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 【大学間協定留学】 留学報告書  
記入日：2022年７月１３日 

 

所属学部／研究科・学科／専攻 法学部法律学科 

留学先国 韓国 

留学先高等教育機関名 

（和文及び現地言語） 

和文： 高麗大学 

現地言語： 고려대학교 

留学期間 ２０２２年２月～２０２２年７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 
      

特定の学部等に所属しなかった。 

帰国年月日 ２０２２年７月３日 

明治大学卒業予定年 ２０２４年３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月下旬 2学期：9月上旬～12月下旬 3学期：      4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 約 2万人 

創立年 1905年 

 

留学費用項目 現地通貨 ( 

ウォン) 

円 備考 

授業料            円 交換留学のため、なし 

宿舎費 55万ウォン 5万 5000円       

食費 30０万ウォン 30万円 あくまでも予想です 

図書費            円       

学用品費 10万ウォン 1万円 教科書代 

携帯・インターネット費 15万ウォン 1万 5000円       

現地交通費 20万ウォン 2万円円 あくまでも予想です（ 大学まで徒歩・自転車） 

教養娯楽費            円       

被服費 50万ウォン 5万円       

医療費 30万ウォン 3万円 緊急で歯医者に行きました 

保険費 60万ウォン 6万円 形態：明大サポートの海外保険 

渡航旅費 60万ウォン 6万円       

ビザ申請費            円       

雑費 100万ウォン 10万円 旅行×2回      

その他            円       

その他            円       

合計 700万ウォン 70万円       
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渡航関連 

渡航経路 

往路 出発地：成田空港 目的地：仁川空港 経由地：      

復路 出発地：成田空港 目的地：仁川空港 経由地：      

渡航費用  

①往復チケットを購入した場合 

航空会社：      

料金：      

②片道ずつチケットを購入した場合 

往路 航空会社：アシアナ航空 料金：3万円 

復路 航空会社：大韓航空      料金：3万円   ∴合計：6万円 

航空券購入方法 

旅行代理店（店名：     ） インターネット（サイト名：HIS、大韓空港のサイト） その他（     ） 

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） 

学生寮（寮の名前：     ）   アパート ホームステイ 

2）部屋の形態 

個室 相部屋（同居人数     ） 

3）共有部分 

バス  トイレ キッチン（ 自炊可 自炊不可）  

4）住居を探した方法： 

インターネット 

5）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） 

滞在先を事前に決めてから出国したのですが、実際とサイトで見ていた写真が大きく異なりました。その後も欠陥が多く見つかり 1

週間後に引っ越しました。家を探す際は写真とは全く違うかもしれないということを頭の片隅に置いておいた方が良いと感じました。 

現地情報 

1)留学期間中，病気やケガをしましたか。した場合，どこで治療を受けましたか。（例：現地の病院，学内の診療所） 

なし 

あり （治療を受けた場所：現地の歯科医） 

2）留学期間中，学内外で問題はありましたか。あった場合，誰に相談しましたか。 

（例：留学先大学の相談窓口，現地の友人等） 

なし 

あり （問題の内容や相談した人等：     ） 

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？ 

大使館などの情報を確認するようにしていましたが、防犯対策は特にしていませんでした。日本で暮らしている時と同レベルの防犯

意識でした。 

4）携帯電話や，インターネットについて，現地での利用・接続はいかがでしたか。 
（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。） 

繋がらなかったことはありませんでした。 

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。） 

基本的にはデビットカードを使用していましたが、後半は韓国に銀行口座を開設しました。 

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。 

薬は現地でも調達できますが、普段自分が服用している薬があるのであればそれを多めに持っていく方が良いと思います。 

7）【授業料負担型の方】授業料の支払方法，支払時期等について教えてください。（例：渡航前に自分で指定したクレジットカード

で支払った，現地で開設した銀行のチェックで支払った。） 
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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。 

１４単位 
２０単位 

単位認定の申請はしません(理由：     ) 

2)履修登録の時期・方法及び履修制限  

  出発前  出発後 

  派遣先大学の事務室  オンライン  メール  その他（     ） 

  ・履修の制限はありましたか？ 受講できる留学生の数があらかじめ決まっています。 

3)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）： 

한국어고급Ⅰ 
韓国語高級 

科目設置学部・研究科 教養科目 

履修期間 1学期 

単位数 ３単位 

本学での単位認定状況 ８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 対面（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 110分が４回 

