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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： 2022/3/26 

 

■ID： D21103 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

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

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad：学部 3年 

 

■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate： 

大学院での留学をするため，現段階で、英語力を高める必要があったため。 

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

大学院での留学のため、英語の勉強している最中。 

 

 

■概要/Overview： 

ニュージーランドの文化についての授業を行った後、英語の授業が行われる。 

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

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換  

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program： 

ZOOMでの会話 

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

あり。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/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： 

オタゴ大学への申請書など 

■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-onlineOTAGO.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： 

英語で発言する機会が多く、英語を発言することへの抵抗がなくなった。 

■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： 

英語を発言することへの抵抗がなくなったので、今後もより積極的に英語のプログラムに参加したい。 

■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： 

運営が日本で行われておらず、全てが自分の思い通りにいくわけではないので、自分なりにプログラムを

最大限有効活用する工夫することで、有意義な時間を送ることができる。 

■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： 

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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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： 2022/3/18 

 

■ID： D21105 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

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

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad：学部 3年 

 

■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate： 

春休みに英語力の強化をしたかったから。 

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

いつも見かけたらすぐに申し込んでしまうので、あまり深く考えず、すぐに参加すること決めました...後にな

って言語化すると、直近でオンラインの語学研修をする予定があり、そのリズム感を掴むため、という理由

もありました。 

 

 

■概要/Overview： 

平日の 9:00～10:30、11:00～12:30、13:00～14:00 に授業があります。午前の 2 コマは、Ebook を使って勉

強して、午後はニュージーランドについての授業です。Ebook の授業では、時制、準動詞、仮定法などを学

びました。頻繁にペアになって練習することもあり、ほとんどの受講生と話すことができました。宿題は少な

いですが毎日出され、テキストに載っている単語を調べたり、ブログの記事を書くような宿題があったり、

TED Talks の感想を書くようなものもありましたが、毎日 1 時間はかかりませんでした。これといって強く印

象に残った授業はありませんでしたが、受講生の皆さんがとても優しかったです。ニュージーランドについ

ての授業は、宿題も出ず、楽しく YouTubeを見ながら進めていました。一度だけ、famous New Zealanderを

調べて 3 分のプレゼンをする宿題がありましたが、授業時間内に準備する時間がありました。私はとって

いませんが、オタゴ大学が行っている他の授業を聴講する生徒もいました（↑の時間帯とかぶっているの

で、どちらかにしか出ることはできませんが）。 

■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： 

特に何もありませんでした。 

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

宿題は少ないですが毎日出され、テキストに載っている単語を調べたり、ブログの記事を書くような宿題が

あったり、TED Talksの感想を書くようなものもありましたが、毎日 1時間はかかりませんでした。 

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

slot (time-zone difference)： 

ちょうど良かった。 

■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： 

1月 13日：オタゴ大学への参加が決定した旨を本部国際交流課から伝えられる。1月 17日まで：本部国

際交流課へ、パスポートの写しなどの提出が求められる。1月 28日まで：オタゴ大学の Online application

の記入。記入方法は、本部国際交流課から指示がある。1月 27日：オタゴ大学から（なるべく早く）

registration form を記入するように伝えられる。2月 2日：zoom と microsoft teamsの使い方、アカウント

が送られてくる。2月 15日：事前オリエンテーション（東大のみ）。2月 16日：オタゴ大学のオリエンテーシ

ョン。2月 18日：レベル別クラス分け試験（オンライン、1時間程度）。3月 1日：レベル別試験の結果と、オ

ンライン授業の URLが送られてくる。3月 2日：Ebookへのアクセス方法が送られてくる。3月 7日〜授業

開始 

■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： 

東京大学の授業とはかぶっていなかったので、特に工学部（本所属）や情報学環教育部の方で手続きを

する必要はありませんでした。また、本部国際交流課からのやりとりが何件かあり、指示に対して従ってい

ました。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

語学の勉強はほとんどしていませんでした。レベル別クラス分け試験の結果は B2程度とのことでした。 

 

 

■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： 

全て東京大学負担で賄われ、教材も Ebookだったので何も費用はかかりませんでした。 

 

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

受給しなかった。 

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

 

費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 
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■受給金額（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： 

海外志向が高い、学年もバラバラの人と話すことができ良かったです。また、ニュージーランドについての

授業は知らないことも多く、純粋に楽しかったです。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

英語をもっと頑張らないと将来の選択肢が狭まってしまうなと感じました。 

■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： 

オンラインプログラムはモチベーションと集中力がないと続きません。オフラインの留学の時以上に、自分

がどんなことを学びたいのかを一旦立ち止まって考えてください。 

■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： 

オタゴ大学のホームページ 

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： 2022/4/1 

 

■ID： D21106 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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： 

授業のない時期だから。 

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

英語能力を向上したいと思っていたところに、この募集を見つけ参加を決めました。 

 

 

■概要/Overview： 

1 限はニュージーランドの文化について学びました。2、3 限は英語の学習で、2 週間のうち 3 回ほど宿題

が出ました。 

■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： 

わからないところがあった人がグループで質問すると、みんなが答えていました。 

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

3回ほどありました。ライティングでした。 

■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： 

東大への参加申込の他、オタゴ大学宛に参加申込書のようなものを提出しました。すぐに終わるものだっ

たため、準備は必要ありませんでした。 

■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： 

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-onlineOTAGO.html
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授業に影響はありませんでした。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

特になにもしていません。 

 

 

■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： 

一切かかりませんでした。 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

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

 

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

 

 

 

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

ニュージーランドについて学べたのが非常に楽しかった。英語について、もう少し現地の人と会話したかっ

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： 

英語能力の向上へのやる気が高まった。 

■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： 

オンラインだからこそ簡単に参加できるので、ぜひ積極的に参加してほしいです。 

費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad 

プログラムを振り返って/Reflection 
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■準備段階や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： D21107 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

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

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad：学部 3年 

 

■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate： 

個人的に都合がついた為。 

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

当初はプログラムの存在自体を知らなかったが、再三の募集の呼びかけによりプログラムを知り、更に費

用を負担して頂けるとの事から参加を決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

2 週間にわたり、平日の計 10 日間、1 時間のニュージーランドやマオリ文化についての学習と、3 時間の

英語学習を毎日行なった。 

■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： 

特に何もしていない。  

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program： 

連絡先を交換しなかった為。 

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

ごく少量課される事もあった。 

■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?： 

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、英語能力を証明する書類、誓約書。特に手続きで困る事はなかった。 

■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： 

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-onlineOTAGO.html
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特に無し。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

Upper Intermediate class に配属。準備は特にしなかった。 

 

 

■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： 

全額大学負担であった。 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

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

 

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

 

 

 

