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 留 学 報 告 書  
記入日：2011年09月16日 

 

所属学部／研究科・学科／専攻 国際日本学部国際日本学科 社会システムコース 

留学先国 韓国 

留学先高等教育機関名 

（和文及び現地言語） 

淑明女子大学 

숙명여자대학교 

留学期間 2011年02月～2011年08月 

留学した時の学年 4年生（渡航した時の学年） 

留学先での学年 1年生（留学先大学で在籍した学年） 

留学先での所属学部等 
Political Science 

特定の学部等に所属しなかった。 

帰国年月日 2011年08月26日 

明治大学卒業予定年 2012年03月 

留学先大学について  

形態 国立 公立  私立  その他 

学年暦 
1学期：      2学期：      3学期：      

（記入例/１学期：４月上旬～７月下旬,２学期：９月中旬～２月上旬） 

学生数       

創立年 1906年 

 

留学費用項目 現地通貨（ウォン） 円 備考 

授業料             交換留学の為不明 

宿舎費 252万ウォン 17 万円       

食費 120万ウォン 8 万円       

図書費 10 万ウォン 7 千円       

学用品費 5 万ウォン 3 千 5 百円       

教養娯楽費 10 万ウォン 7 千円       

被服費 150万ウォン 10 万円       

医療費                   

保険費       ８万円 形態：留学先が負担 

渡航旅費       １４万５千円 留学先が負担 

雑費 5 万ウォン 3 千 5 百円       

その他 
            

奨学金 1ヶ月 80万ウォン×

6 ヶ月 

その他                   

その他                   

合計 552万ウォン ６０万５千円       
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1. 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。 

インターネットを使って情報を集めたり、実際に現地を訪れたりして準備しました。 

一番大事なのは言語です。できるだけ習得してから行くと留学生活をもっと楽しめると思

います。 

2．留学のための渡航前手続き 

ビザの種類：D-2 申請先：駐日韓国大使館領事部 

ビザ取得所要日数：3 日間 ビザ取得費用：免除 

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？どのように手配しました

か？ 

- 修学能力及び財政能力審査決定內容が含まれた"標準入学許可書"  

  - 普通預金 100 万円以上の残高証明書 

その他に必要であった手続き・方法・料金など 

特に無し 

また、国費留学生の場合、上記の残高証明書は不要 

 

3．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ANA 

航空券手配方

法・料金 

ANA のサイト 

14 万円 
※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 

金甫国際空港 現地到着時刻 14:00 

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 

60 分 

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 

空港からタクシーは高いので使わないほうが無難です。 

大学到着日 02月22日16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？ 

留学先の大学のサポートがしっかりしているので問題ないです。 
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3.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 02 月 25 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？ 

学校やの施設の説明 授業登録の方法など 

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 02月28日から 

    

4. 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？ 

90 日以上滞在する外国人は出入国管理事務所で外国人登録証を申請する必要があります。 

必要なものはパスポートと在学証明書、収入印紙などで申請してから届くまでに 2 週間程

度要します。 

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？ 

携帯電話購入 外国人登録証が必要 

外国人だとわかると高額な値段をふっかけてくるので注意 

5. 現地情報 
1）現地で病院にかかったことはありますか？大学内の医務室/診療所や付属病院等で医療サービスを受け

ることは可能でしたか？ 

利用する機会が無かった 

利用した：      

2）学内外で問題があったときには誰に相談しましたか。留学先大学に相談窓口はありましたか。 

自分で解決しました。 

3）現地の危険地域情報をどのように収集し，どのような防犯対策をしましたか。また，実際に盗難等を含

む犯罪に巻き込まれたことはありますか？その際どのように対処しましたか？ 

日本人だと思われないような素振りをすることが肝心です。 

ネイティブな韓国語を心がけてください。 

4）パソコン，携帯電話，インターネット（接続について）現地での利用はいかがでしたか。 
（例：寮のインターネット接続が不安定で１週間に１度は全く繋がらない時がある。街にあるほとんどのカフェでは WIFI

接続が可能であったので，寮で使用できない時はカフェに行った。） 

寮のインターネットは 1週間に 5度程度つながらないのであきらめてカフェに行きました。 

5）現地での資金調達はどのように行いましたか？（例：現地に銀行口座を開設して日本の親から送金してもらっ

た。銀行口座は現地で外国人登録をしないと開設できない。また，クレジットカードも併用していた。） 

現地に銀行口座を開設し、韓国政府からの奨学金を振り込んでもらっていた。 

6）現地では調達できない日本から持っていくべき物があれば教えて下さい。 

うまい棒 
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6. 進路について 
1) 進路 

就職活動   進学    未定  その他：      

2)進路決定の際に参考にした資料、図書、機関など                                                           

キャリア事務室 

3)就職活動中・終了に関わらず，就職活動について感想・アドバイスがありましたらお書き下さい。 

（例：留学中の就職活動へ向けた準備，帰国後に就職活動を始めるにあたり注意すること等。就職活動を

不安に思い、留学を断念する方もいます。ご自身の経験を踏まえてアドバイスをお願いします。） 

4年の前期に留学したために就職活動に大幅に乗り遅れているのが実際です。 

留学自体は決して無駄にはなりませんがそれなりの覚悟を決めて望むことが大事だと思います。 

5)進学を選択した方は、差し支えなければ進学先を教えて下さい。 

海外の大学院（予定） 

6）進学を志す留学希望者に向けたアドバイス（準備、試験対策等）がありましたらお書き下さい。 

       

