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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： 2022/7/28 

 

■ID： D22022 

■参加プログラム/Program： Global Challenge Lab 22 

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

GlobalChallengeLab.html 

■派遣先大学/Host university： インペリアルカレッジロンドン（清華大学・ミュンヘン工科大学とのオンラインプログラム） 

■プログラム期間/Program period （YYYY/MM/DD）： 2022/7/6 ～ 2022/7/15 

■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： 

参加させていただいたプログラムの都合上、この時期しか参加できませんでしたので、特に理由はござい

ません。 

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

SDGsについて様々な国の学生たちと一緒に考えるということが参加の最大の動機です。 

 

 

■概要/Overview： 

授業は基本オンデマンドだったので、好きな時間に好きな授業を選んで復習できました。Global Challenge 

Lab は色々な国の学生たちとチームを組み、災害防止や気候変動防止など共通の課題に対して一緒に考

え、チームで働くことが最も大事なイベントでした。 

最も印象に残ったのは、チームワークの目的はただアイデアを出すだけではなく、そのアイデアを実際に

「ビジネスにする」ということを前提にしていることでした。この前提があることによってそのアイデアの実現

可能性や具体的にどの国のどの地域でビジネスとして展開するかなど、非常に具体的に考えることができ

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： 

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： 

完全オンラインプログラムだったということもあり、チームメンバーとの交流以外の交流活動は特にしてい

ません。 

■週末に課題はありましたか。/ Did you have assignments during your weekends?： 

特に課題はありませんでした。 

■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。 

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

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

短い。 

 

 

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

本部国際交流課学生派遣チームへ自分の所属と学籍番号、メールアドレスなどの情報を提出しました。そ

の後、本部国際交流課に許可をいただき、Imperial Enterprise Lab から自分の所属する大学を選び、申請

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： 

所属学部・研究科には特に手続きなどはしませんでした。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

まずは聞き取りの練習をしました。様々な国の学生が参加するプログラムなので、人によって英語の発音

がかなり違っていました。インド人、カナダ人、イギリス人、中国人などの英語の発音の違いについて調べ

たり、ユーチューブの動画を見たりしました。 

 

 

■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： 

完全オンラインプログラムでした。特に費用に何も掛かりませんでした。 

 

■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?： 

 

 

 

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： 

このプログラムに参加することによって、大学院で自分が勉強したいことや将来の仕事についてもっと深く

考えることができました。特に自分の目標に向けてこのようなプログラムに参加したということを大学院の

手続きに述べることができたらと思います。 

■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： 

やはり「ダイバーシティ」をもっと大事にするようになったと思います。インドの学生たちが考えた素晴らしい

アイデアは、本当に彼らがインドに生まれ育って、その環境を知っているからこそ思いついたアイデアだっ

たと思いますし、逆にインドのその現状を知らない人だったら思いつけなかったと思います。チームが多様

であればあるほど様々な人たちの意見や経験の混ざりによって創造的なアイデアが生み出せることを実

感しました。 

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

研究職, 公的機関, 起業 

アメリカやヨーロッパの大学院に進み、化学工学、エネルギー問題に関する研究をしたいと思います。 

■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： 

家でも集中できるような環境を整えてください。快適な椅子、広い机、Wi-Fi やパソコンも十分集中できるよ

うに設定した方がいいです。そうした方がずっと効率的になります。 

■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： 

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： 2022/7/14 

 

■ID： D22023 

■参加プログラム/Program： Global Challenge Lab 22 

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

GlobalChallengeLab.html 

■派遣先大学/Host university： インペリアルカレッジロンドン（清華大学・ミュンヘン工科大学とのオンラインプログラム） 

■プログラム期間/Program period （YYYY/MM/DD）： 2022/7/6 ～ 2022/7/15 

■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： 

この時期のイベントであったため。また、通常授業期間も終わるころだったため。 

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

大学院の授業は終わったものの、授業の課題や試験に、並行して取り組まなければならない点がネックで

あったが、オンラインのため、比較的自分のペースで参加できる。 

 

 

■概要/Overview： 

オンラインで、チーム（4～6人）で企画を立てます。 

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

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： 

何もしてない（オンラインのため）。 

■週末に課題はありましたか。/ Did you have assignments during your weekends?： 

引き続き、チームの企画を計画する。 

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

slot (time-zone difference)： 

チームメンバーはそれぞれ時差が違うとこにある。しかし、調整次第で、問題なく対応できる。 

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

ちょうどよい。 

 

 