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

実際に自分が将来海外で活動するイメージを具体化する事ができた。 

■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： 

海外への留学などについて以前より前向きに考えられるようになった。 

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

未決定 

■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： 

将来海外留学等を考えている方、特に決めかねている方にとっては、プログラムの参加により、イメージを

具体化する事ができ、決断の一助になると思います。 

費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad 

プログラムを振り返って/Reflection 
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■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： 

特に無し。 
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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： 2022/3/22 

 

■ID： D21108 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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 4年 

 

■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate： 

卒業にあたって、英語学習の機会が減ると感じたため。無料で受講できる点も大きかった。 

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

オンラインでの参加で効果が見込めるか心配だったが、大学からのメールで無料なこともあり参加した。 

 

 

■概要/Overview： 

文法ごとに語彙、読解、作文を行い表現も覚える。授業に集中し続ければ当該文法への理解が深まる。 

■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： 

特に何もしていない。  

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program： 

必要な課外活動が特になかった。 

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

30分ほどで終わる軽いものがあった。 

■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。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。 

 

 

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

パスポートや学生証のアップロードが必要だった。オンラインということもあり手続き方法が更新されること

があったので、指示が来るたびに手続きをするのが良い。 

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

特になし。 

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-onlineOTAGO.html
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■語学関係の準備/Language preparation： 

参加前のレベルは TOEFL73 点程度だった。特別な準備はしなかったが、発言等で授業に積極的に参加

するようにした。 

 

 

■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： 

英語学習をする際にはネイティブからの指摘や表現の型を覚えていくことが重要だと理解できた。 

■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： 

英語の習得の難しさと重要性が理解でき、勉強の必要性を感じた。 

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

公的機関、外務省 

■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： 

良くも悪くも自分のインプットがアウトプットに直接つながると思います。 

■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： 2022/4/1 

 

■ID： D21109 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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： 

今年の 9月に交換留学する予定で、春休みの時間を活用して英語の語学力を向上させたいからです。 

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

もっと英語を上手になりたいため、本プログラムを参加するのを決めました。特に迷ったことがないです。 

 

 

■概要/Overview： 

予習する必要がないです。一方、宿題が出るので、宿題をするとともに復習もできました。 

■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： 

プログラム前に、オリエンテーションがあって、そちらで参加者同士との連絡先交換ができました。 

■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： 

平日には 4 時間の授業があって、そのうちの 1 時間が文化紹介の授業です。ディスカションすることが多

かったです。 

■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： 

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-onlineOTAGO.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.) 

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： 

英語で意見を打ち出す勇気を身につけられました。そして、他のクラスメートとコミュニケーションできて、

色々面白いことを聞きました。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

英語を使う仕事への興味が強まりました。 

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

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： 

積極的に先生に質問してくださいね。 

■準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful while preparing 

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： 

Speak out (2nd edition) 
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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： 2022/3/19 

 

■ID： D21110 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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 4年 

 

■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate： 

卒業前で時間をとることができたから。 

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

卒業前になんらかのプログラムに参加したく、すぐ参加を決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

多少の宿題が出る。毎日同じ先生と 4時間程度のレクチャーを受ける。双方向の授業で、よく当てられる。 

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

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換  

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program： 

緊急の連絡などを行うため。 

■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： 

パスポートと学生証の提出を求められた。 

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

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

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-onlineOTAGO.html
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日々の英会話を継続した。 

 

 

■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： 

グループワークやペアワークを通じて、集団でタスクに取り組む重要性をあらためて認識することができ

た。また、プログラムを通じて英語に対する自信を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 

job hunting： 

キャリアに大きな影響与えたわけではないが、グローバル環境で働くことにポジティブな影響があった。 

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

専門職（法曹・医師・会計士等）、金融トレーダー 

■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： 

英語力にかかわらず、まずは参加してみることが大事だと思います！短期のプログラムでも大きく成長す

ることができ、自信につながります。 

■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： 

特にございません。 
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用） 

The University of Tokyo Study Abroad/Student Exchange Program Report Form (for programs from a week to 3 months) 

記入日/Date： 2022/3/22 

 

■ID： D21111 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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：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： 

修士論文を提出した後で、4月からの就職の前に英語学習に時間をさける最後の時期であったため。 

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

将来仕事で英語を使う機会があるため、就職前で時間があるうちに英語を学習したかったため。参加決定

時期は 12月上旬。 

 

 

■概要/Overview： 

日本時間 9:00～10:00 にニュージーランドの自然、文化、地理に関する講義、10:30～12:00、12:30～14:00

は英語の授業。後者では、BBC の英語学習テキストを用いた。Reading、Listening、Vocablary、Speaking、

Writing まんべんなく学習した。Homework はなかったが、予習復習しておかないと英語力は伸ばせない。

現地の授業を 3 講義まで受講できるが、ほとんどが録画したもの。Hospitality に関する授業は唯一ライブ

授業だった。講師の説明もわかりやすく、内容も面白かった。 

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

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換  

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program： 

参加者と連絡先を交換しただけで、連絡は特に取りあっていない。 

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

なし。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/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?： 

短い。 

 

 

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

・online application form ・registration form・パスポートの写し・証明写真それぞれ、特別な準備は必要な

い。東大側とオタゴ大学双方からメールが来るので、抜けもれなくチェックする必要がある。 

■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： 

研究室の教授に参加許可をいただいた。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

準備をしなくても問題ないが、準備するに越したことはない。講師 1 人に対して生徒 15 人で、聞きたいこと

をその場で考える時間は多くはないので、聞きたいことがあれば事前に準備しておくとよいと思う。ニュー

ジーランドの自然に興味があったので、聞きたいことをリストアップして、英語で聞く準備をしておけばよか

ったと反省している。 

 

 

■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： 

英語学習のモチベーション向上。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad 

プログラムを振り返って/Reflection 
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job hunting： 

仕事の中で出来るだけ多く英語に触れることで、日本語だけでは得られないような情報、視点を得たいと

思った。 

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

公的機関、環境省 

■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： 

オンラインであっても自分次第で多くのことを得られると思います。迷うのであれば、とりあえず参加してみ

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.doc.govt.nz/our-work/heritage/heritage-topics/nature-conservation/ ニュージーランド自

然保護局の 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： 2022/3/19 

 

■ID： D21113 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

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

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad：学部 4年 

 

■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate： 

春休みということで時間が取れたから。 

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

英語能力アップが動機であり友人に教えてもらった。予定に都合がつくか、きちんと朝起きられるかが迷っ

た点である。 

 

 

■概要/Overview： 

基本的に授業で完結するスタイルで、自分の意欲に応じてテキストに取り組むというものだった。印象に残

っている授業としては、ブレイクアウトルームに振り分けられて拙いながらも英語で議論するものが楽しか

ったし自信も持てたように思う。 

■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  

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program： 

オリエンテーションで連絡先を交換した。 

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

あったが、特に負担になるレベルではなかった。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/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： 

