
協定留学近況報告書 

記 入 日 2015年 5月 15日 

留 学 先 大 学 高麗大学 

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 2015年3月－2015年7月 

明 治 大 学 で の 所 属 文学部史学地理学科アジア史専攻 /      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。 

準備については留学先大学から連絡が来るので、その都度必要書類などを提出すれば大丈夫でした。ただ提出書類によ

っては思わぬところで時間がかかってしまうものもあったので、時間に余裕をもって準備した方が良いと思います。また、事前

に行う履修登録に関しては、どのような講義があるのか、どんな講義を自分はとりたいのかを詳しく調べ、考えていたので、あ

まり混乱せずに履修登録を行うことができました。事前に調べていたことが履修登録変更期間でも役に立ったので、受けた

い講義を多めに調べておいた方が良いと思います。しかし、現地で必要な手続きや携帯電話の使用方法などについてはあ

まり調べず、混乱することも多かったので、事前に情報を集めておいた方が安心だと思います。 

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：D-2 申請先：在日韓国大使館 

ビザ取得所要日数：約 5 日 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：0 円 

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？ 

・パスポート（有効期限が 6 ヶ月以上残っているもの） 

・カラー写真 1 枚（3.5*4.5） 

・査証発給申請書 

・標準入学許可書（原本） 

・銀行の残高証明書（一万ドル以上） 親の口座の場合は住民票など家族確認書類 

・所属大学長の推薦状 

・現在の在学証明書 

・招待大学の招待状又は大学間の交流協定書 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

書類をそろえて在日韓国大使館へ提出し、そこでビザ発給日を知らされるので、その日に取りに行けばビザ取得手続き完

了です。 

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？ 

      

ビザ取得に関して困った点・注意点 

所属大学長の推薦状は、決まった形式のものが用意されているわけではないので、どのようなものが良いのかわかりません

でした。そのため、所属学部の事務室に相談し、大使館に確認した上で、所属学部の教授の方に書いてもらいました。 

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） 

      

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 チェジュ航空 

航空券手配方法 
      

※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 仁川空港 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 1時間半～2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 

地下鉄やバスで使うことのできる Suicaに似た Tmoney カードというものがあるので、それを購入すると便利です。 

大学到着日 2月 21日 14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（     ） 

住居の申込み手順 公式ホームページでのオンライン申込み 

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？ 

渡航前に寮の入居が決まり、寮到着後もすぐに入居することができました。 

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 2月 23 日 Int'l Students Briefing,IT Session How to use KUPID,Campus Tour 

2月 24 日 Registration,Workshop:Life in Seoul 

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？ 大学紹介や大学へ入学するにあたっての必要な手続きを行いました。 

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 3月 2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？ 

外国人登録が必要でした。ソウルグローバルセンター2 階で手続きをし、外国人登録証受領までに約 2週間かかりました。 

パスポート、申請書、カラー写真、在学証明書、手数料 3 万ウォンが必要でした。 

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？ 

      

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？ 

開設しました。オリエンテーションの中で説明を受け、その場で全員手続きを行いました。 

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？ 

購入しませんでした。 

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（     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？ 

韓国は履修登録の際の定員競争が厳しく、満員になると取れない講義が多いそうですが、留学生は定員数には含まれず、

満員になっている授業も、必ずではありませんが、取ることができました。 

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？ 

現地での変更・追加はできました。最初の 1週間はお試し期間として、いろんな授業を見に行くことができ、履修登録変更期間で変更・追

加をすることが可能でした。私は希望通り授業を取ることができました。 

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 
日韓交流の歴史       日韓交流の歴史                         

10:00 
日韓交流の歴史 現代日本論 日韓交流の歴史 現代日本論                   

11:00 
      現代日本論       現代日本論                   

12:00 
      日本史の理解       日本史の理解                   

13:00 
      日本史の理解       日本史の理解                   

14:00 
                        韓国の社会と文化             

15:00 
                        韓国の社会と文化             

16:00 
                                          

17:00 
韓国語 韓国語 韓国語 韓国語                   

18:00 
韓国語 韓国語 韓国語 韓国語                   

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。 

授業は発表などもあり、語学の面からも大変な部分が多いですが、良い勉強になっていると思います。 

また、宿舎である Cj International House は丘の上にあり、坂道を登らなければいけませんが、設備が良く、自然豊かな場所

にあるので、充実した生活を送ることができます。 

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。 

留学をして、日本にいては知ることのできない世界を感じることができていると思います。現地の人たちや留学生との交流を

通して、また言語交換のサークルなどで日本に興味を持ち、日本語を勉強している人たちとの交流を通して、新たな発見も

たくさんありました。不安が多いと思いますが、得るものも多いと思うので、迷っているなら挑戦してみるべきだと思います。 

高麗大学は英語で行う講義も多数あり、英語を使って生活する留学生も多いので、オリエンテーションや寮での基本言語は

英語です。英語の勉強もしておくと、早く留学生活に慣れることができると思います。 

 