担当教授 심재경 

授業内容 韓国語Writing,Reading,Listening,Speaking 

試験・課題など 学期中に 4回、中テストのようなものが 1回 20分程度、授業の冒頭にありました。 

期末に 3人 1組となって行うグループ発表がありました。 

課題は 2週間に 1回程度、1時間ほどかかる課題がありました。 

感想を自由記入 様々な国から来た留学生と仲良くなることができました。 

Writing,Reading,Listening,Speaking全ての力を伸ばすことが出来ると間じました。 

先生が優しく、ユーモアがあり楽しく授業を受けることが出来ました。 

TOPIK4級以上を取得している方は受講することをお勧めします。 

 

 

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）： 

한국어중급쓰기 韓国語中級Writing 

科目設置学部・研究科 教養科目 

履修期間 1学期 

単位数 2単位 

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 対面（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に７５分が２回 

担当教授 김지예 

授業内容 韓国語Writingの書き方 

試験・課題など 中間テストは選択式や簡単な記述問題でした。期末テストは 200-600 字ほどの記述問題で

したが、授業内に扱ったテーマで書くものなので難しくはありませんでした。 

課題は、説明文や論説文を書く課題が出ましたが、先生が毎回どこがどう間違っているかを一

つ一つ訂正して、フィードバックをくださるので分かりやすかったです。 

感想を自由記入 Writing が苦手なのでこの授業を受講しました。基礎から教えてくださるので、大変力がついた

と思います。先生も優しく、終始和やかな雰囲気で授業が進みます。 
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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）： 

일본의문화콘텐츠와전통문화 
日本の文化コンテンツと伝統文化 

科目設置学部・研究科 教養科目 

履修期間 1学期 

単位数 ３単位 

本学での単位認定状況 2単位単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 Zooｍを用いたリアルタイム授業(オンライン)（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に７５分が２回 

担当教授 엄인경 

授業内容 日本固有の文化やコンテンツについて 

試験・課題など 学期中に 1 度源氏物語に関するレポート課題がありました(A４用紙 2 枚)。また、4 人 1 組とな

って行うグループ発表がありました。 

中間考査はなく(中間考査の代わりとしてグループ発表を実施)、期末考査は授業で扱った内

容をそれぞれ 3行ほどにまとめる記述式でした。 

感想を自由記入 日本に関する授業ですが、日本人でも知らないことが多く登場し、とてもためになりました。 

グループ発表で一緒になった人たちと仲良くなることもできました。 

先生は日本語が堪能で、留学生を気遣ってくださり、いつでも優しい方です。 

 

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）： 

한일교류의역사 
日韓交流の歴史 

科目設置学部・研究科 教養科目 

履修期間 1学期 

単位数 3単位 

本学での単位認定状況 2単位単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 対面（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 75分が２回 

担当教授 김상준 

授業内容 古代から近代にかけての日韓(中)の交流の歴史について 

試験・課題など 課題は日本に関する小説(指定される)を読んで、その要約と感想、映画やドラマアニメを観て、

その要約と感想(それぞれ A4用紙 1枚ずつ)を提出しました。 

試験は中間・期末共に 2問の記述式の問題でした。 

感想を自由記入 授業内容は難しく、授業中に使われる単語が日常生活では使わない歴史に関する専門用語

なので授業になかなかついていけませんでした。日韓双方の歴史に事前知識がある方以外は

あまりお勧めしません。 

試験内容も難しく、テスト前に勉強して補えるものではありません。しかしきちんと出席して課題

を出してテストを受ければ、単位自体は来ます。 
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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）： 

민법 
民法 

科目設置学部・研究科 法学専門大学 

履修期間 1学期 

単位数 3単位 

本学での単位認定状況 2単位単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 オンデマンド（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に約 150分が１回 

担当教授 명순구 

授業内容 韓国の民法(総則、債権、物権) 

試験・課題など 毎週 30 問の小テストの提出がありました。正解数が 24 問未満である場合、未提出と見なさ

れ、未提出が 5回以上あれば単位は来ません。 

中間・期末試共に、40 問の選択式の問題でした。中間・期末の平均正解率が 25％未満の場

合、単位は来ません。 

感想を自由記入 日本の民法で総則、債権は履修していたので韓国民法の総則、債権は理解するのは比較的

容易でしたが、物権は未履修だったので、理解するのに時間がかかりました。 

内容が難しく、毎週の小テストにも多く時間を割かれますが、韓国民法と日本の民法の共通点

や異なる点を勉強することができ、楽しかったです。 

 

