
協定留学近況報告書 

記 入 日 2021年 11月 8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 2021年9月－2021年12月 

明 治 大 学 で の 所 属 経営学部経営学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部４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。 

既に留学を経験された方のブログ等を参考にしました。韓国では、何が高いのか、何が安いのか、なども確認して、持ってい

くべきもの、持っていかなくてもいいものを選抜しました。ただ、私はコロナ禍ということもあり、異例でしたので、既にコロナ禍で

渡韓している方の YouTube などを見て、空港での流れ、PCR 検査の受診方法などを何度も確認しました。到着後、すぐ韓

国語（マスク、フェイスカバー等を使用しており、かなり聞き取りづらい状況）で、PCR の話などをされたので、事前に何度も確

認しておいて良かったとおもいました。また、外国人登録証の発行に時間を要することは知っていたのですが、コロナ禍で想

像よりも発給までにかなりの時間を要しました。外国人登録証がないと、ネットでの決済系は基本的に何もできないと思った

ほうがいいです。日本でもネットショッピングに慣れていたので、韓国に到着し、どこに何が売っているのか分からないのに、ネ

ットショッピングを使用できず、かなり不便でした。事前に予約しておくべきだったと思います。     

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：D2 申請先：韓国領事館（東京）      

ビザ取得所要日数：約 3 週間（コロナ禍のため普段より

日数かかっていますが、通常なら１週間程度で取得可）

      

（申請してから何日／週間要したか） 

ビザ取得費用：０円（銀行に残高証明書の発行費用、市役所で

住民票の発行費用はかかりました。）  

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？ 

査証発給申請書, パスポート, かラー写真 1 枚（3.5×4.5cm, 背景白）, パスポートのコピー, 住民票などの現在の所在地

が確認できるもの, 標準入学許可証, 残高証明書（100 万以上）, 在学証明書, 留学予定大学の事業者登録証, 留学先

からの推薦書, 健康確認書（コロナ禍のため）, 隔離同意書（コロナ禍のため） 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

留学予定先大学から書類到着⇨領事館にて申請⇨ネットで発給状況を確認し、領事館にて受け取る      

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 

残高証明書は、大使館によって必要か否か違いがあること。また、留学期間によっても変動があるので自分で事前に、問い

合わせて確認すべき。      

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） 

私の場合、コロナ禍での留学で２週間隔離が必要だったので、携帯番号がすぐに必要で、事前にソウル携帯ナビで SIM を購

入し、仁川空港に到着後、すぐ韓国の携帯番号を発給してもらいました。普段なら、空港や、ソウル市内でも、容易く手続き

できるはずです。 



 
Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 ZIP AIR 

航空券手配方法 
ZIP AIR 公式サイト 

※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 11:30 

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 50 分ほど 

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 

コロナ禍のため、仁川空港到着⇨健康チェックなどのインタビュー⇨隔離場所区内の保健所⇨隔離場所 という手順で移動しました。ソウル

の新村駅のワンルームで隔離したので、麻浦区の保健所までタクシーで移動し、PCR 検査を受けて、隔離場所までまたタクシーで移動し

ました。PCR を受けている間はタクシーが待っててくれました。仁川空港から隔離場所まで 70000 ウォンほどでしたが、検疫タクシーのた

め割高だと思います。 

大学到着日      月     日     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 韓国のコネストというサイトで物件を探し、韓国語で連絡し動画を拝見して、入居を決めました。韓

国到着し、隔離終了後に正式に契約をしました。 

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？ 

渡航前に見つけた隔離場所でもあったワンルームに住む予定でしたが、カビ臭く、虫が大量発生したため、隔離中にまた部屋探しを行い

ました。渡航前に見つけとくべきだと思っていましたが、韓国に来てから見つけた方が、土地勘なども分かるので、見つかるまではホテル生

活でも良いと思います。 

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 2021 年 8 月 26 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？ 全て英語で行われ、梨花大学の理念や簡単なキャンパスの使用方法など。 

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 9 月 1 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？ 

外国人登録証が必要です。梨花女子大学で申し込みできましたが、申し込みから発給まで２ヶ月以上かかったので、渡航

前に事前にハイコリアで予約することをお勧めします。（予約が 1 ヶ月先まで埋まっていることも多いので、渡航前に確認した

ほうがいいです。）料金は、3,000 円です。この外国人登録証がないと、ネットショッピングや出前アプリもほとんど使用不可で

不便なので、早く取得することをお勧めします。コロナ禍で人数制限をしていた影響で、私は通常よりも時間がかかりました。

     

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？ 

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？ 

新韓銀行で開設しました。大学キャンパス内にあるので、手続きは簡単でした。パスポートと、大学から配られる書類が必要

で、2 週間ほどで開設されました。 

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？ 

もともと持っている iPhone に韓国の SIM カードを挿入し、使用していました。隔離のために韓国の携帯番号がすぐに必要だっ

たので、日本で事前にソウル携帯ナビにて SIM を購入し、韓国に到着後 LINE にて連絡し、すぐ開通してもらいました。料金は

データ 15G、通話 100 分無料で月 4,010 円でした。韓国はどこでも Wifi があること、万が一低速データになっても動画等見

られるので、データ容量が少なくても心配入りません。電話文化があるので、通話は何分か無料なもののプランだと、便利だ

と思います。  
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（     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（９月１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？  