学生証、パスポートなどが必要だった。私の場合、戸籍上の名前（パスポート上の名前）と学籍上の名前

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-onlineOTAGO.html
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が異なっていたが、適切な配慮と対応をしていただけた。 

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

特にない。所属研究室の担当教員に応募する旨をお伝えした。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

TOEFL71 点と、良いといえない点数だったが、事前テストで適切なクラス（自分と同じくらいのレベルの生

徒がいるクラス）に配属してもらえたように思う。語学学習は特にしていない。 

 

 

■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： 

英語での会話に多少なりとも自身がつい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： 

留学してみようと思えた。 

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

民間企業  

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： 

ぜひ気軽に参加してみましょう。英語に自信なくても大丈夫です。 

■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： 

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： D21114 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

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

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad：学部 3年 

 

■参加にあたってこの時期を選んだ理由/Reason for choosing this period to participate： 

学部の中で最後の時間に余裕のある時期であり、TOEFLの対策の一環として取り入れたかったから。 

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

院試や春休みの他の予定が読めなかったのでギリギリまで考えた。 

 

 

■概要/Overview： 

予習復習は writingの練習以外にはなかった。 

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

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換  

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program： 

交換はしたが特に交流していない。 

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

ほとんどなかった。 

■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： 

パスポートと application form 

■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-onlineOTAGO.html


2 

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.) 

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： 

英語を話すことへの抵抗を減らすことができた。 

■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： 

わからない。 

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

研究職, 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： 

オンラインなのでオフラインの留学よりも手軽に参加できると思います。また授業料なども大学負担なの

で、そういった面でも参加しやすかったです。 

■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： 

費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad 

プログラムを振り返って/Reflection 
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特になし。 
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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： D21115 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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： 

春休みのだらけてしまいがちな時期に、朝早く起きて正しい生活習慣をつけられると思ったから。 

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

英語学習に重点をおいたプログラムで、基礎的なことから教えてくれることが魅力的だった。期間も 2 週間

と、集中力を保つには適切な長さだった。朝 9 時から授業があったので、生活リズムを整えることができ

た。 

 

 

■概要/Overview： 

1 日 4 時間授業があり、そのうちの 3 時間は英語学習、残りの 1 時間はニュージーランドの文化について

学んだ。英語学習のクラスは、宿題が課されることが多かった。ブログに英語の文章を投稿するなど、ライ

ティングの練習になった。授業は語彙と文法を学ぶのがメインで、たくさんの知らない語彙を知ることがで

きた。また、生徒自身が話す時間が多く、スピーキングの練習になった。文化学習の授業では、マオリ文

化やニュージーランドの偉人について学んだ。一度ニュージーランドに行ってみたいと思わされるような楽

しい授業だった。 

■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： 

特に何もしていない。 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program： 

なし。 

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

TEDを見たり、ブログにエッセイを投稿したり、学んだ語彙と文法を復習したりした。 

■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。 

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

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

①準備・提出物・国際総合力認定制度 Go Global Gateway に登録し、Go Global Statement を提出・

UTASからの電子申請・誓約書・語学能力証明書（保持者のみ）②アドバイスUTASからの電子申請では、

志望動機を書くところがあるので、そこに自分の強みや留学を通して学びたいことを具体的に書くといいと

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： 

なし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

①取り組んだ語学学習・スピーキング力が足りていなかったので、オンライン英会話を利用して練習した。

②準備にあたってのアドバイス・生徒はほとんどが日本人で、中国人の生徒も少しいた。クラスは語学レベ

ルに応じて分けられるので、ついていけないんじゃないかと不安に思う必要はない。 

 

 

■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?： 

 

 

 

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： 

オンライン留学のおかげで充実した 2 週間を過ごせた。ニュージーランドの文化は本当に魅力的で、今回

参加したおかげでニュージーランドに行ってみたいと思った。他の学生との英語での会話も楽しく、同じ英

語レベルの仲間たちと気楽に英語を話すことができた。参加している学生の学年も様々で、そういった意

味でも自分の視野を広げられた。 

■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： 

他国の文化を知ることの面白さと英語を話すことの楽しさを知り、海外で働いてみたいと漠然とだが思うよ

うになった。今は学部 2年生で就職のことは考えていないが、英語を使う職に就きたいと思った。 

■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： 

同じ英語レベルの学生と参加することができ、先生もとても朗らかで楽しく英語を学ぶことができるので、

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： 

オタゴ大学が渡してくれた無料のオンライン教材 
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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： 2022/3/19 

 

■ID： D21116 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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： 

授業との重複がなく、まとまった期間に集中的に学習できるプログラムが効率的な英語学習に効果的だと

考えたためです。 

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

実践的な英語力の向上、これが私の動機でした。参加を決めたのは昨年の 12月上旬でした。英語学習の

プログラムであるという点で参加することを即決いたしました。 

 

 

■概要/Overview： 

予習は特に必須とされませんでした。授業のスタイルとしては教科書に沿って文法、意見表明、作文、読

み取り、リスニングを行うという英語教育の授業と、ニュージーランドの文化について映像教材を用いなが

ら紹介される授業の二種類でした。復習は教科書に沿った課題が複数回課されたため、その課題を仕上

げる中で適宜行いました。印象に残っているのは先生方の質問に対する真摯な回答です。拙い疑問に対

しても様々な背景知識なども織り交ぜて丁寧に解説して頂きました。 

■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： 

参加者同士で連絡先交換を行い、設問に対して意見を述べるよう要求される課題に対してはどのような意

見をお互いに持っているかラインアプリで共有しました。 

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

自らの所属や性格、意見等を綴る課題やリスニングに関する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)： 

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?： 

短い。 

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

パスポートの顔写真ページ、及び顔写真の提出、情報としましては、氏名、国籍、生年月日、人種、健康状

態、居住地、電話番号、所属、誓約書を提出しました。誓約書は pdf ファイルを印刷し、記入後スキャンし、

電子メールにて送信いたしました。 

■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： 

特にありませんでした。UTAS上にて応募をいたしました。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

検定試験を受けずに臨みましたが、語学レベルとしては読み、書き、聴き取りが日常会話程度に不自由な

くできました。スピーキングに関しては簡単な返答に際しても時間を要したり、言葉が出てこないことがよく

ある程度でありました。語学学習としては英語のニュースをよく聞くようにしておりました。準備ですが、英

語学習用のプログラムにおいては特に事前準備の必要はなく、全て吸収するつもりで毎授業に臨むとよい

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.) 

