
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： 2022/3/7 

■ID：D21172  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

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

■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： 

他の予定と被らなかったから。 

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

プログラムの存在を知り、予定を確認後すぐ参加を決めました。 

 

 

■概要/Overview： 

浙江大学による 10 日間のオンラインの講義シリーズです。毎日 2 時間程度で、1 時間が語学、もう 1 時

間は日によって異なり、中国文化の紹介や体験、クラスごとのディスカッションなど。文化体験は切り絵に

挑戦しました。 

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

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

浙江大学のメンバーと東大、京大のメンバーでの日中交流会を設けてくださりました。また、浙江大学の国

際法の講義にオンライン参加させて頂きました。 

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

ほぼ毎日ありました。 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

 

 

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

中国側のプラットフォームへの申請、登録があります。登録内容は中国語歴、顔写真およびパスポートな

どの本人確認資料。浙江大学側から直接メールで申請方法など連絡頂きますが、メール設定で迷惑メー

ルに振り分けられており、東大のサポートチームの皆さんにご迷惑お掛けしながら期日ギリギリの申請と

なってしまったので、迷惑メールボックスの確認も必要だと思います。 

■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からの登録が主です。学部のゼミの先生に事前に参加の許可を頂きました。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

1年時のテキストを見直しました。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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 
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中国の文化や地域の知識が深まり、興味も一段と大きくなりました。また、課題のビデオを作成するなかで

特に中国の食について調べ直し、改めて中国国内の地域差、文化の違いなどまで考えられるようになりま

した。また、受講前の目標であった中国語学習も、目標以上に達成され、今後に繋げていくモチベーション

も刷新されました。 

■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： 

交流会で思いがけずも浙江大学の学生さんたちのキャリア像を聞くことができて、視野が広がりました。 

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

研究職, 公的機関, 起業 

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

自分の関心にあったプログラムであれば、ぜひ積極的に受講するのがよいと思います！ 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

LINE, Google Drive 
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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： 2022/3/8 

■ID：D21173  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

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

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 学部 6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： 

春休みだったため 

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

以前にプログラムに参加した学生から話を聞いて、面白そうだと思ったので申し込みました。 

 

 

■概要/Overview： 

午後に中国語の授業と英語のレクチャーが 1時間ずつくらいありました。 

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

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

■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:/ 

ラインなどの SNSで会話をしました。 

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

毎回ありました。 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

参加のハードルが低かったです。ただ、一緒に過ごす時間が 1日 2～3時間だけなので、オフラインと同じ

密度の人間関係を作るのはなかなか大変でした。 

 

 

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

書類について指示通りに作成しました。語学試験の点数を求められましたが、以前に受験したものが有効

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-onlineZJU.htm
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だったのでこのプログラムの申請のために改めて受験する必要はなかったです。プログラムは釘釘という

アプリを利用して行われましたが、ダウンロードが少し面倒でした。 

■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： 

春休み期間だったので特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

普段から中国語を使う機会が生活の中にあったので、このプログラムのために特別に中国語を勉強する

ことはしませんでした。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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： 

私は台湾に住んだことがあるのでもともと中国語はある程度話すことができましたが、今回の中国語の授

業ではクラスメートのほぼ全員が中国やシンガポールなどに住んだことがある、あるいは現在も住んでい

る学生だったので、非常にレベルの高い環境で中国語を練習し、短い期間ながらさらに実力を上げること

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

プログラムを振り返って/Reflection 
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ができたと思います。 

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

job hunting： 

中国で働くことはないと思いますが、仕事の中で中国語を使うモチベーションにはなりました。 

■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 

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

少なくともこのオンラインプログラムは時間的にも準備の量的にもそこまで重くはないと思うので、興味が

あれば積極的に情報を集め、参加を検討してみることをお勧めします。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Facebook, LINE, Google Drive 
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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： 2022/2/25 

■ID：D21174  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

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

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

 

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

春休みで時間があったため何かプログラムを探したところこのプログラムを見つけたため。 

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

語学全般、特に中国語には前から興味があったため、東大の国際的なプログラムを調べていたときにこの

プログラムを見つけ、参加したいと思った。 

 

 

■概要/Overview： 

プログラムは大きく分けて中国語の講義と中国の文化等の紹介の講義に分けられていた。中国語の講義

では発音の仕方から始め、身近なことに関する簡単な疑問文とその答え方を習った。10 分で終わるような

宿題が毎回出された。中国の文化紹介ではお茶や剪紙の文化が紹介された。また杭州についての紹介も

あった。 

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

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換, 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ラインのグループに参加した。また、浙江大学の日本語を学ぶ学生たちとの交

流会があった。 

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

毎回自分の音声を録音して送る課題があった。 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

 

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

Chinese Bridgeへの登録と Ding Talkのアプリのインストール、浙江大学への申請を行った。 

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

UTokyo： 

特にはなかった。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

参加前中国語は本で一度勉強しようと思ってすぐに挫折していたが、今回は基本のところを挫折すること

なく学べたと思う。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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： 

日本では日本側の視点から見た偏った中国に対する意見に接することも多いと思うが、実際に中国の大

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 

学が発する中国の姿にも触れることができ意義があったと感じる。また、中国語の観点から見ても、かなり

充実した内容が学べ、プログラム終了後も自分で学ぶモチベーションが持てるような講義だったためとても

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： 

今後のキャリア・生活においても中国に関わる機会は多いと感じるため、今後のキャリアを考える上でも中

国のこと学びながら国際的な事柄に関する理解を深めていくことが必要だと感じる。 

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

公的機関, 非営利団体, 民間企業 

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

2 週間というと短いようで長いようにも感じるかもしれませんが、すぐに終わってしまい決して長すぎたとい

うことはないと感じましたし、気軽に参加したら良いのではないかと思います。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

LINE, Whatsapp 
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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： 2022/2/28 

■ID：D21175  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

■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 Global Agricultural 

Sciences 

■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： 

I have free time in winter holiday and want to learn. 

