Series VII: Possible remedies – student mobility in Asia and the Pacific during Covid-19
pandemic
________________________________________________________________________________
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.
これまで得られなかった知見が得られました。
オンライン留学における具体的な取り組みや望ましい文化交流方法について知りたか
った。
The various form of conducting mobility, the COIL programme
Lots of fairly specific ideas, as well as more historical/philosophical background
Good to understand the history and real goal of study abroad
New knowledge and insights from speakers
I learned more about International approaches from different continents and COIL
時代の変化とともに、世界中の専門家から一番新しい情報を知られます。
Its informative
現状とこれからの展望についてヒントを得たので。
The presenters as well as commentators did a great job of summarizing various issues facing
study abroad programs during the COVID19 pandemic, as well as introducing various practical
steps to take and platforms to use in the future.
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様々な国・地域のスピーカーが現状と見通しを語ってくださいました。ウェビナーシ
リーズが進むにつれて、見解が共有されてきたように感じます。
「留学は現地で」という自分の固定観念を変えていただきました。特に、経済的に留
学が困難な学生にとっては、バーチャル教育はお金があまりかからない良い方法だと
感じました。
We can still continue our student mobility by having international partners
All talks are very informative.
世界共通の課題について、ノウハウ共有／他国の実践等を参考にしたい
_______________________________________________________________________________
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.
今後長期的に検討する必要のある課題である
Virtual mobility and its blended form is going to stay
Internationalization is important but world becomes crazy these days
Topic is relevant and timely considering the health crisis
Its for Reference
世界の変容とともに教育形態も変容していくので。
I think that the issue of study abroad having become an elitist activity was an important point that
was addressed in the webinar. As mentioned, I feel that online options could offer educators and
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researchers a way to make study abroad more inclusive. I am quite excited to see how we can use
the opportunity that the pandemic has offered to restructure to a certain extent study abroad
systems.
コロナ禍はしばらく続き、それぞれの国・地域でも状況が変化していくと思われるため。
多様な価値観に触れ異文化理解がさらに求められている今の社会では留学のような経
験がもっと求められますが、コスト、リスクマネジメント、環境問題、経済的な公平性
に対応できるバーチャル教育が今後さらに求められると思われるからです。
we are planning to continue our faculty and student mobility program
Most of the topics discussed address issues we are facing right now and we still might face in the
next months or years.
物理的なモビリティーに頼らない国際教育交流の方法を探る必要性は非常に高い
感染状況によって「海外留学」はできなくなる場合、どうやったら「留学経験」ができ
るのか、学生の異文化理解・語学力向上の問題に直面する
________________________________________________________________________________
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.
Voice from Phillips was chopped sometimes
I learned different perspective from a variety of universities and speakers.
Its easy,
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ほとんど途切れなかったので。
Little lag and audio was easy to follow even when video became a little jumpy.
ウェビナーの最初は接続に問題がありましたが、開始後はスムーズでした。
少し音声が途切れることがありました。そのほかは問題ありません
intermittent connectivity in our place
I was able to hear clearly all the discussion clearly.
一時、音声が乱れることがあった。
________________________________________________________________________________
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.
コロナの影響で失業人口が増えています。失業者のために、生涯学習には何かできるこ
とがありますか？
Strategies on HEs Internationalization Platform
Coil を含めて、virtual classroom に焦点をあてた内容。program-base の大学協定。
Other platforms
More webinars in a similar vein would be wonderful. I'd be especially interested in anything
dealing with unequal access to study abroad and ways to tackle this.
laboratory simulations
I think research collaboration was discussed but not much. I believe at this time of pandemic,
research collaboration is one of the areas that partnership between universities can be explored
further.
留学&Online 授業の組み合わせのプラン等を知りたい
________________________________________________________________________________
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
I felt there were too many speakers for a limited amount of time. Discussion among panelists
would be desirable.
留学の歴史や、気候変動などの観点からの講演が面白かったです
ありがとうございました。
皆様のご尽力に感謝致します。
I hope there will be more, even though the planned series has come to an end.
Thank You for the information
大変勉強になりました。有難うございました。
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I have many insights gained and I also commend the good flow of the event.
very informative
Thank you for an extremely informative and engaging webinar!
7 回にわたり、非常に重要で時宜にかなったテーマのウェビナーを企画運営いただき、
誠にありがとうございました。学ぶところが大変多かったです。いろいろな国・地域の
方のご意見をオンラインで伺うことができ、バーチャルな国際交流の可能性を感じま
した。
COVID-19 の影響に対するというよりも、新しい教育や留学の在り方を考えさせてくれ
る良い機会でした。このような大変貴重な機会を作っていただきありがとうございま
す。
It enlightened us to continue the plans/activities on internationalization.
Webinar is very informative.

Talks and sharing are important in recalibrating our plans for

internationalization during this pandemic are indeed very helpful in recalibrating
芦沢先生お疲れ様でした。非常に有意義でした。
①課題／議題／テーマは最初だけ提示だったので、途中参加の人は何について話が展
開されているのかがつかめなかった。②結局どうやって問題解決するのかの、これがい
いというソリューションにたどり着いていなかった
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