 

 

 

卒業後の進路について 
1) 進路 ※３年生以下の方は今後の予定を記載してください（下記 2以降は記入不要） 

就職   進学   未定   その他：      

2)進路決定の際に活用したウェブサイト，書籍，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，あるいは入社すると決定した企業の名前のみでも構いません） 

※就職活動をこれから始める場合は，差し支えなければ現時点で希望する業界，職種等を教えて下さい。  

公務員志望 

4)就職活動中・終了に関わらず，就職活動について感想・アドバイスをお願いします。 

（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。） 

※就職活動をこれから始める場合は，留学経験を通して就職活動に対する意識や希望する就職先の変化等を教えてください。 

留学後、より外国人と接する職に就きたいという思いが強くなりました。 

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）をお願いします。 

       

7) その他を選択した方は，その進路を選択した理由と，留学希望者に向けたアドバイスをお願いします。 
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留学に関するタイムチャート 

留学するまでの準備，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。例：語学試験の勉強，選考，出願，ビザ申請・取得，航空券購入，予防接種，滞在先の確保，留学中の中間試験，期末

試験，その他イベント等 

留学開始年の前年 

１月～３月       

４月～７月       

８月～９月       

１０月～１２月       

留学開始年 

１月～３月 ２～３月にWritingの勉強 

４月～７月 4月に TOPIK6級取得 

８月～９月 学内選考 

１０月～１２月 出願、留学のための書類を揃える 

留学/帰国年 

１月～３月 1月：ビザや出国の準備 2月：出国 3月：授業開始 

４月～７月 4月：中間テスト 6月期末テスト、授業終了 7月：帰国、帰国報告 

８月～９月  

１０月～１２月       

留学体験記 

この留学先を選んだ理由，留学生活全般について，留学を志す後輩学生へのアドバイスなどを自由に記入してく

ださい。 
〇留学先に韓国、高麗大学を選んだ理由 

元々、韓国ドラマや映画が好きでよく見ていたため、韓国に興味を持ったのがきっかけです。高麗大学を選んだ理由は、明治大学

の協定校の中で最も難関大学であること、ソウル市内にあること、学際などの行事が盛んであること等です。また、高麗大学を留学

先として選んだ最も大きな理由は、「KUBA」と呼ばれる留学生サークルがあり、そこで韓国の学生や他の留学生と交流が出来るこ

とです。 

 

〇留学生生活全般について 

・留学中の滞在先として高麗大学の宿舎を希望していましたが、宿舎の希望者数がとても多く、抽選に落ちてしまいました。周りで

も抽選に落ちている学生は多かったので、宿舎は住めないと思った上で、滞在先を決定するのが良いと思います。家は実物を見た

うえで決定するのが大事だと実感しましたが、渡航前に住む先が決まっていないのは不安で心細いと思うので、留学開始前に一度

渡航し、決定すべきだと思います。 

・Sim カードは入国する際の隔離施設を契約した会社が Sim カード会社も連携しており、留学終了時まで契約しました。コロナ禍で

なければ、現地の安い Sim カード会社と契約するのが良いと思います。 

・想像よりも韓国での口座開設はスムーズに行われるので、面倒くさがらずになるべく早く口座開設をすることをお勧めします。レー

トやインターネットショッピングに悩まされることがありません。 

 

〇アドバイス 

・単位や卒業、就活の問題など大変なことは多くあると思いますが、留学することで得られる経験は一生大切なものとなると思いま

す。帰国後考えなければならないことは山積みですが、留学したい気持ちが少しでもあるのであれば、それは帰国後の自分が何と

かするだろうと自分に言い聞かせて留学してしまうのが良いと思います。 

・留学前に準備することが多く、また準備時期が明治大学の期末試験と重なってしまうため、何が何だか分からなくなったり、気付

いたら何も準備することなく留学初日になっているということになるかもしれません。もちろん準備することに越したことはありません

が、ですが事前準備できないアクシデントが数多く起こるので、準備不足なのではないかと焦る必要はないと思います。アクシデント

に対応する力を身に付けることができるというごとも、留学することの醍醐味の一つだと思うので、ある程度心に余裕をもって留学に

挑戦することをお勧めします。 

・留学というものにあまり構え過ぎず、行きたい気持ちがあるのであれば一度挑戦してみましょう！応援しています。 
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