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

To improve my chinese 

 

 

■概要/Overview： 

Chinese language and culture courses 

■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： 

None 

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

than this program:/ 

I just attended the classes. 

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

Daily discussions with study groups 

■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)?： 

Proper 

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

Proper 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

 

 

 

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

ID, forms, etc 

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-onlineZJU.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： 

Transcript, passport, goglobal form 

■語学関係の準備/Language preparation： 

Basic level 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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： 

No, I did not receive any. 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

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

 

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

 

 

 

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

I want to continue to study chinese. 

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

job hunting： 

I would like to be involved with China. 

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

Private sector,Entrepreneurship、I want to make $$$. 

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

I learned a lot and highly recommend participating. 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Facebook, Twitter, Instagram, LINE, Skype, Google Drive 
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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：D21176  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 法学政治学研究科法曹養成専攻 

■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： 

冬休み期間中。 

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

中国語をいちから学べる、世界中の参加校の学生と知り合えるということに興味を抱き、応募しました。同

時期の他プログラムと迷っていましたが、開催時期かつ院生でも参加できるものが本プログラムでしたの

で、本プログラムを選択しました。 

 

 

■概要/Overview： 

中国語に加え、中国文化についてとても楽しく学べてよかった。 

■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:/ 

なし。 

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

oral class に向けて提出する課題があった。 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

 

 

 

■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-onlineZJU.html
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指定システムへの登録、指定アプリのダウンロード、アカウント作成等 

■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： 

中国語レベルはゼロ。授業中の使用言語は英語なので、英語の理解は必要。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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： 

初心者として中国語を学びましたが、とても教え方の上手い先生方のおかげで、楽しみながら勉強するこ

とができました。クラスの他の参加学生とも同レベルだったので気兼ねなく参加でき、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： 

浙江大学の雰囲気や校内の素晴らしさについてレクチャーを受けたので、コロナ終焉した際には是非とも

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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行ってみたいと思いました。 

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

専門職（法曹・医師・会計士等） 、法曹 

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

東大が用意している本プログラムに参加することは、春休み期間を有効活用する手段として素晴らしいと

思います。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LINE, Google Hangouts, Kakao Talk, Google Drive, Dropbox 
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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： 2022/3/6 

■ID：D21178  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 工学系研究科建築学専攻修士課程 

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

東大の寮に暮らし始めて私以外は全員中国人で、中国語や中国の文化をもっと知りたいと思ったから。将

来中国へ行くことを考えているから。 

 

 

■概要/Overview： 

先生が授業のスライドを作っていて、授業の最後に課題の説明があった。同じクラス参加者同士で話し合

い、次回の授業でそれを発表するスタイルが多かった。 

■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）と意見交換 , 参加者同士（東大生含む）と予習や復習 

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

than this program:/ 

プログラム中にプログラムにはない授業のお知らせがメールで来たり、DingＴalk で東大京大のグループ

が作られ浙江大学で現地で行われている授業に参加した。また後日浙江大学の学生と東大京大の参加

者が交流する会が DingＴalkの電話で開かれた。 

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

自己紹介動画、各レクチャーの終了ごとに、自分の住んでいる地域について自分で説明する課題などが

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?： 

短い。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

 

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

Chinese Bridgeウェブサイトへの登録と、DingＴalkのダウンロード、登録 

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

UTokyo： 

なし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

参加前の語学レベルは、HSK の受験経験がなくピンイン、四声を習得し、簡単な文法、単語を知っている

程度であった。特に準備はしなかった。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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： 

文化系の授業で、中国の様々な地域の様子、経済の様子を知ることができた。ネイティブスピーカーと実

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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際に会話をすることができた。受け身ではなく、自ら中国語を発したり使う機会ができた。 

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

job hunting： 

プログラム前よりも、より中国の実情を知ることができ、イメージが鮮明になった。 

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

民間企業 

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

本格的な留学を考える前段階としても、独学で勉強してきた人の実践の場としてもおすすめします。普段

外国の人と関わる機会がない方は今後の自分の将来の考え方に影響を与えるかもしれないし、普段関わ

る人はその延長で、その国で教育を専門にしている先生方から直接授業を受けられるのでより正確に、幅

広く知見を深められます。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

LINE, Kakao Talk, Google Drive, Dropbox 
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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： 2022/2/25 

■ID：D21179  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 工学系研究科都市工学専攻 

■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： 

研究が終わり、まとまった時間を有効に使いたいと考えたから。 

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

二次募集を見て、以前から中国語に興味があったので決めた。昼の時間が 10 日間必要となると前後に

予定を入れにくいと考え、卒業直前にしっかりと時間を取れるか不安があった。実際には特に急用などが

入ることもなく全工程に参加できた。 

 

 

■概要/Overview： 

発話を中心とした中国語の進度別少人数クラスが 1日に約 1時間あり、そのほかに中国文化や地域の特

色を学ぶ講座が１日に 1時間または 2時間あった。 

■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:/ 

LINEを可能な限り集めた。 

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

中国に関するショートビデオの提出。 

■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)?： 

もう少し早い時間帯が良かった。, もう少し遅い時間帯が良かった。 

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

ちょうど良かった。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

オンラインなので、授業時間以外の時間を自由に使えるので、ある程度忙しい時期にもプログラムに参加

することができる。一方、中国語に溢れる環境で生活ができないため勉強した言語を実践的に使うことが

できない、中国の文化が身近に感じられない、参加者との交流ができない、ということが課題であると考え

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

 