7) その他を選択した方は、留学希望者に向けたアドバイスがありましたらお書き下さい。 

      

 

７. 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（02月25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？ 

留学生が優先的に授業登録ができる 

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？ 

      

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。   

5科目15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？ 5科目／週（15時間）ぐらい 

留学先で取得した単位数合計 本学で認定された単位数合計 

18単位 （未定） 
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履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

China-Japan-Korea Trilateral Seminar Workshop        

科目設置学部・研究科 Major Elective 

履修期間 2011/02-2011/06 

単位数 3 

本学での単位認定状況 4単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 チュートリアル プレゼン（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に180分が16回 

担当教授 Eugene Lee 

授業内容 Student from China-Japan-Korea work together. Research and make a report 

about their work. 

試験・課題など This class is based on field work. And final report is a final. 

感想を自由記入 フィールドワークに重点を置いていて非常に面白い授業 普段いけないよう

な場所を訪れることもできるので興味深かった 

 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Modern Korean History       

科目設置学部・研究科 General Liberal Arts electives 

履修期間 2011/02-2011/06 

単位数 3 

本学での単位認定状況 4単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に180分が16回 

担当教授 곽진오 

授業内容 Modern Korean History 

試験・課題など Midterm and Final Exam 

感想を自由記入 韓国の近代史を学ぶ授業 植民地問題などのシリアスな部分がメインなので

それなりの知識と度胸を要される授業 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Korean Politics and Foreign Policy            

科目設置学部・研究科 General Liberal Arts electives 

履修期間 2011/02-2011/06 

単位数 3 

本学での単位認定状況 4単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 チュートリアル ディスカッション（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に180分が16回 

担当教授 In Jo Jung 

授業内容 Learn about Korean politics and Foreign Policy. 

Name of this class is Korean politics but we learn politics and forign 

policy globally. 

試験・課題など       

感想を自由記入 教授の性格が非常に強烈であり、授業の内容もかなり専門的 

予習をしてもついていけない程の早さで授業が進む 

内容は時事問題など、非常に興味深い が、難しい 
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履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Cross Cultural Communication        

科目設置学部・研究科 General Liberal Arts electives 

履修期間 2011/02-2011/06 

単位数 3 

本学での単位認定状況 2単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に180分が16回 

担当教授 Byungjong Lee 

授業内容 Learn about Cross Cultural Communication 

Ex, How human start to communicate each other. 

試験・課題など Midterm, PPT and Final Exam. 

感想を自由記入 元ジャーナリストの教授が延々とコミュニケーションについて語る授業 

専門的用語も飛び交うのでなかなか難しい 

教科書が広辞苑並に厚いのも特徴的 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

Korean Language & Culture       

科目設置学部・研究科 Core Liberal Arts electives 

履修期間 2011/02-2011/06 

単位数 3 

本学での単位認定状況 2単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に180分が16回 

担当教授 Kyung-Ryung Kim  

授業内容 Learn about Korean Language & Culture 

Ex, How Korean alphabet invented. 

試験・課題など Midterm, Group PT and Final Exam 

感想を自由記入 韓国語の歴史と文化的背景など、興味がない人には向いていない授業 

テストも白紙を渡されて韓国の歴史や文化について書かされるという非常に

変わった授業 

 

履修した授業科目名（留学先大学言語）： 履修した授業科目名（日本語）： 

International Political Economy and East Asia       

科目設置学部・研究科       

履修期間 2011/08/03-2011/08/2 

単位数 3 

本学での単位認定状況 4単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義 ディスカッション（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に900分が3回 

担当教授 Takashi Sekiyama 

授業内容 About International Political Economy and East Asia 

試験・課題など Examination 

感想を自由記入 アジアにおける時事問題などが非常にわかりやすく学べる授業 
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留学に関するタイムチャート 

 

留学までの準備、試験勉強、留学中、留学後、特に留学に関連して発生した事項を記入してください。 

（形式は箇条書きなど簡単なもので構いません） 

 

2011年 

１月～３月 

オリエンテーション 

韓国語レベルテスト 

授業登録 

外国人登録証申請 

携帯電話購入 

授業開始 

中間試験 

４月～７月 
期末試験 

サマースクール１ 

８月～９月 
サマースクール２ 

帰国 

１０月～１２月 就職活動 

２０１２年 

１月～３月 
卒業予定 

 


