
堀 尚史
日本側ゲストスピーカー

Hamee株式会社デザインリサーチャー

Panchanit Snape
タイ側ゲストスピーカー

Asia Communications Lead & Head of 

Communications Thailand Malaysia 

Singapore at Sanofi

■参加学生:
明治大学、立教大学、関西大学及びタイ協定校の学部生

■開催方法：Zoom（オンライン開催）

■参加費用：無料
*単位の付与はありませんが修了者には修了証を発行します。
*参加時に使用するＰＣ、ヘッドセット等は自身でご準備ください。

■使用言語：英語(*IELTS 4.0,TOEIC L&R 550,TOEFL iBT 42,CU-TEP60以上)

■参加方法：事前登録制（*応募者多数の場合は選考があります）

■定員：全学生合わせて６０名

Dates 2月4日（金）～2月19日（土）

現代社会において情報通信技術(ICT)は生活に欠かせないものとなり、特にSNSは多くの人が毎日利用していま
す」しかし、SNSは場所や時間を選ばずに情報を得たり、コミュニケーションを取れる利点がある一方で、犯罪に巻
き込まれたり、誹謗中傷を他者から受けるリスクもあります。このプログラムを通して、より安心してSNSを利用できる
現代社会の実現に向けて、自分の身の回りのSNSの活用だけではなく、ビジネスの世界ではどのようにSNSが活用
されているのか、外国の学生はどのようにSNSを使っているのかを日本とタイの学生で学び合います。

応募期間 : 12月15日（水）～12月24日（金）
12月24日（金）までに以下のformsあるいはQRコードよりご応募ください。

https://forms.office.com/r/hQjR0RmrYu

参加者確定後、Zoom ID等の情報をお送りいたします。
［問い合わせ先］明治大学国際連携事務室 Email: ico@mics.meiji.ac.jp

Global Synergy Project

日タイ比較から考えるSNSと現代社会のあり方

https://forms.office.com/r/hQjR0RmrYu


プログラム説明
このプログラムはオンラインで明治大学、立教大学、関西大学の学生、そしてタイの学生と共同学習を行
います。日本及びタイの異なる文化背景のもと、ディスカッションやグループワークを英語で実施し、知識を
深めます。それにより、本プログラムで扱うテーマについて、グローバル的な視点で日本、タイの社会文化の
違いについて理解し、今後の学習・研究およびキャリア形成につなげていけるようになることを期待します。

ゲストスピーカー紹介
堀 尚史（ほり たかふみ）
明治大学政治経済学部卒業後、株式会社星野リゾートにてプロジェクトマネージャーとして従事。星野リゾート退社後、ドイツのマ
クロメディア応用科学大学にて、デザインマネジメントについて修士号を取得。大学院卒業後はデザインマネジメント業界大手の
IDEOにてインターンを経験し、現在は株式会社Hameeにてデザインリサーチャーとして従事。

Panchanit Snape（パンチャニット スネープ）
チュラロンコン大学コミュニケーションアーツ学部卒業後、タマサート大学にてマスコミュニケーションについて修士号を取得。また、ハー
バードビジネススクールにてLeadership Communicationsについて、ロンドンスクールオブビジネスアンドファイナンスにて
Strategic Leadership and Change Managementについて上級サーティフィケートを取得。これまでDuPont、Holcim 
Group、Thomson Reuters、Hill & Knowltonなど大手外資系企業で広報部門を経験し、現在はフランス系製薬・バイオテ
クノロジー企業であるSanofiにてタイ・マレーシア・シンガポール・アジア地域の広報部長（Asia Communications Lead & 
Head of Communications Thailand Malaysia Singapore at Sanofi）として従事。

日本側コーディネーター
水倉 亮 明治大学国際連携機構 特任講師

タイ側コーディネーター
ウィライラック，タンシリトンチャイ 明治大学国際連携機構 特任准教授，明治大学アセアンセンター長

日時 学習内容

2.4(金)

15:00~16:40（日本時間）
13:00~14:40（タイ時間）
*事前にKick-off gatheringを開催予定

Introduction & Intercultural Exchange

１．プログラム全体の詳細の説明
２．タイと日本の学生全体で自己紹介やアイスブレークの活動
３．タイ語やタイの文化に関する簡単なレクチャー及び活動

2.5(土)

15:00~16:40（日本時間）
13:00~14:40（タイ時間）

Discussion

１．普段の生活の中でSNSをどのように活用しているのかタイと日
本で比較
２．SNSのコミュニケーションの中で使うステッカー・スタンプの
役割
３．SNSにおけるプライバシーの問題や誹謗中傷等の社会問題

2.11(金)

15:00~16:40（日本時間）
13:00~14:40（タイ時間）

Presentation preparation

１．プレゼンテーションのテーマ・形式に関して説明
２．グループ及びグループリーダーの発表
３．グループでプレゼン作成の計画立案

2.12(土)

15:00~18:30（日本時間）
13:00~16:30（タイ時間）

Guest speaker special lectures 

ゲストスピーチ
事例１ 堀 尚史（Hamee株式会社デザインリサーチャー）
事例２ Panchanit Snape（Asia Communications Lead & Head of 

Communications Thailand Malaysia Singapore at Sanofi）

2.17(木)－2.18（金） Individual study time

他のグループの動画を視聴しそれぞれコメント

2.19(土)

15:00~16:40（日本時間）
13:00~14:40（タイ時間）

Wrap-up session

今回のプログラム全体を通して学んだことの振り返り



Takafumi Hori
Guest Speaker in Japan

Design Researcher at Hamee Corp.