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

Webで簡単な申し込み。 

■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： 

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-GlobalChallengeLab.html
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-GlobalChallengeLab.html
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応募して問題ないか、念のため確認したのみ。 

■語学関係の準備/Language preparation： 

通常の大学院の授業でも英語で行われる授業をとっているため、特に準備をしていない。 

 

 

■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： 

他の国の若い大学生らとチームを組み議論することで、視野が広がった。 

■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： 

国際的な場においても、自分のできる役割を見つけ、チームに貢献する力・態度。 

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

公的機関 

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

迷ったら、応募しましょう。英語力が気になる方でも、なんとかなります。特にオンラインであれば、チャッ

ト、文章など活用できます。 

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： 

国連の関連する分野のホームページ 



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： 2022/7/15 

 

■ID： D22024 

■参加プログラム/Program： Global Challenge Lab 22 

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

GlobalChallengeLab.html 

■派遣先大学/Host university： インペリアルカレッジロンドン/Imperial College London （Online program in partner 

with Tsinghua University and Technical University of Munich） 

■プログラム期間/Program period （YYYY/MM/DD）： 2022/7/6 ～ 2022/7/15 

■東京大学での所属学部・研究科等/Faculty/Graduate School at UTokyo： 新領域創成科学研究科/Graduate School 

of Frontier Sciences 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad：修士 1年/M1 

 

■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 saw the notice and wanted to improve my multicultural teamwork skills, so I participated in the program. 

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

I was eager to work with different people, so I joined the program without much hesitation, and it turned 

out to be the right thing to do. 

 

 

■概要/Overview： 

I think the diverse team interaction was the most impressive throughout the event. The process of coming 

up with novel proposals with partners you have just met and presenting your own ideas on implementability 

and future business model development was a lot of fun. 

■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/Exchange opinions with other participants (incl. participants from  

UTokyo) 

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

than this program： 

I met a lot of friends, which made me happy, and we would talk about things outside of work. 

■週末に課題はありましたか。/ Did you have assignments during your weekends?： 

No 

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

slot (time-zone difference)： 

ちょうど良かった/Proper 

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

ちょうどよい/OK 

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

We need to complete several tasks within a week's time. 

1. Assemble an international and diverse team. 

2. Work with team members to come up with an implementable and creative proposal for SDG13 climate 

change issues. 

3. Complete a 3min video and a 150 word presentation based on our proposal. 

There will be a variety of workshops to attend during the event, and each team will have a relevant mentor. 

Suggestions. 

Team mentors play a very small role in the process and they do not guide us very well. 

■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： 

No 

■語学関係の準備/Language preparation： 

My language level many times does not support high density knowledge discussions and I need to enhance 

my skills in this area. 

 

 

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

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

0 円/JPY 

 教科書代・書籍代/Textbook / Book 0 円/JPY 

 本プログラム参加にあたりオンライン環境整備

に要した費用（Wi-Fi 等）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

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

 

 

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

受給しなかった/No, I did not receive any. 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

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

 

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

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

Make a lot of friends and to open your eyes. 

■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： 

No impact. Maybe I prefer to work on US or Europe. 

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

民間企業/Private sector 

■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： 

Organize your time wisely, work on your language skills, and express your own opinions as much as possible. 

■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： 

Miro is a good website for collaboration. 

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： 2022/7/17 

 

■ID： D22025 

■参加プログラム/Program： Global Challenge Lab 22 

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

GlobalChallengeLab.html 

■派遣先大学/Host university： インペリアルカレッジロンドン/Imperial College London （Online program in partner with 

Tsinghua University and Technical University of Munich） 

■プログラム期間/Program period （YYYY/MM/DD）： 2022/7/6 ～ 2022/7/15 

■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)/College of Arts and 

Sciences (Junior Division) 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad：学部 1年/B1 

 

■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 was interested in the topic of sustainability and Climate action, which was the theme of this years' Global 

Challenge Lab 2022. I also wanted to meet students and alumni from many different universities. 

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

I saw the program on the UTokyo study abroad website and was interested because it was a program about 

solving issues surrounding climate action, and it was free and online. 

 

 

■概要/Overview： 

The program is a 10 day program where students form groups of 4-6 people and research an issue 

surrounding the theme topic. The end product is a start-up idea which your team will pitch to the judges 

with opportunity to win a prize. There were a series of workshops about problem identification, idea 

generation and experimentation. There were also many masterclasses and panels which had global experts 

in the field talk about issues and potential solutions for students to better understand the current condition 

around the topic. 