 

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

志望理由書を提出し、その際に指導教員の承認が必要なので、事前に指導教員に参加の可否を確認す

る必要がある。 

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

UTokyo： 

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

全く勉強したことがなかったが、中国語のコンテンツは見ていた。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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 
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しっかりと時間をとって中国の経済や文化を、特に杭州の特色を学ぶことはなかったので、新しい発見が

あってよかった。また、中国の基本を勉強することができたので、今後の中国語学習に活かしていけると

思う。一方で参加者同士の交流がほぼなかったことは残念である。 

■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： 

参加当時に就職先が決まっていたが、就職をした後も近隣諸国の言語と文化に興味を持ちたいと思った。 

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

公的機関、建設業界 

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

進度別のクラスに分かれているので、初学者でも安心してチャレンジすることができます。言語は学び初

めが一番ハードルがあると思いますので、この機会に中国語に興味があったけど勉強を始められていな

い人には是非チャレンジしてほしいと思います。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Facebook, Twitter, Google+, LINE, Google Drive, Dropbox 



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： 2022/2/26 

■ID：D21180  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

■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生産・環境生物学

専攻 博士課程 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 博士 1年 

 

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

論文執筆等で忙しくなる前に中国との交流経験を積む機会はないかと伺っていたところ、UTAS のメール

で本プログラムの情報が流れてきたため即応募しました。 

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

以前より中国への留学に興味を持っていましたが、自身の経済状況やコロナの影響によりなかなか機会

を得ることができませんでした。しかし昨年の秋頃から自身の経済状況が落ち着いたため、何か中国への

留学のきっかけとなるようなものはないかと探していたところ、UTAS のメールで本プログラムの案内が来

たため応募しました。参加期間が短く研究に支障が出る心配がなさそうだったのと、参加費が無料であっ

たため、応募することに迷いはありませんでした。 

 

 

■概要/Overview： 

浙江大学の授業は全て DingTalk というアプリを通して行われました。授業開始前に中国語の習熟度に応

じてクラス分けされ、ほぼ毎日クラスごとにオーラルレッスンを受けました。私は初心者クラスに参加したた

め、初日はピンインの読み方、単語の発音方法などから練習しました。先生は基本的に英語で授業を進

めてくださるため、中国語初心者でも気軽に受講することができました。オーラルレッスンのほかに、現在

の中国の経済状況や、浙江大学周辺地域の文化などを学ぶ授業がありました。 

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

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換, 参加者同士（東大生含む）と意見交換, 浙江大学の授業をオン

ラインで見学しました。 

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

than this program:/ 

浙江大学の日本語専攻の学生と東京大学および京都大学の学生が、日本語や中国語を用いて交流する

イベントを設けていただきました。私は中国語が全く喋れませんでしたが、浙江大学の学生さんは日本語

がとてもお上手でしたので、楽しく交流させていただくことができました。またそのほかに浙江大学の国際

法の授業を見学させていただきました。 

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

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-onlineZJU.html
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その日のレッスンに応じて簡単な発音練習等の課題が出され、DingTalkを通じて先生に課題を提出しまし

た。発音が間違っていた際は、先生から細かな指導を入れていだたきました。 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

 

 

 

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

UTAS、および浙江大学のシステム上で指示通りに手続きを進めました。UTAS 経由の申請では、学部か

ら現在までの全ての成績を記入する必要がありましたが、私は学部時代に別の大学に所属していたた

め、成績表をその大学から取り寄せる必要がありました。また、浙江大学における手続きでパスポートが

必要となりましたが、私はパスポートを持っていなかったため、東京大学の事務局に問い合わせたところ、

学生証でも可とのお返事をいただきました。ただ、オンラインプログラムでなければパスポート情報の提出

は必須だと思います。 

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

UTokyo： 

特になかったと記憶しています。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

中国語の履修レベルについては、初心者でも問題ないとのことでしたので、特に予習等せず参加しまし

た。英語については、TOEIC600 点以上が望ましいが書類の提出は不要とのことでしたので、特に試験を

受けることはしませんでした。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

0 円/JPY 

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

Wi-Fiは元から家にあったものを使用しました。 

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

受給しなかった。 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

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

 

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

 

 

 

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

参加する前は中国語が全く分かりませんでしたが、プログラムに参加したことにより、今後自力で中国語を

勉強していくための下地が整ったと感じました。また中国語だけでなく、英語についてもこれからさらに勉

強していかなければいけないという気持ちが高まりました。 

■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： 

これまでは中国に留学に行きたい・中国に研究をしに行きたいと言いつつ、現地でどのような生活を送る

かなど具体的なことはイメージできておらず、何も真剣に考えていなかったように思います。しかし本プロ

グラムに参加したことにより、これらが一つの選択肢として、自分の中で少し現実味を帯びたように感じま

した。 

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

研究職  

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

オンラインといえど参加に際し不安になることはあるかと思いますが、不測の事態が起こった際は東大の

事務局の方や参加先の大学の方が助けてくださると思いますので、気軽に応募してみてください。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Twitter, LINE, Google Drive 

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： 2022/2/26 

■ID：D21181  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

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

■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： 

学業と被らず、またコロナ禍で外出が難しいので、家でオンラインプログラムを受けるための時間は十分

にあったから。 

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

以前から中国の言語や文化を学ぶ機会が欲しかったので、プログラムの存在を知った段階で参加を決め

ました。 

 

 

