
２０１１年度協定校留学近況報告書 

記 入 日 2011年 5月 15日 

留 学 先 大 学 梨花女子大学 

留 学 先 で の 所 属 学 部 等 

特定の学部･研究科等に所属している（以下に学部等名を記入） 

※学部等名（日本語）：     ，（現地言語での名称）：      

特定の学部等に所属せず様々な学部等の授業を履修している。 

その他：      

留 学 期 間 2011年3月－2011年12月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部国際日本学科社会システムコース専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部3年生／研究科 博士前期課程 博士後期課程     年生 

    

Ｉ. 出発前にどのように情報を集め、準備をしましたか。しておいて良かったこと，準備不足だったこと，ぜひ次の学

生に準備としてアドバイスしたいことを記述してください。 

大抵のことに関しては、学校が行先の大学と連絡を取り合って、何をすればいいか提示してくれるので、それに

従ってすれば問題はなかったと思う。ただ一つ、海外旅行保険に関しては、行く間近になって個人で申し込むよ

うに言われ、時間のない中準備をすることになった。（２０１１年度協定校留学者については、大学の指定する

海外旅行保険への加入が必要）それに関しては、前もって調べておいて準備をしておくとよりスムーズにいくと

思う。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ） ※詳細に記入して下さい 

ビザの種類：D2B 申請先：韓国大使館 

ビザ取得所要日数：1 週間以内 ビザ取得費用：なし 

ビザ取得のためにどのような書類の提出が求められましたか？また，どのように手配しましたか？ 

所定の書類、パスポート、預金通帳 100万円以上の残高証明書 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

 

ビザ取得の際に，留学先国大使館で面接のあった方は，どのような質問を受けましたか？ 

 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

特になし 

Ⅱ-2．留学のための渡航前手続き（その他の事前準備について） 

その他済ませておくべき準備があればお書き下さい（現地での現金調達準備，携帯電話購入，荷物運送など） 

 

 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1．到着時の様子 

利用航空会社 JR 九州高速船 

航空券手配方法 
JR 九州高速船公式サイト 

※利用した旅行社・旅行サイト，格安航空券情報等があれば記入して下さい。 

大学最寄空港名       現地到着時刻       



 

ｷｬﾝﾊﾟｽへの移動手段 

大学手配の

出迎え 

知人の 

出迎え 

公共交通機関 

 （ バス 電車）      

タクシー その他                      

移動の所要時間       

空港からｷｬﾝﾊﾟｽへの移動の際の注意点，タクシー・公共交通機関で移動する際の行き方，料金等 

      

大学到着日 2月 25 日 17時頃 

2．住居について 

到着後すぐに住居 

入居できましたか？ 

はい 

いいえ 

いいえを選んだ方：     月     日から入居可能だった。 

住居のタイプ 寮     アパート     その他（     ） 

部屋の種類 一人部屋  二人部屋     その他（     ） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（     ） 

住居を探した方法 大学の斡旋 自分で探した   その他（     ） 

住居は渡航前に，また渡航後すぐに見つかりましたか？トラブルはありましたか？ 

特になし 

3．留学先でのオリエンテーションについて 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの有無 あった  なかった 

日程 入寮から３日後 

参加必須ですか？ 必須   任意参加 

参加費用は？ 無料   有料（金額：     ） 

内容と様子は？ 午前中に語学クラスのクラス別テストがあり、午後からオリエンテーションとキャンパス

案内などがあった。 

留学生用 

特別ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

あった  なかった 

授業開始日 3月 7日から 

Ⅳ. その他、渡航してから必要な手続きについて 

1．現地で滞在許可申請の必要はありますか？ いつ、どこで、方法は？ 日数、料金は？ トラブルは？ 

３か月以上の滞在には外国人登録書の申請が必須となる。学校が所定の書類や準備すべきものを提示してくれる

ので、それに従って学校の国際事務室に提出すればいい。費用はかからなかった。 

2．その他現地でした手続きは？（健康診断、予防接種等）いつ、どこで、方法、日数、料金は？ トラブルは？ 

特になし 

3．現地で銀行口座を開設しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

 

4．現地で携帯電話を購入しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

 

Ｖ. 履修科目と授業について 

1．履修登録はいつどのような形で行いましたか？ 

出発前に（     月     日頃） 

オンラインで登録 志願書類に記入して登録 できなかった その他（     ） 

到着後に（     月     日頃） 

オンラインで登録 国際オフィス等の仲介  できなかった その他（     ） 



 