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： 

海外でのより発展的、専門的プログラムへの参加に対する自信を得ることができました。また、英語文法

や熟語等の既習事項に関しても英語で学ぶことにより、より使える形、通用する形で再理解することがで

きました。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

英語に対するアレルギーは強く、旅行したり、住み、日常会話を行うだけなら海外は以前から十分魅力的

でしたが、大学で専門的議論をしたり、円滑に仕事ができる程度の英語力を有することは到底できないと

考えておりましたが、それらもこれまでの英語学習の延長上にあり、日本語で十分理解、議論できるような

内容を英語で行っているのみの側面も強く、英語ネイティブの思考様式を踏襲・組み込もうとせずに、自分

なりの仕方で意味内容を把握し、直接的で素直な文型、単語を用いて意見表現すれば十分であることを

学びました。 

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

研究職, 公的機関、官公庁、特に外務省での就職を希望致しております。 

■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： 

留学が好影響しか有していないことは周知のことと思いますが、時間、海外での生活、費用等が主な参加

に際しての障害となってきたのだと思います。長期休みを利用して行われるこのようなプログラムは、オン

ラインでは特に、誰もが熱望するプログラムだと思います。オフラインであっても積極的に参加することが

重要と思います。最後に、費用ですが、今回は大学に全額負担して頂きました。決して安くない費用を出し

て頂き誠にありがとうございました。通常であれば、奨学金を申請することになるかと思いますが、自分だ

けでアルバイト等の資金を貯め、満を持して留学するというよりも、奨学金を積極的に頂くことも決して悪い

ことではなく、社会に、大学に、団体に経験を還元するという意思をもって留学に臨むべきだと今後の自ら

に鑑みながら感じました。 

■準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful while preparing 

for or during your time overseas： 

ニュージーランドの文化を学ぶ授業において、先生が Youtube上の動画を流しながら音楽や歴史などを紹

介して下さりました。そのため、上記サイを復習やさらなる映像での文化の学習に利用し、視覚的理解に

役立ちました。 
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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： 2022/3/18 

 

■ID： D21117 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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：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： 

通常授業がないため。 

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

博士課程の学生が基礎英語を学ぶ機会が少ないため。 

 

 

■概要/Overview： 

General English で自己紹介ボード。ゲームしながらディスカッションできるのは良いやり方だと感じた。 NZ 

culture sessionsのニュージーランドの歴史。マオリとヨーロッパ諸国の関係に関する理解が進んだ。 

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

特に何もしていない。 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program： 

オンラインのため交流のしようがなかった。 

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

中上級コースに入ったが、もっと基礎からやる必要性が感じられた。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/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?： 

短い。 

 

 

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

申請書の作成。 

■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。 

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-onlineOTAGO.html
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■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： 

デジタル資料のコピー代。 

 

■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： 

自分の英語レベルの現状を知るのにいい機会となりました。またニュージーランドの歴史について学ぶこ

とができたことは、今後研究をしていくうえでも良い判断材料となりました。 

■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： 

ニュージーランドへの留学への関心が強まった。長期間の留学へ行きたくなった。 

■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： 

What happens in NZ stays in NZ. いまの自信のレベルがどうであれ、学んだもの勝ちだと思います。 

■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 

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： 2022/3/28 

 

■ID： D21118 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

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

■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： 

就活等で英語力の不足を感じていたところに留学の案内が届いて興味を持ったから。 

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

11 月頃に英語力(特にスピーキング)の不足を感じ、オンラインで留学ができるとホームページで見たため

参加することにした。 

 

 

■概要/Overview： 

予習復習はほとんどいらなかった。ブレイクアウトルームに分かれて与えられたお題について数人で話し

合う授業がスピーキングを鍛えられてよかった。 

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

特に何もしていない。 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program： 

必要がなかった。 

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

ほとんどなし。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/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： 

参加前にレベルチェックテストを受験し、オリエンテーションも二回参加した。その他の Teams の登録等は

案内に沿って行えばよかったが、私は開始直前に登録し、少々分かりづらく焦ってしまうこともあったので

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-onlineOTAGO.html
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早めに登録するのが良い。 

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

なし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

オンライン英会話等は行っていたが、行っていなくても対応できるレベルだった。しかしある程度話せる方

がより楽しめるのではないかと思うので、夏季休暇などに大学が行っている英会話のプログラムに参加し

ておくと良い。 

 

 

■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： 

文法や読解メインではなくスピーキングをもっと増やして欲しかった点で満足していないが、教員がどちら

もフレンドリーで 2週間楽しくニュージーランドについて学べたのはよかった。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

オンラインではなくオフラインで留学したくなった。ワーキングホリデーに行ってみたいという気持ちになっ

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 

た。 

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

民間企業、パイロット 

■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： 

参加するかどうかを悩んでいるのなら是非参加した方がいいと思います。日本にいながら自分の知らない

世界やリアルな英語を学べ、視野を広げることが出来ると思います。 

■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。 
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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： D21119 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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： 

他に予定が入っていなくて、全日程参加できそうだったから。 

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

もともと何かしら海外経験をしてみたいと思っていた時に存在を知り、そこまで高いレベルの英語を必要と

しないとのことだったので、参加を決めました。 

 

 

■概要/Overview： 

ニュージーランドの文化を学ぶ授業と、英語を学習する授業があった。ブレイクアウトルームを使って、他

の参加者と一緒に問題を解いたり話し合ったりすることが多かった。一人で学習する時間も与えられてい

た。また、オタゴ大学の講義の聴講ができた。これに参加するとプログラムの授業を抜けることになるので

私は 1つしか申し込まなかったが、抜けても大丈夫なように配慮があった。 

■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 

■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： 

東大主催のオリエンテーションで、連絡先を交換した。 

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

あったが、義務ではないものがほとんどで、義務だとしても負担にならないように配慮されていた。 

■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-onlineOTAGO.html
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提出書類はどれも丁寧な説明があったので、メールをこまめに確認して対応していれば問題なかった。 

■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： 

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

このプログラムに参加するにあたって取り組んだ学習等は特にありません。 

 

 

■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： 

海外により興味をもつようになりました。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

日本に限定しないで、自分の将来について考えていこうと思いました。 

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

専門職（法曹・医師・会計士等）、医師 

■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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少しでも興味があれば思い切って参加してみましょう。きっと何か得るものがあるはずです。 

■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： 

特にありません。 
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用） 

The University of Tokyo Study Abroad/Student Exchange Program Report Form (for programs from a week to 3 months) 

記入日/Date： 2022/3/18 

 

■ID： D21120 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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： 

将来の長期海外留学の準備として、早期（学部１年生春休み）に英語のスピーキング力を向上させ、また

自分のレベルや足りない部分を知るため。 

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

高校生の時短期留学した経験や周囲の人々を見て、英語力を向上させるには長期留学しかないと思っ

た。そのためにスピーキング力を向上させるとともに今の時点でのレベルを把握しこれからの英語学習に

つなげていきたいと考え、参加を決定した。このプログラムの案内を見てすぐに応募を決めた。オンライン

かつ無料であったこともあり、あまり迷いはなかった。 

 

