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 留 学 報 告 書  
記入日：2020 年 12 月 20 日 

 

所属学部／研究科・学科／専攻 農学部/農学科 

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：  韓国外国語大学校     

現地言語：한국외국어대학교       

留学期間     2020 年 2 月～2020 年 8 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 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 
      

特定の学部等に所属しなかった。 

帰国年月日 2020 年 8 月 23 日 

明治大学卒業予定年 2022 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：8 月下旬～12 月  

     

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 20000 名ほど 

創立年 1954 年 

 

留学費用項目 現地通貨 

(원 ウォン ) 

円 備考 

 

授業料 700 万    70 万円       

宿舎費  150 万    15 万円 長期休み期間は 5 万円ほど  

食費 200 万    20 万円       

図書費            円       

学用品費            円       

携帯・インターネット費 10 万          円 
 SIM はキャンペーン期間に買ったため安く収めら

れた 

現地交通費            円      （大学まで徒歩・自転車） 

教養娯楽費 10 万          円 
教科書を全て購入したわけでは無いためさらに高く

なる可能性もある 

被服費            円       

医療費            円       

保険費       12 万～15 万 円 
形態： 明治大学と提携している保険会社  

   

渡航旅費 30 万     3 万円       

ビザ申請費 ０           円       

雑費 20～30 万   2 万～3 万円       

その他            円       

その他            円       

合計            円       
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渡航関連 

渡航経路 

往路 出発地：成田      目的地： 仁川     経由地：      

復路 出発地：仁川      目的地： 成田     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：  T-way 航空    料金：  8000 円    

復路 航空会社： アシアナ航空     料金：  12000 円      ∴合計： 20000 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：格安航空券） 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： Global Doom    ） 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２） 

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： 

留学先の大学のサイト  

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） 

学生寮はわりと綺麗です。また寮の中に自習室があるため相部屋であっても夜中まで勉強することは可能です。学生

寮はわりと綺麗です。また寮の中に自習室があるため相部屋であっても夜中まで勉強することは可能です。 

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：  現地の病院      ） 

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 一時帰国によりビザの再発行  

（問題の内容や相談した人等；ソウルにある日本大使館や出入国管理事務所、現地大学の交換留学担当の方に相

談しました。） 

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？ 

韓国のニュースや韓国人との会話から情報収集をしました。  

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。  

寮の WiFi は接続が強かったです。また、韓国はカフェでも飲食店でもほとんどの店に WiFi が設置されているため便利

でした。  

5）現地での資金調達はどのように行いましたか？  

日本から少し多めに現金を持って行きました。現地で銀行口座を開設しましたが、ほとんどは日本のクレジットカードを

使用しました。  

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。 

日本の現金。公共交通機関は韓国の現金のみチャージ可能であるため。また、韓国外国語大学校の学生寮の振込

は日本のクレジットカードは使えなかったため、韓国の現金か韓国の銀行口座のカード、あるいは留学前に国際送金し

ておくなど、しなければならないです。  

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。 
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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。 

4 単位  
     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？       

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）： 

외국인을 위한 한국어 外国人のための韓国語 

科目設置学部・研究科       

履修期間 3 か月 

単位数 2 単位 

本学での単位認定状況      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 90 分が 1 回 

担当教授       

授業内容 韓国語で書かれた社会問題の記事を読む。  

試験・課題など 毎週、3 つの設問があり、全て記述式でした。試験は教科書にある記事から出題さ

れ、自分の考えを韓国語で記述します。また、3 人ほどのグループで一つの題材につ

いてパワーポイントを作り発表します。  

感想を自由記入 教授が優しく質問もしやすかったです。記述量は多いため、韓国語に自信がないと授

業が大変かもしれないです。 

 

 
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）： 

한국의사회 韓国の社会 

科目設置学部・研究科       

履修期間 3 か月 

単位数 2 単位 

本学での単位認定状況      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 90 分が 1 回 

担当教授       

授業内容 韓国の文化についていろいろな記事を読みながら学ぶ。  

試験・課題など 毎回、感想や自分の考えをノートの半分ぐらいの分量で記述し提出します。課題は授

業に沿って記述式です。  

感想を自由記入 韓国の文化について良く知ることができ、読解力と記述力が上がります。  
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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                                                         

マイナビ 

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。  

グローバルな働き方のできる企業を考えています。 

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。 

留学中でも就職活動にアンテナを張ることが大事だと思います。私は、ちょうどコロナが始まりかけたころに留学をした

ため、インターン等はオンラインで行われることも多かったです。そのため、韓国にいてもインターンに参加することは可

能でした。  

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 

201８年 

１月～３月 
      

４月～７月 留学先の条件を調べたり、留学先の大学を絞る  

８月～９月 資格取得のため韓国語勉強 

１０月～１２月 

韓国語勉強と並行しながら大学の授業と期末試験に向け勉強 

TOPIK 試験受験（4 級合格）  

 

２０１９年 

１月～３月 
      

４月～７月 協定間留学に必要な書類作り  

８月～９月 協定間留学 面接 

１０月～１２月 協定間留学 結果 

２０２０年 

１月～３月 
留学準備、出発 

４月～７月 

留学中 

現地で TOPIK 試験を受験（6 級合格）（最上級）  

 

８月～９月 帰国 

１０月～１２月 就活 
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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。 

 
私は留学先大学を決める前に、実際に韓国に行っていろいろな大学を見ました。情報も大事ですが、大学の様子な

どを直接見てみると、留学してみた時のイメージがつかみやすくなると思います。韓国外国語大学は、キャンパスが

小さめでアットホームな感じがしたことと、アジア人のみならず欧米系の留学生が多いことも選択の決め手となりまし

た。私は、いろいろな国の人と交流したかったため、韓国外国語大学を選択しました。 

留学生活はコロナの流行のため、制限されて出来ないことも多く想像していたものとは違いました。それでも、できるこ

とを見つけ、目標であった TOPIK6 級の合格や、教育ボランティア、韓国内での旅行など、半年間でできることを考え

思いっきり楽しみました。 

留学は行きたいという気持ちだけではできないかもしれません。ですが、本当に行きたいのであれば、留学をすること

で何が得られるのか、留学期間に何を成し遂げるつもりなのか、こういったことが明確であれば、後は資格の合格など

努力次第で可能だと思います。留学は誰でもできるわけでは無く、日本にいるだけでは経験できないこともたくさんあり

ます。私もコロナ禍で留学を中断し帰国しなければいけないのか、たくさん悩みました。しかし、留学を続けるという決

断をして韓国に残ったことは良い決断だったと今でも思います。人生は一回きりだから、本当にしたいことなら飛び込

んで挑戦してみることは大切です。後悔しても他人を責めることはできないし、いつでも自分で決断して後悔しないよう

に、周りの意見に流されず、頑張ってください！外国は文化も価値観も違うことだらけでカルチャーショックも多いです

が、きっとステキな思い出になります！  

 


