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Q1. プログラム中の活動内容を教えてください。また、どんな学びがあったのか教えてください。
Please tell us what activities were prepared in the program. What did you learn
from those activities?
イマージョン・プログラムは、午前中から昼過ぎにかけて現地の大学で語学勉強をし、午後からは
主に文化体験や現地の人びととの交流などができる約1カ月間のプログラムです。活動の中で様々
な知識や気づきを得ることができます。語学の授業では、現地の大学の先生方がそれぞれのクラス
のレベルに合わせて授業をしてくださるのでモチベーションを高く保った状態で受講することがで
きました。また、文化体験などのプログラムでは現地の歴史を学びながら、現在との変化を体感す
ることができました。
Immersion Program is a one month program you can study Vietnamese language in the morning,
and mainly cultural activities and exchange activities with local people in the afternoon. You can
acquire new knowledge and awareness in this program. Language classes are adapted to each
student’s language level so I could keep my high motivation in learning. Also, in cultural
activities I could learn about the local history and feel the difference from modern life.

Q2. プログラムでの学びや経験を今後どのように活かしたいですか？
How do you want to make use of the skills and experiences from the program
to your future?
プログラムを終えて、自発的に学ぶことの重要性に気づくことができました。イマージョン・プロ
グラムで初めて英語以外の外国語に取り組みました。もちろん、何も知らない状態から現地に行っ
て理解できない言語を学びに行く不安はありましたが、それ以上に言語に対する興味、追求したい
という意欲を持って勉学に励むことができました。また、言語を学ぶことによって、より現地のこ
とを学びたいという気持ちに変わっていきました。
今後は自分の興味のあることだけでなく、現代社会の課題を自発的に学び、将来の自分の成長の原
動力にしていきたいと考えています。
After participating to this program, I realized the importance of learning spontaneously. It was
my first time to study a foreign language other than English. Of course I was worried about
going to a foreign country to study a language I didn’t understand at all, but more than that, I
could devote to my studies having the interest and motivation to pursue the language. Moreover,
through studying the language, it made me want to know more about Vietnam.
I want to not only learn about things I’m interested in but also spontaneously learn about
problems of modern society, and make them into my motivation for future self-development.

Q3. 未来の参加者へメッセージをお願いします。
Please give a message to future participants.
約1か月間あるプログラムなのでモチベーションを保つことが難しいと思うかもしれませんが、私
にとってこの期間は物足りないくらい短く感じるプログラムでした。現地での生活から食事、現地
人の習慣など様々なことが新鮮であったため、全てが刺激的で終始新たな発見がありました。この
プログラムに参加したいけど不安だと感じる方でも、先生方の手厚いサポートや共に学び合う同志
がいてくれるので安心して参加することができます。刺激的な生活や魅力的な体験がたくさんある
ので、少しでも興味があれば参加してみてください。

You might think one month is quite long to keep your motivation, However, it felt short as I felt
it wasn’t enough time. Daily life, food, habits, everything was fresh for me, so all of them were
exciting and I kept having new discovery until the end of the program. If you want to participate
to this program but feeling uneasy, you don’t need to worry. You will have teachers who will
take good care of you and comrades studying with you. You can experience exciting life and
have many attractive experiences. Please do join if you are interested in this program.
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