 

■概要/Overview： 

基本的にはテキストに沿って行う。各レッスンごとに短い Reading、テーマごとの Vocabulary、Grammar、

Listening、Writingがあり、どれについても breakout room で答えの確認や意見交換をして Speakingを行っ

たので全体としては Speaking 重視だった。担当の先生独自のプログラムだとは思うが、クラスでブログを

作り自分の性格や意見について投稿し、それについて互いにコメントをしあう機会が多くあり、breakout 

room と合わせて様々な背景の生徒と交流する良い機会になった。 

■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： 

パートナーと共同である問題について意見を書く課題が授業内で終わらなかったので行った。その他は特

に何もしていない。 

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

毎日様々な課題が出たが、あまり多くなかった。授業で触れられなかった問いに対して答えを考えることや

TED, VOAを見てミニレポートを書くこと、ブログに投稿することなど。 

■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)： 

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-onlineOTAGO.html
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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?： 

短い。  

 

 

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

志望理由、自己アピールと語学証明書を提出。いずれもあまり時間はかからなかった。 

■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： 

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

英検準 1級を数年前に取得していた。TEDでリスニング力を鍛えておくとともに BBCや CNNといった英語

のニュースサイトでリーディングの練習をする、といったことを日常的に行っていた。語学力向上の授業で

会ったこともあり、先生は聞き取りやすい英語を話してくれるので、TED が十分聞き取れるレベルなら安心

して望めると思う。 

 

 

■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： 

受講料は大学負担。 

 

■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： 

英語力、特にスピーキング力の向上が望め、自分の英語力、学習方法について自信を持つことができた。

多様な背景の生徒・教員との交流は面白く、自分の視野を広げることにつながったと思う。また、ニュージ

ーランドについて知る機会になった。 

■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： 

長期留学に行きたいという思いが一層強まり、それに対する自信も深まった。 

■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では、参加障壁になることは自分の英語が通じるか、という点程度しかないと思

うが、教員も生徒も拙い英語であっても傾聴してくれるので、心配することなく是非とも参加してほしい。英

語でコミュニケーションすることは楽しく、さらなる勉強へのモチベーションアップにも繋がるはずである。 

■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： 

TED Talks: リスニング練習 BBC, CNN: リーディング練習 Oxford dictionaries: 英英辞典 
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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： 2022/4/1 

 

■ID： D21121 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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： 

長期休暇を有効に使いたかったから。 

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

親からの勧め、英語力の低下への不安感、留学への興味から志望しました。 

 

 

■概要/Overview： 

予習は特にありません。二人のオタゴ大学の先生の授業を、東京大学の学生で受けるという形でした。マ

オリ人についてや、ニュージーランドの自然について学べたのが良かったです。印象に残っているのは、

学生同士で、先生が用意したランダムのテーマを選んで、それについて自由に話すものです。 

■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  

■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： 

ライングループに参加したのみです。 

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

ほぼありませんでした。 

■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?： 

長い。 

 

 

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

申し込み日を逃さないように、大学の留学プログラムのページをよく見るようにしていました。Go Global 

Gateway に登録し、UTASから申込みました。 

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-onlineOTAGO.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： 

集中講義と日程が被らないように注意しましたが、その他特別なことは何もしていません。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

特別なことはしていませんが、日常で出てきた英単語でわからないものがあれば、きちんと調べて思い出

すようにしていました。 

 

 

■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： 

毎日英語に触れるという機会を得られたことに満足しています。もっと勉強全般頑張りたいと思ったし、ま

た英語を勉強しようと思いました。 

■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： 

就職活動までに英語力を向上させたいと思うようになりました。 

■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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■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： 

迷ったら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： 

Go Global Gateway 
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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： 2022/3/19 

 

■ID： D21122 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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： 

通常の授業が終わると英語に触れる機会が減少するため、長い春休みを活用して英語力を身につけたい

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?： 

オンラインウィンタープログラムの説明会を聞き、また募集要項を読み、英語学習を集中して行いたい学

生向けであること、加えてニュージーランドの歴史や文化の学習や現地の授業の聴講をすることができる

こと、等の内容に興味をもち、オタゴ大学のプログラムに応募することを決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

授業は "Speakout 2nd Edition Advanced" というテキストの Unit1,2を扱い、テキストに沿って行われた。

予習は特に行わず、毎日の復習は出された課題と新出の語彙の見直しを中心に行った。エッセイの書き

方を習った授業が興味深かった。まず予測される反論を書いてそれを反証した上で自分の意見を述べる

という構成や、文と文の論理を明確化する表現を学び、今後に生かしていきたいと思った。 

■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： 

参加者どうしで連絡先を交換し、授業中に聞き逃したことを質問した。また、ペアになって一つのエッセイを

書く課題があり、プログラム外の時間にペアと相談しながら取り組んだ。 

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

毎日一つ二つの課題が出された。内容は短いエッセイを書くもの、英語の動画を見て質問に答えるもの、

新出の語彙を復習するものなど様々であった。 

■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?： 

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-onlineOTAGO.html
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ちょうど良かった。 

 

 

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

申請フォームに基本情報や自己アピール、プログラムの志望理由等を書いて提出した。参加が許可され

た後は事前テストによってクラスが決定し、割り当てられたクラスに参加した。 

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

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

事前テストの 1週間前から毎日何かしらの英語を聞き、耳を英語に慣れさせようとした。 

 

 

■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： 

特になし。 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

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

 

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

 

 

 

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

プログラムの 2 週間を過ごす中で、伝えたいことの全てを英語で伝えられないことに対するもどかしさが少

しずつ減っていくのを感じ、英語で物事を考えそのまま表現するという訓練を多く積めたことに大きな意義

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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があると考えている。 

■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： 

参加学生の中にはこの春で就職する方もいらっしゃって、海外で働く場合も日本で働く場合も英語が重要

であることを強く感じた。英語で相手の本音を引き出して深い議論ができるようになるまで英語力を向上さ

せ、将来のキャリアの選択肢を広げたいと感じた。 

■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： 

積極的に英語を話して、プログラムを最大限自分のものにしていってください。 

■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： D21123 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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： 

去年のサマープログラムに参加しようと思っていたが、予定が合わなかったので次の機会に参加しようと

思っていたから。 

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

長期休みに英語を話す機会が欲しかったから。2 週間という期間の長さに少し参加を迷っていたため、応

募締め切りの直前に参加を最終決定した。 

 

 