■概要/Overview： 

基本的には中国語の語学の授業がメインでした。私が受講した、初心者向けのレベル 1 のクラスでは、ま

ず発音を習い、その後基本的な表現や単語、文法を練習しました。先生のスライドを見ながら、先生また

は生徒と会話の練習をしました。そのような語学の授業に加えて、中国の文化に触れる授業もありまし

た。茶、ペーパーカッティングなどの文化について、それぞれの専門家による数十分のビデオを鑑賞し、そ

の後生徒が質問をしていく、というスタイルでした。ペーパーカッティングは、ビデオを見ながら自分で実践

することができて、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:/ 

プログラムの中で十分交流もでき、予習や復習に関しても個人でできたので、特にプログラム外での交流

は必要ありませんでした。また、交流の機会自体もそれほどなかったと思います。 

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

単語や表現の発音を、自分でレコーディングして先生に送り、添削していただく課題が 2 回ほどありまし

た。また、自己紹介のビデオの提出も求められました。 

■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?： 

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-onlineZJU.htm
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ちょうど良かった。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

オンラインプログラムは、自分のデバイスで資料を確認できるので、情報のインプットにおいてはオフライ

ンより勝っている部分もあります。一方で、授業時間外において自ら積極的に行動し現地の文化に触れる

活動は、オフラインでしか得られない体験だと思います。 

 

 

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

DingTalk というアプリ（Zoom と同じような機能のもの）への登録、Chinese Bridgeアカウントの作成、そし

て浙江大学のアプリケーションシステムへの登録をしました。浙江大学のアプリケーションシステムへの登

録の際に、登録できないというエラーが発生したので、その際は通信環境を Wi-fi ではなく電話回線に切り

替えると、エラーが解消されました。 

■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： 

プログラムへの応募時そして参加決定時に、指導教員の先生に許可を取りました。学業のスケジュールと

被ることもなかったので、手続きに支障はなかったです。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

私は第二外国語も中国語以外で、中国語は全くの初心者でした。文法の入門書 1 冊を事前に購入して、

プログラム期間中もそれを使って個人的に勉強していました。初心者でもレベル 1 の授業にはついていけ

ますが、教科書代わりの本を 1冊用意しておくと心強いです。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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： 

 

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： 

私は、中国の言語や文化についてほとんど知らない状態で参加したので、まずはそれらの基本事項を知

るというのが当初の目的でしたが、十分達成できたと思います。まだまだ学ぶことはたくさんありますが、

学び始めるための一番最初のハードルは越えられたと思います。 

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

job hunting： 

私は英語圏への留学しか経験がなかったのですが、このプログラムを通して非英語圏での活動も視野に

入れるようになりました。 

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

起業、xR 

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

オンラインだからこそ、気軽に海外の文化や言語に触れられる絶好の機会だと思います。いきなり現地に

行って学ぶことに躊躇がある人こそ、参加する価値があると思います。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Twitter, Instagram, LINE 

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： 2022/2/25 

■ID：D21182  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

■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)文科三類 

■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： 

東大の授業と重ならないからです。 

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

中国語を練習したくてこのプログラムの存在を知った時に迷わず応募しました。 

 

 

■概要/Overview： 

授業は日本時間午後 3時から 6時辺りまででした。ほぼ毎日宿題が出ました。 

■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:/ 

プログラム事前説明会で東大からの参加者と連絡先を交換した。 

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

はい、ほぼ毎日ありました。 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

オンラインプログラムはより便利で参加しやすいが、留学先の国の人と交流したり、名物を食べたり、観光

したりすることができず、留学先の国の文化に直接触れることができないので、留学の意義が少し薄れる

と思います。 

 

 

■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-onlineZJU.htm
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Dingtalkアプリのアカウントを作り、浙江大学のアプリケーションシステムに登録すること。 

■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： 

プログラム事前説明会（オリエンテーション）への参加。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

中国語の番組を見たり曲を聴いたりして、聞き取り能力を鍛えました。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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： 

他国からの参加者と中国語で交流し、中国語力を伸ばすほか、お互いの国の事情を教え合って理解を深

めたため、大変有意義な経験だったと思います。 

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

job hunting： 

中国語を活かせるようなキャリアを選びたいと思うようになりました。 

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

プログラムを振り返って/Reflection 
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■進路・就職先（就職希望先）/Career/Occupation (planned)： 

研究職、大学教授 

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

語学力を伸ばす機会になるし、新しい友達も作れるのでぜひ参加してください！ 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Facebook, Twitter, Instagram, LINE, Whatsapp, Google Drive, Dropbox 
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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： 2022/3/4 

■ID：D21183  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

■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)文科三類 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 学部 1年 

 

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

中国語を勉強し始めてから約 1年が経ち、2年次以降の学習につなげる上で都合が良かったから。 

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

中国語の力を時間のある春休みに伸ばしたいと考え、参加申し込みに至った。 

 

 

■概要/Overview： 

座学形式の授業＋ディスカッションの授業＋中国語の授業で構成されていた。 

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

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

む）と予習や復習 

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

than this program:/ 

中国語の授業でほぼ毎回課される宿題がクラスメイトとのディスカッションであったため、授業外で時間を

決め交流を行なった。 

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

はい。中国語の授業のみディスカッションなどの課題がありました。 

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

slot (time-zone difference)?： 

もう少し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?： 

長い。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

 

 

 

■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-onlineZJU.html
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UTAS から応募してプログラムに内定した後、浙江大学側が指定する登録手続きを済ませ、向こうからの

承認を得た。受講生の個人情報のほか中国語学習歴なども問われた。 

■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： 

特にない。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

自分に合ったレベルの授業を選択できるため、事前に何か学習をすることはなかった。しかし私は 1 年の

学習歴で中級の授業に参加したため、最初の授業では聞き取りに苦労した。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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： 

