comments about the monthly stipend： 

 

■奨学金をどのように見つけたか/How did you find the scholarships?： 

 

 

 

■プログラムに参加したことの意義、その他所感/Impact of the participation on yourself or your thoughts： 

適度な負担で、コロナ禍の春休みに取り組むことの一つとしてちょうど良かった。その点ではかなり満足し

ている。学部生と交流できたのも良かった。 

■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 

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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job hunting： 

特になし。 

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

公的機関、経産省・総務省・財務省など 

■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： 

オンラインだと気軽に参加できるので、暇な方はぜひ参加してみると良いと思います。うまく喋れない経験

も重要だと思いますので、現時点での英語力は全く関係ないと思います。 

■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： 

特になし。 

 