先に韓国人学生たちが登録した後だったので、既に定員になっている講義もたくさんありました。梨花女子大学のサイトを通

じて登録しました。 

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                                           

8:00 韓国語授業 韓国語授業 韓国語授業 韓国語授業                   

9:00 韓国語授業 韓国語授業 韓国語授業 韓国語授業                   

10:00 韓国語授業  韓国語授業 韓国語授業 韓国語授業                   

11:00 昼食 昼食 昼食 昼食                   

12:00       授業                                

13:00       授業                           

14:00       授業                                

15:00       授業                               

16:00                                           

17:00                                           

18:00                                           

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。 

梨花女子大学は、国際色豊かな大学です。韓国留学ですが、共通言語は「英語」なので、予め英語も勉強しておくといい

です。私は、国際色豊かな大学だと理解したつもりで来ましたが、想像以上に他の留学生たちは韓国語が話せません。他

の国の子とも友達になりたい場合、英語ができないとかなり厳しいです。私は寮に住んでいませんが、寮の設備の説明等も

英語です。韓国語だけでなく、英語も学びたい人にとってはかなりいい大学だと思いますが、韓国語を使って会話ができると

期待して留学に来ると、想像以上に英語で結構辛いと思います。  梨花女子大学を選んだ理由の１つが「トウミ制度」でし

た。これは、梨花女子大学の厳しい審査を通過した学生たちが、交換留学生をサポートするプログラムです。私は韓国人の

友人が欲しく、この「トウミ制度」に惹かれましたが、そこでも他の留学生たちが韓国語ができないので、英語での会話で、想

像と違いました。友達を作りたいなら、大学の掲示板に連絡先を書いたり、自分で習い事をしたりすると、自然にできると思い

ます。大学の制度だけに頼らず、自分でたくさん行動すべきです。私は 4 年で、卒論や就職先の課題もあることから、韓国

語の授業と、どうしても対面の授業が聞きたくて Korean Ceramics という陶磁器を作る授業の 2 つだけを受講しています。韓

国語の授業は、履修登録の時に自分で聞きたいクラス（TOPIK 基準）で選択し、その後テストを受けて、レベルに合っていた

らそのまま受講、レベルに合っていなかったら変更されます。私は 1 番上級のクラスで、外国人の正規大学生・大学院生と

一緒に受講していますが、大学でのプレゼンができるようになったりするのが目標のコースなので、会話などを学ぶ授業では

ありません。課題もありますが、想像していたよりかはだいぶ少ないです。テストも TOPIK のような問題なので、普通に勉強し

ていれば問題ないレベルだと思います。ただ、梨花女子大学は毎日 8 時から授業なので、そこが一番辛いとは思います。陶

磁器を作る授業では、交換留学生だけ受講できる授業です。梨花女子大学は、芸術コースや、ファッションコースまである

ので、アートに関心がある人がかなり多い印象です。多国籍の友人を作るのにいい機会になったので、受講してよかったと思

います。 

 韓国での生活は、特に不便を感じてはいませんが、宿舎にしても、ワンルームにしても、かなり壁は薄いと思います。神経質

な人は、耳栓など持参することをお勧めします。また、韓国はかなり虫が多いです。下水道が臭う地域も多々あります。ワン

ルームを希望する場合、可能であれば韓国に到着後、自分の目で見ることをお勧めします。臭いや虫問題は、かなりストレ

スになるので。宿舎も何棟かあるのですが、宿舎によって虫が大量発生したという理由で退去している学生もいました。宿舎

も退去したい場合、退去できます。もし何か問題があった場合、韓国では、自分の意見や不満などをはっきりと言わないと動

いてくれないので、はっきりと言うべきです。  

 

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。 

 梨花女子大学は先述した通り、かなり国際色豊かな大学です。韓国語だけでなく、英語の授業もたくさん開講しているの

で、どちらも学習したい人にとってはかなり良い大学だと思います。ただ、どこの大学でもそうだと思うのですが、留学したから

といって、韓国語を話す機会は自分で作らない限り、かなり少ないです。普段の生活だと、何か注文したりするくらいではな

いでしょうか。恥ずかしがらず、自分で率先して動くべきです。私も留学先のカカオトークのグループで自分の連絡先を載せ、

様々な国の子と遊んだり、韓国人の友人も作れました。韓国では、日本に関心を持ってくれている人が多いです。また、日

本に交換留学に来たいと言っている友達も何人かいたので、そのような人と繋がれると、日本に帰国後も、韓国語を使用す

る機会が増えると思います。授業や教授のレベルも高いですし、キャンパスも綺麗で、栄えている新村や弘大の近くで、立

地もとても良いです。 

 