■概要/Overview： 

1 日に 90 分の授業 2 コマと 60 分の授業 1 コマ受けた。前半 2 コマは一般英語の授業で、ブレークアウト

ルームで他の受講生と意見交換したり、問題の答えをチェックしたりした。4 技能のどれかに偏るということ

はなく、満遍なくいろいろ勉強できたと思う。後半の 1 コマはニュージーランドの文化、人、歴史などについ

て教わる授業だった。 

■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  

■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： 

東大でのオリエンテーションの際に連絡先交換をした。 

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

一般英語の授業では宿題がでた。教科書の問題について考えてくる課題や、授業専用のブログにあるテ

ーマについて投稿する課題などがあった。 

■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?： 

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

東京大学に対して応募の手続きをしたのと、オタゴ大学に対して参加に当たっての手続きをした。どちらも

指示通り済ませた。 

■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： 

CFERの B2 ぐらい。参加前には、リスニングとスピーキングを少しやった。 

 

 

■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： 

オンラインで海外の大学の授業を受けるという、今までに経験したことのないことだったのでどのような感

じなのか参加する前は不安があったが、蓋を開けてみるととても楽しく、自分自身も積極的に授業に参加

できたので自信につながったと思う。このプログラムを通して海外に行く、海外で学ぶということに対するモ

チベーションが以前より高まったと思う。 

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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■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： 

海外での活動へのモチベーションが高まったと思う。 

■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： 

私はオンライン授業に苦手意識があったのですが、オンラインでも取り組みやすいように先生方が工夫し

てくださっているので、楽しく授業を受けられました。参加している人も話しやすい人が多くて、活発に英語

で意見交換することができたので良かったです。 

■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： 

過去の参加者のアンケート 
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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： 2022/3/30 

 

■ID： D21124 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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： 

3月にほぼ予定がなかったから。できるだけ長く英語に触れられる、長い日程のオタゴ大学を選んだ。 

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

マオリ文化に興味があり、またニュージーランドは政治面から見てとても良い国と感じていて、関心があっ

たから。参加は迷いませんでした。 

 

 

■概要/Overview： 

午前、文法とコロケーションにフォーカスした、英会話レッスン。ディスカッションもかなり活発に行う。午後

はニュージーランドの文化、マオリなどについて動画視聴や、話を聞く。 

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

特に何もしていない。 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program： 

機会がなかった。 

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

2日に 1回出されるお題に対しての、ブログの投稿。 

■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： 

参加前に、オタゴ大学に自分の写真・パスポートの写し・書類の提出が必要。そして、専用の Microsoft ア

カウントの設定を求められた。また、教科書がオンライン教材のため、それを閲覧するサイトへの会員登

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-onlineOTAGO.html
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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： 

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

クラス分けのための英語のテスト、30分。 

 

 

■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： 

現地校の講義を聞くことができたのは、雰囲気を感じられてよかったです。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

海外就職をしたいと感じた。 

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

研究職, 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： 

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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英語力に不安があっても、まず挑戦してみることが大事です。やり遂げることが大事。 

■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。 
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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： 2022/4/1 

 

■ID： D21125 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

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

■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： 

授業がないため (しかし、結局研究会や、ゼミ等でほとんど参加ができませんでした、、) 

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

英語を向上させたかったため。 

 

 

■概要/Overview： 

同じように参加している日本人学生と話す。 

■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の交換 

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

無し 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/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： 

zoom接続の確認。 

■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-onlineOTAGO.html
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TOEFL90, 普段から英会話を実施 

 

 

■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： 

応募せずに後悔するより、応募して良かったと思う。 

■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： 

特になし。 

■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： 

頑張って下さい。 

■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： 2022/3/23 

 

■ID： D21126 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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： 

冬休みの予定がなかったので、せっかくなら何か自分のためになることに挑戦したいと思ったから。 

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

英語に苦手意識があったので、時間のある長期休みに向上させたいと思ったからです。 

 

 

■概要/Overview： 

ニュージーランドの歴史や文化を学ぶ授業、テキストを用いて英語を勉強する授業。ニュージーランドの映

画を観たのが印象的でした。 

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

特に何もしていない。 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program： 

連絡先を交換しなかったからです。 

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

特にこれといったものはありませんでしたが、次の日の議論に向けて自分の意見を用意しておくようにとは

言われたと思います。 

■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)： 

昼休みが短かったです。 

■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： 

registration と東大の学生証の写しを提出しました。その後、大学のアカウントや、Microsoft や zoom のア

カウントを、大学からの説明に基づき整備しました。 

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-onlineOTAGO.html


2 

■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： 

特になかったと思います。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

英語力に自信がなかったので、参加前に基礎知識を確認しました。プログラムに参加し毎日英語に触れる

ことで英語力が少しずつ向上したと感じたので、参加前に英語のリスニングやスピーキングの練習もして

おけばもっと伸びたかと思います。 

 

 

■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.) 

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： 

留学へのモチベーションが高まったのでとても満足しています。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

留学をしてみようと真剣に考えるようになりました。 

■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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■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： 

積極的に参加すべきだと思います。たとえ英語力に自信がなくても、参加していくうちにもっと学びたいとい

う意欲が湧いてくるので、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： 

英語学習の意欲が高まったので、NHKラジオの英会話を聴いていました。自主学習はプログラムにも役立

ったと思います。 
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用） 

The University of Tokyo Study Abroad/Student Exchange Program Report Form (for programs from a week to 3 months) 

記入日/Date： 2022/3/26 

 

■ID： D21127 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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： 

本格的な学部の授業が始まる前にプログラムを受講できると思ったため。 

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

将来海外での勉強をしてみたいと思っております。そのため、留学経験がほとんどなく、スピーキング力を

高めなくてはならないと思い志望させていただきました。 

 

 

■概要/Overview： 

毎日英語の授業を 3 時間、文化に関する授業を 1 時間行いました。英語の授業は生徒間、あるいは先生

とのスピーキングが中心で、教科書に沿って行われます。宿題は受講者共有のブログに簡単なライティン

グを挙げていくものが主でした。実際の大学の講義を聴講することもでき、とても面白かったです。 

■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： 

特に何もしていない。 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program： 

最初のミーティングに所用があり参加出来ず、連絡先交換などが出来なかったため。 

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

ブログへの簡単なライティングの投稿、教科書の問題を解いておくなど。 

■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： 

パスポートの提出がありましたので、持っていない場合は、早めに取得した方が良いのではないかと思い

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-onlineOTAGO.html
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ます。また留学先大学への事前テストの提出や生徒としての登録もあるので、こうしたものも早めに完了し

た方が良いと思います。 

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

UTAS での申し込み後、当落がメールで届き、その指示に従って準備を進めていくことになります。こまめ

に登録したメールを確認した方が良いと思います。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

受講前にちょうど TOEFL を受ける機会がありましたので、それに沿ったリスニングやスピーキングの練習

をしておりました。先生の指示を聞き漏らさないようにするためにも、特にリスニング力が重要であると思い

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.) 