中国語の力を伸ばせたのが一番の収穫であった。さらに今後実際に現地に留学する心構えが少しできた

ことも良かった。 

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

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

プログラムを振り返って/Reflection 
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job hunting： 

留学志向が強まった。 

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

研究職、人文系の研究 

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

オンラインでハードルが低いので、少しでも参加しようと思ったらぜひ参加してみてください。現地に行かず

とも非常に有意義な活動ができると思います。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

LINE, Google Drive 
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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： 2022/2/25 

■ID：D21184  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

■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)理科二類 

■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： 

初めて参加しようと思ったのがこの時期だった。また授業との重複がなかったため。 

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

UTAS のメールを見てプログラムの一覧に目を通したときに、中国語を基礎からでも学習できるというコー

スがあることに気づき、興味を惹かれた。 

 

 

■概要/Overview： 

中国語講義：先生のスライドに沿って進行。日常的な中国語表現について学んだ。復習は授業内でも行わ

れたが、各自での復習もある程度必要だった。中国語スピーキング練習：アシスタントの先生が担当してく

ださった。中国語講義の復習が主に行われた。マイクをつけて発音練習をする形式だった。中国文化講

義：大学がある杭州の話題を中心にビデオを見る形で講義が行われた。コミュニケーションサロン：各自が

事前に撮影したビデオを上映し、それに関するコメントや質問を行った。Experience and Discussion：中

国文化講義(Chinese Culture Session)と同様、中国(特に杭州)に関するビデオを視聴した。加えてその

内容についてのコメント・質問を通して中国や杭州についての理解を深められた。英語で実施された。 

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

参加者同士（東大生含む）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:/ 

事前研修という形で、参加者同士の自己紹介やプログラム参加の理由等を話し合った。 

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

毎回の授業後に中国語の発音練習をし、オーディオ形式で提出した。また、最終課題としてビデオ撮影

（内容は中国語を学んだ動機を話す、何か特技を披露するなど広範にわたって許容されていた）。 

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

slot (time-zone difference)?： 

ちょうど良かった。 

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

ちょうど良かった。 

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

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-onlineZJU.html
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■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

特になし。 

 

 

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

UTAS 上での登録、浙江大学の web フォームでの登録、DIngTalk のインストール・準備。アドバイスは特

にないが、パソコン操作に慣れておくことやパソコンに詳しい知人に準備の仕方を聞くなどすると良いと思

う。 

■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上での登録。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

中国語は全く知らないレベルだった。事前に中国語の参考書を購入して大学の講義半年分程度の中国語

の発音・文法・語彙を予習した。特に英語圏以外の留学では、英語の準備は（ある程度英語ができる場合

は）あまり必要ないと思う（現地の先生・学生も英語を母語としていない場合が多いので英語が比較的聞

き取りやすいため。また、少しの準備期間で英語力が格段に上がることも考えづらいため）。むしろ、現地

の言葉の学習に力を注ぐと良いと感じた。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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： 

 

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： 

中国語については、自学自習だけではわからない絶妙な語のニュアンスや発音のポイントを曲がりなりに

も掴めたように思う。また、中国の文化については、中国語で説明されているシーンも多く完全には理解し

きれなかったが、中国が自分が以前思っていたよりも現代的な技術に溢れていることなどを知って中国に

対する見識が深まった。 

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

job hunting： 

故郷での仕事を考えていたが、世界の広さを再認識して海外での就職を考えるようになった。いい意味

で、揺さぶりをかけられた。 

■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、医師、医療系の公的機関 

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

コロナ禍の今、世界とのつながりが満足に取れていないと感じる人も多いかと思いますが、オンラインプロ

グラムは「世界とのつながり」を得る貴重な機会です！今、オンライン上で言語を鍛えたり、他国や他者へ

の理解を深めたり、国際的な感覚を磨いたりして地面に根をはわせておけば、いつか世界に飛び立てるよ

うになったとき、きっと大きな花が咲くと思います。ぜひ積極的に参加してみてください！ 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Instagram 

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： 2022/3/10 

■ID：D21185  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

■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)文科三類 

■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： 

長い春休みの時期に新しい言語に挑戦してみたいと思ったから。 

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

春休みのうちに新しい言語に挑戦してみたいと思い、1月ごろに参加を決めた。 

 

 

■概要/Overview： 

中国語の授業、中国の文化や都市の特徴について学ぶ授業の二種類から構成されていた。中国語の授

業は東大の第三外国語演習の授業スタイルに近かった。 

■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:/ 

連絡先を交換してライングループを作り、情報のやり取りを行なっていた。 

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

あった。全員必須のビデオ提出に加えて、語学の授業では発音を復習して録音するという宿題がほぼ毎

回出ていた。 

■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)?： 

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?： 

長い。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

オフラインの留学の場合は生活からどっぷり現地の雰囲気に浸かることができるが、オンラインの場合は

当たり前だがそれが難しい。オンラインプログラムは、留学を経験したというよりはセミナーを受講したとい

う感覚の方が強い。 

 

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

誓約書、英語成績証明書を提出した。必須だったのは誓約書のみ。 

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

UTokyo： 

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

中国語未習、初心者レベルで参加。特に準備は何もしなかった。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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： 

ずっと興味があった中国語に挑戦する機会ができたことに満足している。ただ、自分自身の反省として、オ

フラインのような臨場感を演出するために授業を受ける環境を工夫することができれば、もっと集中して全

ての講義を聞くことができたように思う。 

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： 

言語を学ぶ意欲が湧き、多国籍な環境で働くことに少し興味が湧いた。 

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

 

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

言語を学ぶには最適だと思います。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Facebook, Instagram, LINE, Google Drive 
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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： 2022/3/25 