登録時に留学生として優先されることは あった        なかった 

優先が「あった」方はどのように優先されましたか？ 

      

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

一般学生と同じように、オンラインで登録をした。（一般学生とは異なる期間） 

出発前に授業を登録した方は，現地で変更・追加できましたか？また希望通りの授業が取れましたか？ 

      

2．履修単位数 

一学期の登録単位数・科目数を教えてください。   
6科目 16単位 

多すぎた ちょうど良い 少なすぎた 

留学先大学の学生は週平均何科目とるのが一般的ですか？ 4～5科目／週（17.5時間）ぐらい 

3．授業内容 

現在までに受講している授業はどのように授業が進められていますか？（予復習，テスト準備など，アド

バイスもご記入下さい。） （下記授業の履修時期：2011年 3月から 2011年 6月） 

No. コース名／教授名 時間数／週 留学先での単位数 

１ 영상이미지와젠더/이수안 75分授業が週 2回 3 

韓国語で行われる教養科目の授業で、生徒数はだいたい 100名弱。中間試験と期末試験のほかにレポートの提出が１回ある。

毎回オンラインで出されるレジュメをコピーして持参する。試験では、電子辞書を持ち込む許可をもらった。レポートは今

までに一度提出したが、映画を見ての鑑賞文のようなもので、韓国語で A4一枚だった。 
 

２ Religion and Culture in Modern Korea/Hyondo Park 75分授業が週 2回 3 

英語で行われる授業で、留学生が比較的多い。生徒数は 50名ほど。中間試験とその他レポートの提出が２回ある。宗教的な

韓国の文化や特色について学ぶ授業だが、映画鑑賞の時間が比較的多い。 
 

３ Internatioal Relations in East Asia/Ihn-hwi Park 75分授業が週 2回 3 

英語で行われる授業で一クラス 100 名弱ほど。中間試験と期末試験のほかに小テストが一度ある。文献に沿って毎回授業が

進められるので、事前に教科書を読んでおく必要がある。 
 

４ 에어로빅/최신자 75分授業が週 1回 1 

韓国語で行われる教養科目の授業で、生徒数は 15名弱。中間と期末に実技の試験がある。柔軟体操や体を簡単に動かすこと

が主な授業内容。 
 

５ Korean Language CourseⅠ,Ⅱ 75分授業 2回(150分)が 

週 4回 

6 

留学生は必須の授業だが、韓国語を学ぶ必要のない学生は取り消すことも可能。ⅠとⅡ合わせて聞き取り、書き取り、会話、

読解の４つを学ぶ。中間試験と期末試験のほかに、週に一度の小テストと書き取りの宿題がある。 
 



 

Ⅵ. 一週間のスケジュール 授業時間、課外活動、勉強時間等、毎日の生活について記入してください。 

 月 火 水 木 金 土 日 

7:00 
       

8:00 
Korean Language 

Course 

Korean Language 

Course 

Korean Language 

Course 

Korean Language 

Course 

                  

9:00 
Korean Language 

Course 

Korean Language 

Course 

Korean Language 

Course 

Korean Language 

Course 

                  

10:00 
Korean Language 

Course 

Korean Language 

Course 

Korean Language 

Course 

Korean Language 

Course 

                  

11:00 
                                          

12:00 
            영상이미지와젠더 에어로빅                   

13:00 
            Religion and 

Culture in 

Modern Korea 

                        

14:00 
영상이미지와젠더 Religion and 

Culture in 

Modern Korea 

                              

15:00 
Religion and 

Culture in 

Modern Korea 

            Religion and 

Culture in 

Modern Korea 

                  

16:00 
                                          

17:00 
勉強 勉強 勉強 勉強                   

18:00 
勉強 勉強 勉強 勉強                   

19:00 
                                          

20:00 
                                          

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
                                          

 

Ⅶ. 現在までの感想  

留学先大学、プログラムについてや、授業、宿舎、生活全般についてなど、自由に書いてください。 

学校の特色として英語を積極的に使っているので、初めの方、韓国語ができなくても英語が話せれば、学校生活

を送ることに困らない。寄宿舎は学校の敷地内にあってとても便利で、最寄の駅も便のいい場所にあるので、不

自由しない。 

 