■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/Exchange contact information with other participants (incl. participants from UTokyo) 

, Exchange opinions with other participants (incl. participants from UTokyo), Prep and review with other 

participants (incl. participants from UTokyo) 

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

than this program： 

My team consists of students and alumni from Imperial College London, Tsinghua University, and University 

of Toronto. We discussed and brainstormed many ideas and solutions for sustainable agriculture, and 

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


2 

exchanged our contact information at the end of the program. 

■週末に課題はありましたか。/ Did you have assignments during your weekends?： 

There were some masterclasses and workshops on Saturday, but on Sunday there was nothing scheduled, 

which was very nice. 

■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/The earler, the better 

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

ちょうどよい/OK 

 

 

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

Sign up to the event using EventBrite, write a short description of why you want to join the program, and 

what you are currently studying. 

■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： 

Email the study abroad section of UTokyo to inform them that you intend to join the program. 

■語学関係の準備/Language preparation： 

Good knowledge of English, because all the discussion and idea generation is done in English. 

 

 

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

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

0 円/JPY 

 教科書代・書籍代/Textbook / Book 0 円/JPY 

 本プログラム参加にあたりオンライン環境整備

に要した費用（Wi-Fi 等）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

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

 

 

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

受給しなかった/No, I did not receive any. 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

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

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： 

I am more confident in finding solutions to human centric problems, and working in a multicultural team. 

■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'm not really thinking about job/career hunting yet, so it hasn't really impacted my thoughts on this. 

■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： 

If you are interested in the topic, then I think its a good idea to join as long as you have the time. It was a 

good opportunity to share and learn from other people and students from other backgrounds. 

■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： 

I read a lot of research papers and journal articles during the program because we needed to have a deep 

understanding of the issue we wanted to solve. We also used onedrive/google drive quite heavily because 

it was a collaborative work with teammates online. 

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： 2022/7/27 

 

■ID： D22026 

■参加プログラム/Program： Global Challenge Lab 22 

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

GlobalChallengeLab.html 

■派遣先大学/Host university： インペリアルカレッジロンドン/Imperial College London （Online program in partner with 

Tsinghua University and Technical University of Munich） 

■プログラム期間/Program period （YYYY/MM/DD）： 2022/7/6 ～ 2022/7/15 

■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/Graduate School of Arts 

and Sciences 

■学年（プログラム開始時）/Year at the time of Study Abroad：修士 2年/M2 

 

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

Most of the lectures were over by this period. 

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

The challenge was in my field of research and I wanted to make connections with people from other 

universities. 

 

 

■概要/Overview： 

I formed a group of six people from four different universities to prepare a short pitch for a startup that 

supports sustainable agriculture. 

■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/Exchange contact 

information with other participants (incl. participants from UTokyo), Exchange opinions with other 

participants (incl. participants from UTokyo) 

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

than this program： 

I worked together with my teammates on Slack, Whatsapp, and Zoom intensively over the course of one 

week. 

■週末に課題はありましたか。/ Did you have assignments during your weekends?： 

3-minute business pitch by the end of the challenge week. 

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

slot (time-zone difference)： 

ちょうど良かった/Proper 

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

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-GlobalChallengeLab.html
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-short-GlobalChallengeLab.html
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ちょうどよい/OK 

 

 

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

Submitted an online form on the GCL website. 

■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： 

None 

■語学関係の準備/Language preparation： 

None 

 

 

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

 実施大学への支払い（授業料・施設利用料な

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

0 円/JPY 

 教科書代・書籍代/Textbook / Book 0 円/JPY 

 本プログラム参加にあたりオンライン環境整備

に要した費用（Wi-Fi 等）/ Cost for online 

environment to participate in the program (Wi-Fi, 

etc.) 

0 円/JPY 

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

 

 

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

受給しなかった/No, I did not receive any. 

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

 

■受給金額（月額）/Monthly stipend： 

 

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

 

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

 

 

 

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

None 

■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 

参加前の準備・手続きについて/About preparations and procedures before participation 
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It made me realize that I still have much to study in my field and also that I still have much more knowledge 

in the field when compared to those who did not major in it. 

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

研究職, 公的機関, 非営利団体/Research career , Civil Service, NPO 

■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： 

Utilize this as an opportunity to broaden your network beyond UTokyo and try to completely immerse 

yourself in the given challenge during the 10 days. You will gain more of it if you put in more efforts (as 

you do in most things in life). 

■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： 

None 

 


