
協定留学近況報告書 

記 入 日 2017年 4月 23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 2017年3月－2017年12月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部国際日本学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部2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。 

奨学金 

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：駐日本国大韓民国大使館 

ビザ取得所要日数：3日 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：無料 

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？ 

ネットで一般的に必要とされる書類を調べて準備したが、確認されたものは、申請書・パスポート・留学先の入学証明書の 

3点のみ。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

申請書を記入し、パスポートと留学先の入学証明書を窓口に提出。 

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？ 

特になし 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

必要書類を直接聞いたほうが無駄な時間とお金を省けた。 

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） 

何にしても最も経済的な方法をネットや韓国で働いていた知り合い、海外によく荷物を送る知り合いに質問して情報を集め

た。全てにおいて自分で管理したかったことと、送金には手数料がかかり、レートも良くないため、日本で現金を下ろして直接

持参し、明洞の一番レートが良いとされる両替所で必要な分だけ両替した。スマホは元々SIMフリー端末で契約をしていたの

で特に何もしなかった。夏服は持参できなかったため、段ボール一箱分郵便局で小包郵便した。(5kgで 2800円) 

 

 

 

 



Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 Peach 

航空券手配方法 トラベルコちゃん, Peach 

大学最寄空港名 仁川国際空港 現地到着時刻 午前 5 時 

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 

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 

電車で移動する場合には、梨大方面の出口を利用したいが、階段しか無いため、エレベーターのある違う出口がおすすめ。 

大学到着日 2月 23 日午前 10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 応募のみ 

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 3週間前に部屋が確定。 

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 24 日 

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？ 大学の紹介と、パンフレットの内容についての話。 

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？ 

９０日間を超える滞在には外国人許可証が必要。自分で役所に行って申請も可能だが、学校が取りまとめてやるものと 

日数が変わらなかったため、学校で申請し、各自で取りに行く。約一ヵ月で受け取り。 

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？ 

ID カードが新韓銀行のクレジットカードと一体化しているため、校内の新韓銀行で作成。分かりやすい申請書がオリエンテー

ションで渡されるパンフレットと同封してあるため、それに記入してパスポートと一緒に持っていけば終わり。約２週間後に受け

取り。 

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？ 

スタッフみんな日本語が喋れる、新村の JKmobileで契約。当日パスポートだけで契約可能。SIM フリーにしておくのが 

おすすめ。説明が適当で内容が複雑なため、よく自分で調べて考えないと流される。 



 

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（2月 28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？  

交換留学生の取れる枠が設けられているクラスと、ほんの少しだけ設けていている(30～200人に対して3～10人)しかなか

ったため、たくさん候補を上げておいた。履修登録の始まった瞬間に取りたいものから確保していった。 

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？ 

      

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 
起床 

8:00 
 

 
 

Academic Korean 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お出かけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勉強と買い物 

9:15 
      

9:30 
      

10:45 
      

11:00 
             

Current Issues 

      Elounge 

12:15 
                        

12:30 
Elounge World Womens 

Through English 

      Elounge  

Current Issues 

13:45 
                  

14:00 
      Comparative 

Study of Korean 

&Japanese 

Cuture 

Elounge       World Womens 

Through 

English 15:15 
                  

15:30 
      Elounge       Comparative 

Study of 

Korean&Japanese 

Culture 

 

 

 

 

 

お出かけ 

16:45 
                  

18:50 
                        

19:00 
                        

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。 

寮はキャンパス内に位置しているため、非常に便利。綺麗な図書館や、勉強部屋が、たくさんあるため勉強する環境は整っ

ている。時間があれば、キャンパス内を散歩するだけでも気持ちが良く、ジムも 24 時間空いている。PEACE BUDY という交

換留学生 3～5 人に対して梨花の生徒 1 人が付き、生活を助けてくれたり、遊びを企画してくれたりするシステムがあり、友

達と仲良くなるのに非常に役に立つ。E-lounge という無料でネイティブと英語を喋れるブースが設けてあり、スタッフも非常

に親切。OIA は留学生向けに月 1 以上イベントを企画してくれるため、韓国文化に触れる機会が多い。日本と比べ、自分で

作るより外食したほうが経済的。辛い物ばかりなので、辛い物が苦手だと食事の選択肢がかなり減る。 

 

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。 

＜英語選考の人向け＞ 

ここの生徒は（韓国人も留学生も）、ほぼみんな流暢な英語を喋ります。英語圏じゃないからと言って甘く見ないほうが良い

です。大学のレベルも生徒のレベルも日本とは似ているようで全然違うので、難しい授業の場合、必ず自分の興味ある授業

を取りましょう。英語を向上させながら韓国語も少し喋れるようになりたい！と思っているなら、まず日本で少し韓国語勉強し

ましょう。新しい言語を始めるのは重く、決して簡単ではないです。迷っているならとにかく旅行でも、サマーカレッジでもいい

ので、韓国、梨大を見て試してみるのがベストです。留学して、後悔することは決してありません。 


