
２０１２年度協定校留学近況報告書 

記 入 日 2012年 12月 2日 

留 学 先 大 学 西江大学 

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）：国語国文学科，（現地言語での名称）：국어국문학과 

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 2012年8月－2013年2月 

明治大学での所属 国際日本学部国際日本学科日本文化専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部4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。 

私は２年生の時、明治大学で第二外国語として韓国語を取った上に、その後からずっと一人でも勉強してきましたが、韓国語の基本をし

ておいたほうがいいと思います。後は、日本と韓国の文化はかなり違うため、韓国人の友人などを通して、韓国の文化についてたくさん聞

いておいたほうがいいかもしれません。 

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：留学 (D-2) 申請先：韓国大使館 

ビザ取得所要日数：一週間以内 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：3000 円くらいだった気がします 

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？ 

銀行口座の明細書、留学先の大学からの証明書が求められました。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

銀行口座の明細書は自らが利用している銀行に行ってもらうことと留学先の大学からの証明書は明治大学からもらうべきです。 

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？ 

大使館での面接はありませんでした。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

書類をすべてきちんと揃った後に行くべきです。（私は銀行の中にある金額が足りなかったため、いろいろ大変でした。） 

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） 

もし学校の授業が始まる前に留学先の国に行く予定でしたら、お金を日本で替えた上に、少し多めに持ったほうがいいと思います。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 大韓航空 

航空券手配方法 
大韓航空のサイトで買いました。 

※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 
私の母国、シンガポールから出発しました

ので.. 

現地到着時刻 朝 8時半頃 

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 40分くらい 

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 

キャンパスがどこにあるかによりますが、リムジンバスが一番便利だと思います。 

大学到着日      月     日     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。 

私は学校の寮ではなく、来てから今までゲストハウスで住んでいます。 

住居のタイプ 寮     アパート     その他（ゲストハウス） 

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（お父さんの友人の紹介を通して） 

住居の申込み手順 メール 

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？ 

来る前から、メールでのやり取りをしましたため、すぐ見つかったほうですね。 

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       

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？ 演説は大きなホールで、 ウェルカムディナーは学内にあるテラスのようなところで行われました。 

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 8月 27日から 

    

Ⅳ. その他、渡航してから必要な手続きについて 

1．現地で滞在許可等の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？ 

滞在許可の必要はありませんでした。 

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？ 

健康診断は日本でしたため、現地ではする必要がありませんでした。 

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？ 

はい、口座を開設しました。書類はこちらの留学先がすべて準備してくれましたので、学生証、パスポートを準備された書類を持って銀行

に行けばいいです。私は韓国語を話せるために、一人で行ったが、不安の人は韓国人の buddy と一緒に行ったほうがいいです。      

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？ 

はい、携帯電話を購入しました。韓国人の友人と一緒に行ったため、友人が手続きをしてくれました。学生証と外国人登録証とパスポート

は必要です。当日で手続きを完了しました。 

 

 

 

 

 

 



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（8月 15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？  

      

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？ 

現地で変更しました。変更期限があって、その前にすればいいです。 

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 12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科目／週（12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：2012年 8月から 2012年 12月） 

No. コース名／教授名 時間数／週 留学先での単位数 

１ Literary Criticism 90分授業が週 2回 3 

文学を批判する授業です。内容がすべて英語ですが、授業自体は韓国語で行われています。韓国語の能力が十分ではない人にはオス

スメできないです。毎回 reading も多い上に、paper も多いです。Final paper は 10ページです。 

２ Italian Society and Culture 90分授業が週 2回 3 

イタリアンの教授がイタリアの社会及び文化について教える授業です。reading はありませんが、授業中で集中したほうがいいです。 

３ Business Communication in English 90分授業が週 2回 3 

ビジネスの用語を教える授業です。教授は厳しく評判する授業です。 

４ Media Criticism 90分授業が週 2回 3 

メデイアを批判する授業です。Reading と paperが多いです。 

５ Intro to Public Relations 90分授業が週 2回 3 

対話式の授業です。教授は学生の参加を非常に求めます。資料は多いです。 

６ Management and Marketing of Culture 90分授業が週 2回 3 

美術をどうやって経営するかについての授業です。Reading はたまにあります。試験はないですが、group workが重要されています。  

 

 

 

 

 

 

 



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 
                                          

9:00 
            Intro to 

Public Relation 

      Intro to  

Public Relation 

            

10:00 
      Italian Society 

and Culture 

Ｉntro to 

Public Relation 

(9:00-10:15) 

Ｉtalian Society 

and Culture 

Ｉntro to  

Public Relation 

(9:00-10:15) 

            

11:00 
      Italian Society 

and Culture 

(10:30-11:45) 

      talian Society 

and Culture 

(10:30-11:45) 

                  

12:00 
      Business 

Communication 

in English 

      Business 

Communication 

in English 

                  

13:00 
      Business 

Communication 

in English 

(12:00-13:15) 

Media Criticism 

Management 

and Marketing 

of Culture 

Business 

Communication 

in English 

(12:00-13:15) 

Media Criticism 

Management 

and Marketing 

of Culture 

            

14:00 
      Media Criticism 

(13:30-14:45) 

Management  

and Marketing 

of Culture 

(13:30-14:45) 

Media Criticism 

(13:30-14:45) 

Management 

and Marketing 

of Culture 

(13:30-14:45) 

            

15:00 
Literary 

Criticism  

                                    

16:00 
Literary Criticism 

(15:00-16:15) 

      Literary 

Criticism 

                        

17:00 
            Literary 

Criticism 

(16:30-17:15) 

                        

18:00 
                                          

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、授業、宿舎、生活全般についてなど、自由に書いてください。 

学校の課題が多く、遊ぶ時間は少ないが、遊ぶなら、自分の国の人たちとずっと一緒にいることを避けてください。現地の人

と付き合ったほうがいい経験になると思います。   

留学先大学を目指す学生に向けてのアドバイスをお願いします。 

頑張ってください。 

 


