
 

協定留学近況報告書 

記 入 日 2016年 5月 21日 

留 学 先 大 学 漢陽大学 

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）：経済金融学部，（現地言語での名称）：경제금융학부 

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 2016年2月－2016年12月 

明 治 大 学 で の 所 属 商学部商学科     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。 

留学した先輩にお会いして、お話しを聞かせていただきました。それ以外にもインターネットで留学経験者の話をよく読み 

準備を進めました。携帯電話についてもっとしっかり調べておけばよかったと思いました。韓国でプリペイド携帯を契約して、

韓国の携帯から HOTSPOT(핫스팟)を日本の携帯に飛ばして使おうと思ったのですが、プリペイド携帯の場合はできなくて、

困りました。自分がどのように携帯を使いたいのかよく考えておくべきです。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：Ｄ－２ 申請先：韓国大使館 
ビザ取得所要日数：1週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：なし 

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？ 

漢陽大学の場合、申請書・入学許可証・パスポート・証明写真の提出が求められました。入学許可証は韓国の大学から送

られて来ます。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

書類をすべて揃えて持っていて、申し込みをしました。 

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？ 

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 

なし 

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） 

最初は思ったよりお金がかかるので、足りなくならないように多めにお金を持って行った方がいいと思います。 
  



Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 アシアナ航空 

航空券手配方法 
Skyscanner で探しました。 

※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 金浦空港 現地到着時刻 15時 10分 

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 30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 

寮の入居受付締め切り時間が 18 時だったのですが、空港が混み合っていて私たちはその時間に間に合わず、大変な思い

をしたので、できるだけ早く移動することが大事だと思います。今回は荷物が多かったので、仁川空港からソウル駅まで直通

電車に乗り、ソウル駅から寮まではタクシーで行きました。 

大学到着日 2月 26日 19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 大学の寮の場合は、大学からメールが来るのでそれに従いました。 

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？ 

大学の寮なので、韓国の大学から随時メールが来ていて、そのメールを逃さないようチェックしていれば問題ありません。 

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２９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？ キャンパス内のコンサートホールで英語でオリエンテーションが行われました。後日、同じ内容の

オリエンテーションが日本人留学生だけのために開かれました。 

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 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？ 

外国人登録証の申請が必要です。外国人登録証を作るまでに韓国を一度出てしまうと、ビザが取り消されてしまいます。混

んでいる時期だと申請してから、手元に届くまで約 3 週間程かかるので、到着して授業が始まる前の時間があるときに申請

に行った方がいいと思います。みんな大学がつけてくれるメンターと一緒に行っていました。 

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？ 

寮に住むために、結核検査が必要でした。大学側のお知らせを随時チェックしているといつ、どこでするか書かれていると思

います。保健所だったので安く、費用は 300円くらいだったと思います。 



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。学校の敷地内にある銀行だったので、韓国の大学の学生証と外国人登録証の提示が必要でした。（交換留学生の

場合）手続きをしたその日に開設され、手数料もかかりませんでした。韓国語がある程度わかれば問題ないと思います。行く

前にインターネットで韓国で銀行口座を開設する手順を調べていくと安心だと思います。 

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。本体は江辺(강변)にあるテクノマートに行って 5000 円の中古携帯を買いました。後日、韓国人の友達と SKT テレコ

ムのお店に行って、インターネットと電話が使えるように契約しました。その際にパスポートを提示しました。プリペイド携帯な

ので、料金は自分がチャージしたい分だけだったので、とりあえず 3 万ウォンチャージしました。なくなったらまたチャージして

いくという方式です。               

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（2月 12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？ 

外国人留学生専用の授業があった。 

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？ 

履修変更期間があり、変更・追加することができました。人気のある授業は 1分もしないうちに満員になってしまうので、希望

通り取れないことが多々あります。私は始まる前から待機していたので、取ることができましたが、授業時間の関係で諦めた

授業はたくさんありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
                                          

10:00 
                  ビジネスコミュニ

ケーションの理

論と実情 

                  

11:00 
                  ビジネスコミュニ

ケーションの理

論と実情 

                  

12:00 
                  ビジネスコミュニ

ケーションの理

論と実情 

                  

13:00 
                                          

14:00 
語学堂 語学堂 語学堂 語学堂 語学堂             

15:00 
語学堂 語学堂 語学堂 語学堂 語学堂             

16:00 
語学堂 語学堂 語学堂 語学堂 語学堂             

17:00 
語学堂 語学堂 語学堂 語学堂 語学堂             

18:00 
                   国際通商とマー

ケティング(e ラ

ーニング) 

            

19:00 
                        国際通商とマー

ケティング(e ラ

ーニング) 

            

20:00 
                        国際通商とマー

ケティング(e ラ

ーニング) 

            

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。 

前期の授業は語学堂を中心にして、普通の授業は週2日だけなので、語学堂の宿題以外は課題で忙しいということはありま

せんでした。宿舎はオフキャンパスの Rosevilleなのですが、駅からも徒歩 5分～7分、学校までも同じくらい、で立地は最高

なのですが、シンクがなかったりタンスが壊れかけていたり、結構古いので住み心地はそれほど良くないです。立地重視の人

は Roseville がおすすめです。生活は日本にいる時より節約生活を心がけ、生活に慣れてきたら自炊をするようにしました。

最初は普通の授業は外国人専用の授業を取ることをおすすめします。 

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。 

韓国の大学で単位を取ることを目標にしている場合は、英語または韓国語で授業をするので、語学力を伸ばして行った方

がいいと思います。当たり前ですが、外国人専用の授業でもすべて韓国語で行われ、発表も韓国語でやることになるので、

日本にいる間に韓国人の友達を作って日ごろから韓国語に慣れておくといいです。      

 

 


