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Series VI: How are international partnerships affected by Covid-19? 

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. 

画像は見えましたが音声が聞こえませんでした。 

海外の国際交流関連事業の実情がわかった 

オンライン留学についての考え方を聞けたから 

ちょうど現在 職場で話題になっていた内容だったから 

国際パートナーシップの今後に関する示唆を得られた 

nice sharing 

I was able to learn individual cases 

its informative 

今後の国際交流の方向性を考えるヒント 

アメリカ・ヨーロッパ・東南アジアの高等教育機関の国際交流担当者からそれぞれ現地

の現状を踏まえた展望を聞くことができたため。 

poor audio 

We are also doing student and faculty mobility to our international partners. 

米国・欧州・タイの大学の取り組みについて知ることができたから。 
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パートナーシップについて米国、欧州、アジアの異なる視点から語っていただけたの

で、地域により異なる課題やポイントがあることが理解できた。また、virtual mobility

については共通の価値観を持っていることが共有できた。 

I particularly like the discussion on how we can continue the partnership efforts or international 

collaboration amidst this global pandemic.  

現在直面する課題に対する解決策を沢山示していただきました。 

As the presenters clarified several important points. 

 

_______________________________________________________________________________ 

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. 

新しい試みが必要な時代が今後も来ると思うので 

今後のグローバル関連事業の課題を明確にする必要があるから 

COVID-19 以前の状況に戻ることはなく、国際パートナーシップの在り様も、必ず変化

しなくてはならないため。 

partnership without mobility is a challenge. you covered a timely topic. 

it is a great help for us institution to be prepared 

現在、海外協定校の現状と将来の国際交流の見通しについて調査をしているため。 

留学の質の変容はコロナ収束後も続くと思われるため。とにかく海外に送り出して学び

の質量はある意味学生任せの留学から、明確なプログラム設計と目的を協定校と共有す
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る留学へと移り変わっていくのだと思います。 

need more discussions 

We learn some strategies on how to continue our program with our partners 

COVID-19 の影響は今後も続くと思われる。情報をシェアしお互いにエンカレッジする

ことが大事だと考えるから。 

現在の partnershipはよくも悪くも student mobility に依存した形が多いと思うが、発表に

もあったように今後は多様な collaborationの可能性が検討されていくと思われるため 

I particularly like the idea of virtual internship and it could be a possibility in the future of 

international partnership. 

これから似たような課題が違う形でも出てくる事が多いに考えられ、その度に素早い対

応が求められると感じているため。 

As we will probably need to deal with similar challenges in near future. 

 

________________________________________________________________________________ 

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. 

Security certificate for your Webex is not trusted.と出まして、接続がうまくできませんでし

た。 

音声がクリアに聞こえた 

アメリカのスピーカーの音声が安定していなかった。 
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問題なく接続できていた。 

satisfaction guarantee 

特に接続の問題はありませんでした。 

音質・画像に大きな問題がなかったため。 

webinar discussion need to be clearer 

Very clear audio but some presentations/slides are very full and the font size is small 

米国・欧州側からの発表時少し声がこもって聞き取りづらい時があったが、それ以外は

問題なし。 

発表者の皆様の声も問題なく聞こえました。素晴らしい資料もありがとうございました。 

 

________________________________________________________________________________ 

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. 

Virtual activities の事例紹介 

student engagement in internationalization 

How can we collaborate in some intl webinar, like co hosting  

Mahidol University の Nopraenue さんが計画されている Virtual Mobility / Educational 

Programが無事に終了された後、ぜひ成果と課題についてお話を伺いたいです。 

program/carricurrum based program, capacity building, partnership democratization, multilateral 

partnership etc. 

 

________________________________________________________________________________ 

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. 

TIME PLEASE 

最後の「移動を伴わない留学」による学生の身分、また両大学の授業を受講できるかと

いう点は、まさに悩んでいるトピックでした。皆さんのお答えはわかりましたが、実際

に自大学でどのように結論づけるべきか悩ましいという印象です。 

It was nice to hear about what other parts of the world are doing to deal with the current global 

health crisis. I wish there was more detailed ideas to remedy to the current issues but I guess it'd 

be too long if we started talking about this. Thank you for another great session.  

3 名とも非常に良い発表で学ぶ所が多かったです。企画ありがとうございました。 

これだけのスピーカーを招聘するのは先生方の伝手がなくてはできないことかと存じ

ます。いつも貴重な学びの機会をいただき感謝申し上げます。 

need improvement 

the topic is so timely, and the speaker has been able to present and discuss the topic very well. 
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Excellent! It gives us idea on what to do for our international programs 

大変熱のこもったご発表、議論をありがとうございました。 

Thank you so much for this opportunity.  The topics presented were all relevant in today's health 

crisis. 

本日発表された皆様のお話に大変励まされました。オンライン交流など国際プログラ

ムの新たな考えは取り入れつつも、Mirkoさんが言うように超短期でもいいので海外へ

足を運んで現地で学びとる機会は残したいと思います。本日は大変貴重な発表をご共

有いただき、本当にありがとうございました。明日からまた頑張ります。 

Thank you very much for the event. 


