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Series V: Covid-19 and Paradigm Shift of International Education 

Participants' Voice 

________________________________________________________________________________ 

1. 今回のウェビナーで得られたものはありましたか？ 

Did you gain useful knowledge and information through this webinar?  

 

 

上記のように回答したのはどのような理由からですか？ 

If possible, please let us know the reason for the above. 

遠隔授業や海外の（パンデミック下でも帰国しなかった）留学生についての状況を知る

ことができた。 

There were very interesting perspectives on how societal changes brought about by Covid-19 could 

influence the future of higher education around the world. I particularly like Dr. Kuroda's 

presentation. 

I was been able to know the present status of IHE 

留学生関連の仕事をしているので、調査結果などとても参考になりました。 

As I was able to learn meaningful information and ideas.  

Because I could see the common tasks at any university of any region. 

（日本以外の）留学生に対する最新の調査に触れることができたため。 

survey that give insight on student mobility and possible future of student mobility and higher 

education 

The presenters provided valuable information that was well organized and easy to understand. I 

also appreciate the different perspectives they each provided.  

This will be helpful in moving forward with higher education amidst the pandemic 



2 

 

学生に対するアンケートの結果から、今の学習状況がいいと思いつつも、対面授業に戻

りたいと考えている学生が多いことや、留学先で不安を感じている学生が多いというこ

とが分かったので。 

Yes, because it discusses the current status of internationalization of universities. 

it was informative and the ideas presented will definitely be useful in coming up policies to adapt 

to the changing times amidst this global pandemic 

Excellent timely and relevant presentations of the speakers 

今後の大きな方向性、考えるべきポイントを教えて頂いた。また、Lingnan大学の学生調

査は、柔軟に時代に対応し、学びと研究の継続、成長を求めている学生の考えを知るこ

とができ有益だった。 

Prof. Ka Ho Mok先生の数値データは興味深く、今後意識を高めるうえで有益な情報だと

感じました。 

海外の高等教育専門家がコロナの影響をどのように見ているかを知ることができた。 

 

_______________________________________________________________________________ 

2. 本ウェビナーで取りあげたテーマは将来的にも重要な課題であると思いますか？ 

Do you think this webinar discussed important issues for the future?

 

 

上記のように回答したのはどのような理由からですか？ 

If possible, please let us know the reason for the above. 

第 2波、第 3波もやってくるので 

I believe that, as Dr. Neubauer mentioned, the political economy will change as we will need to 

educate students for new types of society. This webinar provided a starting point to a discussion on 



3 

 

how this can be achieved. 

Yes of course 

コロナによる国際教育への影響は大きなものだと考えられるため。 

Because the pandemic-like issues will probably happen in near future.  

As I found the clues for the future planning of the internationalizaion of education at my university. 

その時点でのそれぞれの状況を共有し、未来への展望を多方面から考えることは、これ

からも必要だと思うため。 

paradigm shift from face to face classroom to virtual classroom 

Yes. There were possible scenarios given that can be bench-marked by higher education institutions 

今はオンライン授業が救済措置的な位置づけにあるが、この先は対面とオンラインのハ

イブリッド授業がスタンダードになるかもしれない、というのは感じてはいたが、デー

タの裏付けによってさらに確信した。また学生がこの先も留学したいと考えている、と

いうことが分かったことで、今後の授業の形態やアピールの仕方を考えていく上で、重

要だと思った。 

Yes, because the COVID-19 pandemic has directly affected the academes and the conduct of 

classes and is continuing to challenge the universities.   

With the inclusion of research-based data in the discussions 

コロナウイルスと生活を切り離して考えることは現時点ではできないため、教育に限ら

ずあらゆる分野での足掛かりにもなると思われます。 

Ｋａ先生やヌーバー先生のご指摘を踏まえると、コロナとそれにより社会経済が受けた

打撃が高等教育に及ぼす影響は大きく、かつ不透明な部分が大きいように思います。 

 

________________________________________________________________________________ 
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3. 接続状況について、どのくらい満足されましたか？ 

Are you satisfied with the Webinar's connection quality? 

 

 

上記のように回答したのはどのような理由からですか？ 

If possible, please let us know the reason for the above. 

All panelists brought a unique and valuable point of view to the discussion table. 

Time element, I’m from the Philippines 

途中、映像が止まったことが何度かあった。 

時々音声が途切れたので。 

スライド共有が難しい状況が散見され、また黒田先生のお話の途中で音声が一度途切れ

たため。 

quite smooth transition, few hiccups but good and tolerable 

At times, the sound was cut out and I could not hear the presenters. However, I know this isn't the 

fault of the organizers/presenters. Rather, it is a normal problem in ICT. 

Some videos of the presenters were cut-off for a couple of seconds. 

パネリストの声がときどき途切れるときがあった。 

Yes. I did not experience any lag on my end, and the audio and visuals were clear. 

No problem so far with connectivity 

全体的に接続状況は良好でしたが、時折画面が映らない、グレーの四角が画面を遮るな

どが発生していました。 

音声の途切れが数回あった。 

The screen occasionally froze for a few seconds  
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________________________________________________________________________________ 

4. これから取り上げてもらいたいテーマなどはありますか？ 

Please suggest any topics for the future webinar if you have. 

留学生の就職について 

Bridging the gap of IHE 

今後の海外研修（研修）のありかたと意味について 

global survey on student mobility and internationalization during pandemic 

I am interested in webinars related topics such as gender, the mobility of early career 

researchers/faculty, and emerging trends in internationalization, such as internationalization for 

society and comprehensive internationalization.  

オンライン授業を、長く提供している大学のデータが知りたい。オンライン授業を提供

していく先に、海外の学生の参加をどのように認めていくかなども知りたい。 

How to increase engagement of students with online learning 

better ways to adapt during the Covid19 crisis, specifically in the leaning management of online 

learning considering that not everyone are IT experts 

More on COIL opportunities 

virtual education の具体的で有益な方法をシェアしていくなど、詳細な分野に入り込んだ

ものを過程の確認を含めて、随時取り上げてほしい。 

引き続き学生の国際移動がどのように変わり、大学の経営や教育のプラクティスにどの

ような影響が出ているかを知りたいと思います。 

 

________________________________________________________________________________ 

5. イベント全体についてのフィードバックがございましたらご記入ください。 

Please provide any comments or feedback about this event. 

Thank you for sharing 

大変勉強になりました。有難うございました。 

いつも貴重な機会をいただき、心より感謝申し上げます。 

good webinar 

パワーポイントファイルを事前にシェアしていただけると、先に目を通して、質問等を

事前に考えてから発表が聞けるのでいいかと思います。 

This webinar is helpful to all academic institutions, since internationalization is one of the aspects 

that needs to be improved at by higher education institutions. 

one of the best and the most informative that I have attended during the 60-day home quarantine. 

Thank you 

Very good session... Much appreciation to the organizers and speakers. Please send me emails for 

future webinars. 
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タイムリーなトピックスでイベントを開催くださり、ありがとうございます。皆さんも

同様と思いますが、日々の判断にグローバルな情報のインプットが必要なので、大変有

り難く思います。 

表やグラフなどの視覚的な情報はインパクトがあるので、動きをつけた表やグラフなど

の活用も、今後取り入れていくことができればよいのではと感じた。 

非常に有意義でした。ありがとうございます。 

具体的な議論が進んでいくのはこれからだと感じましたが、そのためにもこのような場

が必要だと思いました。 