0 円/JPY 

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

ヘッドセットを 3,000円で購入しました。 

 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

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

 

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

 

 

 

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

自分でも非常に驚いたことが、日に 4 時間ほどの交流だけでも、自然と英語を使って思考しようという習慣

が身についていくことです。実地の留学経験がないために最初はついていけるのか不安に思っていたの

ですが、このような経験は非常に新鮮で面白く感じました。また、将来的に英語でコミュニケーションを取る

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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ための自信を培うことができたように思います。 

■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： 

働き始めてからも語学など新しいことを学び続けたいと感じました。 

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

専門職（法曹・医師・会計士等）, 公的機関、法曹など 

■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： 

すごく良い経験になると思うので、是非挑戦してみて下さい。 

■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： 

前期教養学部お知らせ欄 
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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： D21128 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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： 

長期休みの間に英語に触れたいと思ったから。 

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

スピーキング力を高めたいと思っていたので、長期休み中に何か参加したいと思っていた。今回のプログ

ラムがあることをメールで見て参加してみようと思った。 

 

 

■概要/Overview： 

ニュージーランドの文化を学ぶ授業と英語の授業があった。 

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

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換 

■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： 

東大が企画したオリエンテーションで連絡先を交換した。 

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

自己紹介のプレゼンの準備また任意ではあったが、英語の記事を読むという課題があった。 

■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： 

オタゴ大学の氏名、住所など個人情報を記入するフォームの提出、学生証の写真の提出があった。 

■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： 

特にない。 

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-onlineOTAGO.html
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■語学関係の準備/Language preparation： 

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.) 

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： 

英語を使用して会話することが、自分でもできるんだと少し自信になった。 

■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： 

留学してみたいと思うようになった。 

■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： 

積極的な参加をお勧めします。 

■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： 

費用・奨学金に関すること/About expenses and scholarships to participate in studying abroad 

プログラムを振り返って/Reflection 
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特になし。 
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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： 2022/3/19 

 

■ID： D21129 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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 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： 

修士論文の執筆も終わり、卒業前にまとまった時間が取れたからです。 

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

参加を決めたのは、メールでプログラムを知った時でした。無料で英語を学ぶことができるのは貴重な機

会だと思い、すぐにスケジュールを調整して参加を決めました。大学によってスケジュールが異なるので、

自分の第一希望が通るかどうか少し不安に思いましたが、結果的には第一希望が通ったので、何も問題

はありませんでした。 

 

 

■概要/Overview： 

プログラムは、午前に 3 時間英語のクラスがあり、午後に 1 時間カルチャーのクラスがありました。英語の

クラスはテキストを使って問題を解いたりディスカッションしたりする形式で、かなりインターラクティブなも

のでした。宿題は毎日ライティングなど所要時間 30分くらいのものが出ました。また、金曜日に単語と文法

のテストがあったので、30 分ほど復習をしました。カルチャーのクラスは、テキストはなく、動画を見てディ

スカッションしたり、クイズを解いたりしました。宿題はありませんでした。その他、3 つまで自由に 1 時間の

授業動画を見ることができ、私は宗教やマオリ文化の授業動画を見ました。印象に残っている授業は、や

はり英語の授業です。自分とは学年も専攻も異なる人といろいろなディスカッションをしたのが楽しかった

です。また、カルチャーのクラスで、それぞれがニュージーランドの有名人について調べ、プレゼンテーショ

ンしたのも面白かったです。 

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

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

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program： 

オリエンテーションの際に LINE を交換し、情報交換をしました。また、Blog を書く宿題が何度かあり、授業

時間外にもコメント欄で意見交換をしました。 

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

ありました。英語のクラスでは、毎回課題が出ました。Blog の記事を書いてアップロードしたり、テキストの

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-onlineOTAGO.html
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問題を 10問ほど解いたりするものでした。 

■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： 

参加が決まった後は、オタゴ大学に写真と学生証の写しを提出し、registration form を入力しました。 

■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： 

申請にあたっては、志望理由書、成績証明書、英語のスコアを提出しました。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

参加前の語学レベルは IELTS6.5です。準備にあたって特に行ったことはありませんでした。 

 

 

■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?： 

 

 

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： 

プログラムに参加して、スピーキングに対する苦手意識が薄れたように思います。また、英語の語彙力が

増えたと感じます。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

もっと英語が上達すれば、海外で仕事をしてみたいと思うようになりました。 

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

研究職, 民間企業、三菱総合研究所 

■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、留学の中でも一番挑戦しやすいものだと思います。英語が好き、海外に興

味があるという人だけでなく、英語に苦手意識がある人こそ参加していただきたいと思います。 

■準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful while preparing 

for or during your time overseas： 

特にありません。 
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用） 

The University of Tokyo Study Abroad/Student Exchange Program Report Form (for programs from a week to 3 months) 

記入日/Date： 2022/3/19 

 

■ID： D21130 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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 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： 

予定が埋まっていなかったから。 

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

春休みに英語を磨くため、締め切りの少し前に参加を決めた。来年から外資系コンサルティングファーム

に就職する予定で、将来的には、海外での MBA 取得、海外オフィスへのトランスファーも視野に入れて、

英語の勉強に励んでいたが、自学ではどうしてもコミュニケーションをする機会が限られていた。また、社

会人になると業務に忙殺されると思い、この春休みは今まで以上に英語学習に励みたかったので、参加を

決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

午前中に 3時間英語のクラスがあった。東大の学生 15名ほどで構成されていた。ボキャブラリーやグラマ

ー（仮定法など）を学んだ。テキストに沿って授業が進められ、練習問題の答え合わせなどはブレイクアウ

トルームで実施されたので、他のメンバーと英語で会話する機会は十分に設けられていた。グラマーやラ

イティングの宿題があった。午後は 1 時間の NZ のカルチャーに関するクラスがあった。メンバーは英語ク

ラスと変わらなかった。ビデオを見て、マオリ族、NZ の学生生活、NZ の歴史、重要人物などについて学ん

だ。宿題はほとんどなかったが、最終週に NZの重要人物について調べてプレゼンをした。 

■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 

■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： 

東大が主催した事前オリエンテーションのブレイクアウトルームで、参加者と LINEを交換した。 

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

ほとんど毎日、グラマーやライティングの宿題があった。 

■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。 

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

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

志望動機、個人情報の提出（住所、パスポートなど）が必要だった。手続きは期限に余裕を持って進めて

おくと良い。 

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

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

参加前の語学レベルは、TOEFL90 相当。プログラム応募前から、オンライン英会話を週に 5 時間程度受

講していたため、英語のスピーキングにさほど不安はなかった。 

 

 