Panchanit Snape
Guest Speaker in Thailand

Asia Communications Lead & Head of 

Communications Thailand Malaysia 

Singapore at Sanofi

■Participants:

Students in Meiji University, Rikkyo University,  

Kansai University and Partner Universities in Thailand

■Venue: Zoom

■Participation fee: Free
*Credit will not be awarded but you can get a certificate.

*PC and headset are needed to be prepared by your own

■Language: English (*IELTS 4.0,TOEIC L&R 550,TOEFL iBT 42,CU-TEP60 or above)

■Registration: pre-registration required (*If there are too many applicants,   

we will make a selection)

■Quota：60 participants among all universities above

Dates Feb.4（Fri.）～Feb.19（Sat.）

These days, information and communication technology (ICT) has become an indispensable 
part of life, especially social networking services (SNS) used by many people every day. On the 
other hand, there is also the risk of being involved in a crime or slandered by others. Through 
this program, students from Japan and Thailand will learn how to use SNS and how people 
apply SNS in the business world and how students from other countries use SNS to realize a 
modern society where people can use SNS with peace of mind.

Register Now! : application period Dec. 15th to 24th

Register via the QR code link or the following URL by Friday, December 24.

https://forms.office.com/r/hQjR0RmrYu

We will email you Zoom information to access later.

［Inquiry］International Collaboration Office,

Meiji University email: ico@mics.meiji.ac.jp

Global Synergy Project

Comparison study about SNS in Japan and Thailand: How 

do you use?

https://forms.office.com/r/hQjR0RmrYu


SCHEDULE PROGRAM

Feb.4(Fri.)

13:00-14:40 (JST)

11:00-12:40 (TST)

Introduction & Intercultural Exchange

1. A detailed description of the program

2. Self introduction and ice breaker

3. Lectures and activities on Thai language and culture

Feb.5(Sat)

13:00-14:40 (JST)

11:00-12:40 (TST)

Discussion

1. Comparison of how people use SNS in your daily lives in Thailand 

and Japan

2. The role of stickers and stamps in SNS communication

Feb.11(Fri)

13:00-14:40 (JST)

11:00-12:40 (TST)

Presentation preparation

1. Explanation of the theme and format of the presentation

2. Determination of groups and group leaders

3. Planning for presentation creation in groups

Feb.12(Sat.)

13:00-16:30 (JST)

11:00-14:30 (TST)

Guest speaker special lectures 

Guest Speech

1. Takafumi Hori (Design Researcher at Hamee Corp.)

2. Panchanit Snape (Asia Communications Lead & Head of 

Communications Thailand Malaysia Singapore at Sanofi)

Feb.17(Thu.)-18(Fri.) Individual study time

Watch other groups' videos and comment on each

Feb.19(Sat.)

13:00-14:40  (JST)

11:00-12:40  (TST)

Wrap-up session

Reflection on what you learned throughout this program

Contents

Students in Japan and Thailand will study at the online-based collaborative learning activities in this program. This 

program will actively employ discussion and group work, and all the content will be conducted in English. Students 

will develop more sophisticated knowledge about ICTs and society with others with different socio-cultural 

backgrounds. The possible experience in this program can enhance the broaden perspective towards the world, be 

flexible and accommodate cultural differences, and connect it to their future academic study and career.

Guest Speakers
Takafumi Hori
He studied for his bachelor's degree in Political Science and Economics at Meiji University. Afterwards, he worked as a 

project manager at Hoshino Resort Co. After leaving Hoshino Resort, he received a master's degree in design management 

from Macromedia University of Applied Sciences in Germany. Subsequently, he did an internship at IDEO, a significant 

company in the design management industry, and currently works as a design researcher at Hamee Corp.

Panchanit Snape
She studied for her bachelor’s degree in mass communications at Chulalongkorn University. Also, she completed a master’s 

degree program in mass communications from Thammasat University. She also received an Advanced Certificate in 

Leadership Communications from Harvard Business School USA and Advanced Certificate in Strategic Leadership and Change 

Management from London School of Business and Finance UK. Currently, as Asia Communications Lead & Head of 

Communications Thailand Malaysia Singapore at Sanofi (based in Bangkok), she is responsible for developing and executing 

communications strategies, including internal and external stakeholder engagement programs to meet the business growth 

priorities and enhance corporate brand reputation.

Coordinator in Japan

Ryo MIZUKURA Senior Assistant Professor Organization for International Collaboration, Meiji University

Coordinator in Thailand

Wilailuck, TANGSIRITHONGCHAI  Associate Professor Organization for International Collaboration

Chief, The Meiji University ASEAN Center 