■ID：D21186  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

■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)未定 

■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： 

長期休暇中であることもあり、ある程度まとまった時間を取れる時期だったから。 

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

こういうプログラムを探していたので、UTASを見て即決した。 

 

 

■概要/Overview： 

東南アジアや中国から参加した学生と一緒に中国語の講義を受けたり、中国の経済、文化などについて

学んだりした。 

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

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

む）と予習や復習 

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

than this program:/ 

浙江大学生、京都大学生、東京大学生でオンライン交流会を行った。本プログラムに参加した東京大学生

の有志で別に交流会の機会を設けた。 

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

中国語のスピーチの原稿用意が宿題として出た。 

■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。r 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

 

 

 

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

IELTSの結果を提出。 

■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： 

IELTS スコア 6.5 を準備した。早め早めに留学イベントに参加できるだけの英語力と資格を身につけてお

くといいかも。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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： 

外国人とのコミュニケーションに対する心理的ハードルが下がった。 

■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： 

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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外国で働くモチベが高まった。 

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

民間企業, 起業 

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

オンライン留学には積極的に参加するべき。ただプログラム内容はしっかり事前に確認するといい。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Twitter, Google+, Instagram, LINE 
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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： 2022/2/25 

■ID：D21187  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

■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)文科 3類 

■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： 

大学 2 年の終わりであり、今後就活などで忙しくなることを考えても参加可能な最後のタイミングだと思っ

たから。 

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

全学交換留学で中国への留学を考えており、春休み中の中国語学習機会を探していた。12月ごろ東大か

ら回ってきたメールで締め切り間近であることを知り、春休みの予定とも被らなかったので応募した。 

 

 

■概要/Overview： 

平日は毎日 1 時間の中国語ライブセッションがあり、先生とのやり取りの中で会話力を鍛えることができ

る。その他、中国文化についてのセッションや、個別に TA の方と会話をする機会も設けられていた。授業

の予復習は授業で扱った単語の復習が中心で、宿題で補える部分が大きい。中国の文化や社会につい

て学ぶセッションは、主に事前に用意されたビデオを見る形式なのだが、このビデオの完成度が非常に高

いことに驚いた。基本的に説明は中国語だが、字幕が付いており英語でも理解できる仕組みになってい

る。特に、义乌の日用品売り場や E コマースの発達について紹介された授業が印象深い。 

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

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換, 参加者同士（東大生含む）と予習や復習 

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

than this program:/ 

グループ課題で同じ班だった人とプログラム終了時に連絡先を交換した。また、ネットワークの都合で参加

できなかったが、浙江大学学生とのオンライン交流会にも申し込んだ。 

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

ほぼ毎授業後にグループ課題が指示され、次の授業までに回答をビデオにまとめて提出した。文法課題

を個人でやるのみという日もあった。 

■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)?： 

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-onlineZJU.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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

 

 

 

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

DingTalk と ChineseBridge に登録してアカウントを作成した。そのアカウント情報を浙江大学の留学生向

けサイトに登録し、申請が許可され次第 DingTalk の専用グループに参加した。DingTalk のインストール

は若干面倒だったので、余裕を持って準備することを勧めたい。 

■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： 

一度オンラインで 1時間程度のオリエンテーションがあった。参加決定後の提出物は特になかったと思う。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

参加前に 1年次の第二外国語の教科書を復習した。ただ、プログラム中のクラスでは中国語で聞き取って

話すことの比重が大きかったので、読み書きよりもっと会話の練習をしておけばよかったと思う。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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： 

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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■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： 

中国語の知識を増やすというよりも、それをいかに活用するのかについて意識が高まった。HSK のスコア

がそれほど高くないクラスメートが自分よりはるかに流暢に中国語で発言する様子を目の当たりにし、自

分の中国語学習が読み書きに偏っていることを実感できたのが 1番の収穫である。 

■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： 

夏から予定している中国留学に向けて、自分に足りない力がはっきりした。また、さまざまな動機で中国語

を学んでいる人に出会い、語学力をキャリアでどう活かしていくのかについて考えの幅が広がった。 

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

 

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

オンラインだと学べることの幅が狭まるのではないかと懸念する人も多いと思うが、他の予定との両立など

様々なメリットもある。東大は多様なニーズに対応したプログラムを提供してくれているので、積極的に活

用することを勧めたい。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Facebook, Google+, Instagram, LINE, Google Hangouts, Google Drive 

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： 2022/2/25 

■ID：D21188  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

■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)文科一類 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 学部 1年 

 

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

春休みだから。 

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

中国語能力向上のため、中国の大学のプログラムに参加することを事前に決めていた。 

 

 

■概要/Overview： 

各国の祝日や結婚観など様々なテーマについて中国語で討論する。韓国・日本・ベトナム・シンガポール

などの学生が互いの国や文化について中国語を通じて理解するというのは興味深い機会だと感じた。 

■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:/ 

意見交換は予定が合わなかった。 

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

Oral Communicationの授業は毎回課題があった。（作文、課題文の予習など） 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

経験なし。 

 

 

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

Application Form を正確に記入すること。質問があったら担当者に直接聞くこと。中国の大学は手続きが

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-onlineZJU.html
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遅延したり授業に関する情報が十分に手元に届かなかったりすることがある。 

■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： 

なし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

なし。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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： 

留学の困難を垣間見ることができ、留学に対する意欲が向上した。 

■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： 

中国への興味がより深まった。 

■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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公的機関, 民間企業、中央省庁・法曹総合商社 

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

オンライン留学は便利ですが、その効果は自分の頑張り次第です。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Twitter, Google+, Instagram, LINE, Google Drive, Dropbox 
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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： 2022/3/13 

