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 留 学 報 告 書  
記入日：2013年 6月 13日 

 

所属学部／研究科・学科／専攻 商学部 

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 2012年 2月～2012年 12月 

留学した時の学年 ３年生（渡航した時の学年） 

留学先での学年 ３年生（留学先大学で在籍した学年） 

留学先での所属学部等 
経営学部 

特定の学部等に所属しなかった。 

帰国年月日 2012年 12月 27日 

明治大学卒業予定年 2014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：３月上旬～６月中旬 2 学期：９月上旬～１２月下旬 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       

 

留学費用項目 

 

現地通貨（ウォン） 円 備考 

授業料 0 0円 明治大学に納付 

宿舎費 ２６0万ウォン １８万円 ２６万ウォン×１０ 

食費       ２０万円       

図書費       0円       

学用品費       １万円       

教養娯楽費       ５万円       

被服費       ２万円       

医療費       0円       

保険費       １５万５千円 形態：      

渡航旅費       ６万円       

雑費       ５万円       

その他            円       

その他            円       

その他            円       

合計       ７２万円       
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渡航関連 

渡航経路：成田空港 仁川国際空港 

渡航費用 

      チケットの種類  オープンチケット 

      往路             

      復路             

      合計       ６万円 

渡航に際して利用した旅行会社やガイドブックを教えて下さい。 

HIS でオープンチケットを購入 

滞在形態関連 

1）種類（留学中の滞在先）（例：アパート、大学の宿舎など） 

大学の寮 

2）部屋の形態 

 個室 OR 相部屋（同居人数２） 
3）住居を探した方法： 

大学から案内がくるので、希望する部屋のタイプを申告して抽選。 

4）感想：（滞在先の感想とこれから留学する人のためのアドバイス） 

寮の設備は清潔で問題なかったが、部屋にキッチンと冷蔵庫がないのが不便でした。 
ルームメイトとも気が合わずにとても苦労したので、１人部屋を選択することをお勧めします。 

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。 

大きな問題はありませんでした。 

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？ 

繁華街に女性だけで遅くまで滞在しないように注意しました。 

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。） 

寮にも大学の学内にもインターネットがありましたが。当初の説明では寮の部屋にもワイファイがあると

いうことでしたが、有線のみ利用可能でした。 

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。） 

シティバンクを開設し日本から親に送金してもらい、手数料の安い現地の銀行口座にお金を移していまし

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。 

ソウル滞在するなら特にないと思います。 
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進路について 

1) 進路 

就職   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                                                           

      

3)就職を選択した方は、差し支えなければ内定先を教えて下さい。また、その企業を選んだ理由も教えて

下さい。（内定を得た企業すべての名前、或は入社すると決定した企業の名前のみでも構いません） 

日本製紙 

4)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。） 

日本の友人たちは早くからインターンや就活準備を始めていて焦ったこともありましたが、留学生活をき

ちんを充実させたいと思い、滞在中は筆記試験対策や情報収集も行いませんでした。 
帰国後の１月からセミナーに参加し、自分の行きたい業界を１から考えました。１月から就活を始めるの

は出遅れていると思われると思いますが、私は４月中に内定を頂くことができましたし、２月・３月にき

ちんと就職活動ができれば問題ないと思います。 

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。 

      

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。 

      

 

学習・研究活動についてのレポート（履修した科目ごとに記入してください） 

1)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 
※該当項目にチェックのうえ，記入して下さい。 

３０単位 
２６ 単位 

単位認定の申請はしません(理由：     ) 

2)以下は留学先で履修した科目についてのレポートです。今後留学をする人たちへのアドバイスも含めてお書き

下さい。記入スペースが足りない場合は、A4用紙で別途作成し、添付してください。 

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 アジア史 

科目設置学部・研究科 留学生専用の授業 

履修期間 前学期 

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 講義形式（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に５０分が３回 

担当教授       

授業内容 韓国の近代の歴史と、周辺国との関わりの歴史について 

試験・課題など 中間試験と期末試験 

感想を自由記入 韓国人の先生が英語で講義。 
退屈でした。 
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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）： 

外国人のための韓国語４ 上級朝鮮語 

科目設置学部・研究科       

履修期間 前期 

単位数 ３ 

本学での単位認定状況 1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，講義形式等） 

授業時間数 １週間に５０分が３回 

担当教授       

授業内容 外国人生徒 2.30人に対し、韓国人の先生が 1人。 

試験・課題など 簡単な筆記試験が 2回と、口頭での発表 

感想を自由記入       

 

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）： 

外国人のための韓国語５ 発展朝鮮語 

科目設置学部・研究科       

履修期間 後期 

単位数 ３ 

本学での単位認定状況 １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，講義形式等） 

授業時間数 １週間に５０分が３回 

担当教授       

授業内容       

試験・課題など       

感想を自由記入       

 

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）： 

国際通商論 貿易論 

科目設置学部・研究科 経営学部 

履修期間 前期 

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      （チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に５０分が３回 

担当教授       

授業内容       

試験・課題など       

感想を自由記入       
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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）： 

国際マーケティング 国際マーケティング論 AB 

科目設置学部・研究科       

履修期間 後期 

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，講義形式等） 

授業時間数 １週間に５０分が３回 

担当教授       

授業内容       

試験・課題など       

感想を自由記入       

 

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）： 

国際企業環境論 貿易政策論 

科目設置学部・研究科  

履修期間 後期 

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，講義形式等） 

授業時間数 １週間に５０分が３回 

担当教授       

授業内容       

試験・課題など       

感想を自由記入       

 

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）： 

国際経営論 国際経営論 B 
 

科目設置学部・研究科       

履修期間 前期 

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      （チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に５０分が３回 

担当教授       

授業内容       

試験・課題など       

感想を自由記入       
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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）： 

日本経済 日本経済論 B 

科目設置学部・研究科       

履修期間 前期 

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      （チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に５０分が３回 

担当教授       

授業内容       

試験・課題など       

感想を自由記入       

 

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）： 

消費者行動論 消費者行動論 

科目設置学部・研究科       

履修期間 後期 

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，講義形式等） 

授業時間数 １週間に５０分が３回 

担当教授       

授業内容       

試験・課題など       

感想を自由記入       

 

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）： 

生産および運営管理 生産管理論 AB 

科目設置学部・研究科       

履修期間 後期 

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，講義形式等） 

授業時間数 １週間に５０分が３回 

担当教授       

授業内容       

試験・課題など       

感想を自由記入       
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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） 

 

２０１２年 

１月～３月 

２月後半に出発。 

 

４月～７月 
前学期 

週に５日通学。 

８月～９月 

フィリピンに短期英語語学留学。 

英語の学習が目的ではなく、新しい環境に行きたかったから。 

韓国人資本の英語学校が多い。 

１０月～１２月 

後期 

週に５日通学 

１２月下旬に期末テストが終了。 

２０１３年 

１月～３月 

１月から就職活動開始。 

 

４月～７月 ４月に内定をいただく。 

 