■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： 

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 



3 

英語力の向上につながった。自分が知らないボキャブラリーをたくさん学ぶことができたり、忘れていたグ

ラマーを復習することができたりして、非常に有意義だった。また、英語を集中的に勉強することで、英語

学習へのモチベーションが上がった点も良かった。 

■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 

job hunting： 

元々、将来的に海外で働きたいと思っていたが、英語をもっと勉強して、海外で働きたいとより強く思うよう

になった。 

■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： 

短期のオンラインプログラムは、参加ハードルが対面/長期プログラムに比べて低いので、ぜひ気軽に挑

戦してみてください。語学力の向上、知識の習得だけでなく、世界のトップ大学の教員から学べたり、モチ

ベーションの高い参加学生と交流することで、今後の学習意欲を高めることができると思います。 

■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： 2022/3/19 

 

■ID： D21131 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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： 

冬休みで時間があるからのと早めに英語を伸ばしたいからです。 

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

就職先は英語がかなり重視されるので、英語を伸ばすために参加しました。 

 

 

■概要/Overview： 

午前は英語の勉強、午後はカルチャーの勉強でした。午前の授業は文法や単語をブレイクアウトルームで

ディスカッション形式で行われたから面白かったです。 

■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： 

特に何もしていない。 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program： 

交流する必要性を感じなかったからです。 

■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： 

書類だけです。 

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

特にないです。 

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-onlineOTAGO.html
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■語学関係の準備/Language preparation： 

事前に英語の 1on1練習をしてきました。 

 

 

■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： 

座学でなく、英語を実践的に使えたことは最大の意義です。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

やはりグローバルな仕事に携わりたいと思いました。 

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

民間企業、IT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： 

英語を話す機会を提供してくれるので、英語を実践の場で伸ばしたい方はチャンスを逃さないでください。 

■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： 

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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TED 



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： D21132 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

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

■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： 

ゼミのない春休みの期間を利用できると考えたためです。 

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

昨年参加した国際学会で思うように議論できず、世界の研究者と対等に議論できるようになりたいと考え

たため。その学習の先駆けに位置付けました。 

 

 

■概要/Overview： 

ライブで聞くことのできた「Global hospitality operations and service quality management」は非常に興味深

かったです。 

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

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

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program： 

説明会の時に連絡先を交換した方と、ホームワークの該当箇所の確認を行いました。 

■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： 

外部から入学した院生の場合、学部生の時の成績証明書を早めに入手しておくことをお勧めします。成績

の入力などを正確にする必要があり、余裕を持った入手が必要です。 

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-onlineOTAGO.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： 

プログラム参加のために行った、履修・単位・試験・論文提出等は特にございません。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

第二希望で出した。UCSD のプログラムでは TOEIC750 点レベルが目安だったので、それを参考に勉強、

学習しました。 

 

 

■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： 

上にも書きましたが、自分の拙い英語でも、なんとか話せば伝わるという自信を得られたことが第一の意

義です。実用的な英語からはかけ離れていると思っていましたが、これまでの勉強が役に立っていること

を確認できて非常に有意義でした。 

■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： 

見通すのは難しいですが、海外で研究をしたいとより強く考えるようになりました。 

■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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研究職、高等教育機関の教員・研究者 

■今後留学を考えている学生へのメッセージ、アドバイス/Any messages or advice for future participants： 

英語に苦手意識が強い方には参加をおすすめしたいです。自分の英語が伝わるというのは喜びですし自

信になります。 

■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： 

https://www.macmillandictionary.com 
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東京大学 海外留学・国際交流プログラム報告書（超短期プログラム用） 

The University of Tokyo Study Abroad/Student Exchange Program Report Form (for programs from a week to 3 months) 

記入日/Date： 2022/3/19 

 

■ID： D21133 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

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

■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： 

ゆとりのある時期だったため。 

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

参加を決めた動機：英語力の向上が必須だと日頃焦燥感を抱いていたため。 

 

 

■概要/Overview： 

総合的な英語学習、およびニュージーランドの文化・習慣や歴史に関する講義 

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

特に何もしていない。 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program： 

特に何もしていない。 

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

なし。 

■プログラム実施時間帯（時差）について、ご意見をお聞かせください/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： 

オタゴ大学指定のオンライン申請フォーム入力・提出、パスポート写しの提出 

■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： 

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-onlineOTAGO.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： 

ニュージーランド（地理、自然、歴史、マオリ文化）について、いろいろ知ることができて、よかった。 

■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

英語力は劣化させないように日々慣れ親しんでおかないと、この先、仕事にも活かせないと思った。 

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

研究職、社会人学生なので現在の職場（大学）に居続けます。 

■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： 

自分自身の気持ちの持ち方と、それに伴う行動で全ては違ってくると思います。意欲的に積極的に能動的

に学ぶことが大切だと思います。 

■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： 

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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Speakout 2nd Edition（オタゴ大学から提供されたオンライン・テキスト） 
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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： 2022/4/1 

 

■ID： D21134 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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： 

春休みという長期休暇中の開催だったことに加え留学を検討していたため。 

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

元々留学を考えていたのでそのための一つのステップとして参加を決め、12月に応募しました。 

 

 

■概要/Overview： 

語学学校で学ぶような内容に加えてニュージーランドの地理や生物、歴史についても学ぶことができたの

が有意義だった。 

■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）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： 

自習の内容などについて意見を交換した。 

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

自習としての課題のみあった。 

■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?： 

短い。 

 

 

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

online application formの提出（要学生証、パスポート） 

■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。 

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-onlineOTAGO.html
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■語学関係の準備/Language preparation： 

TOEIC825点 

 

 

■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： 

プログラムを終了した後だとやはり 2週間は留学期間として短いと思いました。 

■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： 

留学したいと思う気持ちが強くなった。 

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

民間企業、コンサル・金融業 

■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： 

迷っている人は是非積極的にプログラムに参加して欲しいと思います。 

■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： 

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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n/a 



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： 2022/4/1 

 

■ID： D21135 

■参加プログラム/Program： オタゴ大学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-onlineOTAGO.html 

■派遣先大学/Host university： オタゴ大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 3/7/2022 ～ 3/18/2022 

■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： 

春休み中であったため。次の長期休暇だと、就活と被り忙しくなりそうだったため。 

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

1月初めに、英語力を上げたいと思ったから。迷いは特になかった。 

 

 

■概要/Overview： 

授業のみ。 

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

特に何もしていない。 

■プログラム外で行った交流活動について、具体的に教えてください/Details of the activities you chose in other 

than this program： 

交流する機会がなかった。 

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

いいえ。 

■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： 

志望動機、英検の証明 

■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-onlineOTAGO.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： 

ニュージーランドの文化に対する理解が深まったのは良い経験だった。 

■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： 

海外大学院への興味が湧いた。 

■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： 

積極的に他の参加者と交流すべき。 

■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 