■ID：D21189  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

■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)文科三類 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 学部 1年 

 

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

中国語を学んでちょうど 1 年経つので、自分のスピーキング、リスニング力がどれだけ成長したのかを確

かめたかったから。 

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

UTASでこの募集を見た際すぐに、自分の語学力を高めるいい機会だと思い、迷いなく応募しました。 

 

 

■概要/Overview： 

浙江大学にいる留学生、または中国以外の海外の大学生、中国で就職している外国人など、さまざまな

ルーツをもつ人が授業に参加し、特定の議題について先生が一人一人順番に中国語で質問をし、順番に

応えていく感じで授業が進んでいました。語学の授業以外は、基本的に大学のライブ授業と同じ形式で行

われました。 

■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）と意見交換, 参加者同士（東大生含む）と予習や復習 

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

than this program:/ 

東大・京大・浙江大学の合同交流会が行われ、日本と中国に関するお互いが抱いている疑問や質問につ

いて質問と応答をお互いに出し合うことを行いました。 

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

既にクラスの学生が 3〜4 人の班に分けられており、その班で毎回討論課題が出され、特定の議題につ

いて討論したのを録画に撮り、最後にそのうちの 1 人が話した議題や結論のまとめを中国語で話す「まと

め動画」を作ることになっていました。 

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

slot (time-zone difference)?： 

ちょうど良かった。 

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

ちょうど良かった。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

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-onlineZJU.html
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experience in offline/in-person programs)： 

 

 

 

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

東大への申請の際、TOEFL などの資格があればその証明書を提出する必要があるが、それ以外は簡単

にできます。しかし、浙江大学へ申請する際に、英語か中国語でしか申請説明・手順が書かれていないこ

とに注意してください。また、グループチャットへの加入認可にも時間がかかるため、締め切り直前ではなく

なるべく余裕をもって手続きをしましょう。 

■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： 

TOEFL証明書以外に準備するものは特にありません。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

スピーキング、リスニングは日常生活の会話ができるレベルまで勉強しました。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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： 

自分の培ってきた語学力が想像以上に通用することを実感し、語学を学ぶうえでのモチベーションが高ま

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： 

海外と繋がりのある仕事に就くという目標に対するモチベーションが一段と高まりました。 

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

公的機関 

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

必ず語学力を高めるいい機会になるので、少しでも語学力を高めたい人、さまざまな国々の学生と交流し

てみたい人はぜひ参加してみてください！ 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Facebook, Twitter, Instagram, LINE, Google Drive 
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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： 2022/2/25 

■ID：D21192  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 経済学研究科経済学専攻経済史コース 

■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： 

長期休み期間で授業がないから。 

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

元々中国語を習ってみたいと考えていた。同時に英語を使う機会がほしいと考えており、英語で中国語を

学ぶことができる点に魅力を感じ参加を決めた。ただ、DingTalk などのアプリを正直に言えばセキュリティ

などの面から信用していなかったため、そういったツールを使う必要がある点では最後まで参加を迷って

いた面もある。また、就職活動と研究との兼ね合いという点でも参加を迷っていた。 

 

 

■概要/Overview： 

授業：DingTalk を使ったオンラインでのライブ授業。語学クラスは先生が資料を共有しながら発音や簡単

な日常会話を教えてくれる。経済や歴史といった授業は、動画が流されるだけだった(先生によっては最後

に質問の時間があった)。予習：初学者だったこと、事前の資料共有がなかったため何もしていない。復習：

最初はその日に習った単語や文章を録音して送るよう言われた。 

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

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換 

■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:/ 

浙江大学の日本語学科の生徒達と交流する機会があった。お互いに質問しあいお互いのことを理解する

目的で行われていたのだと思う。 

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

時々。その日習った文や単語を録音して送ったり、2から 5分程度の自作動画を送ったりした程度。 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

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-onlineZJU.html
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experience in offline/in-person programs)： 

長所：気軽に参加できる。渡航する場合は費用面でまず親に相談する必要があったり、パスポートを取得

したりと準備が大変である。また、2 週間丸々予定が入ると他のことができなくなるため、参加も慎重にな

る。更に中国語を全く知らない状態で中国に行くのは非常に勇気がいるが、オンラインならば普段の履修

登録と同じ心持ちで申し込むことができた。短所：学べることが少ない。街の雰囲気などやはり現地で実感

しなければ分からない事も多くある。良い点でもあるが、日常で中国語を使う必要に迫られないため、中級

者以上の人にとっては語学力の伸びも小さかったと思う。 

 

 

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

個人情報を提出する。自分のことだけでなく、親の氏名や住所、職業なども聞かれる。最後にパスポートを

提出する。ちなみに中国語のレベルについても聞かれ、ここでの回答によってクラス分けが行われる。 

■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： 

申請するときに様々な情報、書類を求められるため準備が大変だった。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

IELTS6レベル。準備は何もしていない。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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： 

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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■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： 

満足：中国語を学ぶとっかかりを得ることができた。中国の方の考えを多少理解することができた。不満

足：中国の歴史や経済、文化をもっと深く知る機会がほしかった。浙江大学周辺の地域だけでなく、中国全

体の視点で学ぶ機会もほしかった。 

■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： 

今後中国語の存在感はより大きくなるだろうと思った。そのため、キャリアプランの幅を広げるためにも中

国語を学び続けたいという気持ちが大きくなった。 

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

研究職, 民間企業、金融業界、博士課程 

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

参加後については、とにかく図太く行動して下さい。これは初学者限定かも知れませんが、最初出遅れる

と後が厳しいです。もし最初の段階で自分ではどうしようもない問題が起き、二進も三進も行かなくなった

ら多少ルールを違反してでもアクションを起こしてしまった方が良いです。留学の目的に沿った行動なら許

されるはずです。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Twitter, Instagram, LINE, Google Drive 

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： 2022/2/27 

■ID：D21193  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

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

士課程 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 博士 1年 

 

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

春休み期間中であったため。 

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

中国語を学習したかったため、募集情報が開始されてから、参加すると決めました。 

 

 

■概要/Overview： 

語学の授業 1 コマと様々な科目についての授業 1 コマの計 2 コマを毎日履修するスタイルでした。 

■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： 

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, 浙江大学の学生との

オンライン交流会 

■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:/ 

語学の同じクラスの方と共通の趣味があり、連絡を取りました。また、浙江大学の学生主催の交流会に参

加しました。 

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

語学のクラスの宿題がほぼ毎回ありました。 

■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。, 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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

長所：日本にいながら海外大学の授業が受講できること。短所：学生同士の交流がほとんどできないこと。 

 

 

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

パスポート等の個人情報の提出をオンラインで提出しました。 

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

UTokyo： 

指導教授からの許可を得ること。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

基礎的な知識を予習しました。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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： 

中国語を学びながら、今まであまり関わりのなかった中国の経済や技術といった分野の知識を得ることが

でき、短期間で日本にいながら留学できたことはとても有意義でした。優秀学生賞（Excellent student 

award）も受賞させていただき、良い経験となりました。 

■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 

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： 

研究を進める上で、より広い視野を持てるようになったと考えます。 

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

 

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

海外へ行くことがなかなか難しいコロナ禍において、海外大学の授業を受講できることはとても良い刺激

になります。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Facebook, Twitter, Instagram, LINE, Whatsapp, Skype, Google Drive 
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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： 2022/2/24 

■ID：D21194  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 情報理工学系研究科数理情報学専攻 

博士課程 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 博士 1年 

 

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

研究がひと段落していたため。 

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

動機: 2年前に参加予定だったが、コロナになり中止されたためのリベンジ。 

 

 

■概要/Overview： 

・スピーキングの授業が多い。残りは映像を見る授業。・宿題が多めかつ、一度の宿題が中々重い。 

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

参加者同士（東大生含む）の連絡先交換 

■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:/ 

浙江大学・京都大学の学生との交流。 

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

Yes 

■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。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

経験なし。 

 

 

■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-onlineZJU.html
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留学先大学のオンラインシステムへの登録。授業で用いる订订への登録など。 

■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： 

指導教員の報告のみ。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

HSK5級程度。クラスが能力ごとに分かれており、かつプログラム中内容が難しいと感じれば一度だけクラ

スを変更できるので、特に準備は必要ないと考える。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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： 

中国語能力を少し改善することができた。また学習への意欲が少し高まった。 

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

job hunting： 

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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中国での就職や生活に対して少しイメージが湧いた。 

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

研究職, エンジニア 

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

主に初心者向けのプログラムです。ひとまず応募してみると良いかと思います。 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Facebook, Twitter, Instagram, LINE 
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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： 2022/2/26 

■ID：D21195  

■参加プログラム/Program： 浙江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-onlineZJU.html 

■派遣先大学/Host university： 浙江大学 

■プログラム期間/Program period （MM/DD/YYYY）： 2/15/2022 ～ 2/25/2022 

■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)理科二類 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad： 学部 1年 

 

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

1年生が終わり、時間に少し余裕ができたから。 

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

中国語のスピーキングを練習する機会が欲しかった。このプログラムに参加することで、コロナ収束後に

行われる、実際に現地に行くプログラムへの参加が難しくなるのではないかと思い、参加を迷った。だが、

このオンラインプログラムに参加しても、”実際に行くプログラムの学内選考の優先順位が低くならない”と

のことだったので志望した。 

 

 

■概要/Overview： 

中国語スピーキングの授業では、先生と実際に中国語で話す機会が多くあった。教科書を事前に読んで

予習をし、授業内で復習をした。中国文化を体験する授業が印象に残っている。 

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

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

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

than this program:/ 

東大、京大、浙江大の生徒との交流活動。 

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

あった。 

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

slot (time-zone difference)?： 

ちょうど良かった。 

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

ちょうど良かった。 

■オフライン（渡航を伴う留学）プログラムとの比較 / Comparison with offline/in-person program (if you have some 

experience in offline/in-person programs)： 

長所は、費用が抑えられ、長期間予定をあけなくてもよい点。短所は現地の雰囲気を感じたり、現地の学

生と直接交流できない点。 

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

プログラムの志望理由を書いた。志望理由では、自分がプログラムに参加したいと思った理由をしっかりと

伝えるとよいと思います。 

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

UTokyo： 

特になし。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

HSK4級。大学の中国語の授業をきちんと聞いた。こつこつ勉強するとよいと思います。 

 

 

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

 主催大学への支払い（授業料・プロ

グ ラ ム 料 な ど ） /Payment to host 

institution (tuition, Program fee.) 

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）/ 

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： 

中国語のスピーキングの能力を高めることができた。中国文化についても知ることができた。 

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

プログラムを振り返って/Reflection 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 
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■今後のキャリアに対する考え方や就職活動に与えた影響/Impact of the program on your thoughts for a career or 

job hunting： 

他の参加者と交流し、よりいっそう真剣に勉強しようと思った。」 

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

研究職, 公的機関, 民間企業、まだ決まっていないが、理系の研究職に就きたい。 

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

多くのことが学べると思うので、ぜひ参加してみてください！ 

■準備段階やプログラム参加中に役に立ったウェブサイト、出版物/Websites or publications which were useful 

while preparing for or during program： 

Twitter, Instagram, LINE, Skype, Google Drive 

  


