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 留 学 報 告 書  
記入日：2020 年 12 月 24 日 

所属学部／研究科・学科／専攻 文学部文学科文芸メディア専攻 

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： 仁荷大学 

現地言語： 인하대학교 

留学期間 2020 年 2 月～2020 年 12 月 

留学した時の学年 2 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 
演劇映画学科 

特定の学部等に所属しなかった。 

帰国年月日 2020 年 12 月 22 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～7 月上旬 2 学期：9 月上旬～12 月中旬  

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 不明 

創立年 1954 

 

留学費用項目 現地通貨 

(ウォン) 

円 備考 

授業料 ０ ０円  

宿舎費 2,000.000 200,000 円 1 学期で 10 万円程度 

食費 3,000,000 300,000 円 外食が多い 

図書費 50,000 5000 円       

学用品費 100,000 100,000 円       

携帯・インターネット費 1,000,000 100,000 円 sim 購入 

現地交通費 20,000 2,000 円      （ 大学まで徒歩・自転車） 

教養娯楽費 1,000,000 100,000 円 書籍代 

被服費 1,000,000 100,000 円       

医療費 0 0 円 0 

保険費 1,400,000 140,000 円 形態：⑤コロナの影響で重複加入 

渡航旅費 300,000 30,000 円       

ビザ申請費 100,000 10,000 円       

雑費 0 0 円       

その他 0 0 円       

その他 0 0 円       

合計 90,700,000 9,070,000 円       
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渡航関連 

渡航経路 

往路 出発地：成田 目的地：仁川国際空港 経由地：      

復路 出発地：仁川国際空港 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：ジンエアー 料金：10000 円 

復路 航空会社：大韓航空 料金：26800 円   ∴合計：36800 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：スカイライナー） 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： 

 

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） 

4 人部屋（コロナの影響で 2 人での利用）。留学生と韓国人がこちゃまぜ。休憩室、トイレ、シャワーがフロアで共用。1

階に洗濯室とコンビニとパソコン室とジム、13 階に勉強室がある。門限は 12：30（テスト前は無制限）。地下に食堂が

あり、1 日 1 食分は寮費に入っているため、朝昼晩のどれかを選んで食べることができる。献立はホームページにて公

開されている。（味は美味しくない）ルールは厳しいものの、韓国で一人暮らしするのは大変なので、寮に住むのが楽だ

と思う。しかし、コロナの影響で使えない施設も多く、ルームメートが感染疑いになった際は第 3 寮にて隔離される。 

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：        ） 

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 （内容や相談した人等：帰国直前に、ストーカーに悩まされた。韓国人の友人や警察を頼った。       ） 

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？ 

深夜に 1 人で歩かない。防犯ブザーを持つ等 

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。 

寮もカフェも基本 Wi-Fi 接続が可能。携帯は sim カードを契約して利用していた。sim はパスポートでも契約できる

が、90 日以上の契約の際には、外国人登録証によって更新しなければならない。 

5）現地での資金調達はどのように行いましたか？ 

銀行口座はパスポートでも作れる。日本の口座（三井住友）のデビットカードやキャッシュカードを持参し、グローバル

ATM にて韓国ウォンとして引き落としていた。一枚につき日に 10 万円までおろせるので、数か月分の費用を一度にお

ろし、韓国の銀行口座（ハナ銀行）に入れて管理していた。また、楽天カードや三井住友カードに加え、韓国のハナカ

ードを作った。デリバリーサービスなどは韓国のカードでしかできなかった。 

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。 

パソコン。（複数あった方がいい。壊れても修理できないため）、 

簡易的な日本食（お茶漬けのもと、ふりかけ、みそしるのもとなど） 

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。 

29 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？ なし 

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）： 

언어의 이해 言語の理解 

科目設置学部・研究科 日本語文学科 

履修期間 2 学期 

単位数 ３ 

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

授業形態 オンデマンド型（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に９０分が２回 

担当教授 イ・ソンギュ 

授業内容 言語学の研究分野にどんなものがあるのか。また、それぞれの研究分野の概要や重

要概念などを学ぶ。統語論、形態論、音韻論、意味論など。 

試験・課題など 課題は重たく難しい。試験は、指定された範囲を丸暗記しなければならない。 

感想を自由記入 内容、試験ともに難しい。日本語の例を出してくれはするものの、理解するのは難しい

ので、取る場合は覚悟が必要 

 

 
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）： 

문학의 이해 文学の理解 

科目設置学部・研究科 日本語文学科 

履修期間 2 学期 

単位数 3 

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

授業形態 オンデマンド型＋zoom（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 90 分が 2 回 

担当教授 イム・ヨンテク 

授業内容 文学の基礎について学ぶ。文学と芸術、文学と大衆文化、文学と現代社会の問題な

ど、文学と何かを結び付けて勉強する。フェミニズムや性が専門の先生であるため、そ

の内容が多め。 

試験・課題など チーム発表が一回。ドラマ OST の歌詞の文学性と、音声とのかかわりを探るというテ

ーマの発表。中間課題は、日本のドラマ『スナーク狩り』のストーリーテーリング構造を

分解する課題。期末試験はそこまで難しくはない。オンデマンド型の時は毎回課題あ

り。 

感想を自由記入 面白かった。映画や音楽を文学という観点から分析することが好きな人は、この先生

の授業は面白いと思う。授業内容自体は難しいが、毎回整理しながら聞けばテストは

大丈夫。 
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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）： 

서양음악사 西洋音楽史 

科目設置学部・研究科 不明 

履修期間 2 学期 

単位数 3 

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

授業形態 授業内容をテキストでメール送信（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 90 分が２回 

担当教授 バン・ユリ 

授業内容 西洋音楽について、ジャンルと歴史について学ぶ。 

試験・課題など 問題数が鬼。外国人学生には無理がある。取らない方がいい。 

感想を自由記入 とるべからず。 

 

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）： 

외국인전용 대중매체한국어 外国人専用大衆媒体韓国語 

科目設置学部・研究科 国際学部 

履修期間 2 学期 

単位数 ３ 

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

授業形態 zoom（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 180 分が 1 回 

担当教授 イ・ヘギョン 

授業内容 韓国ドラマやドキュメンタリー映像を見ながら韓国語を勉強していく。今回はトッケビと

梨泰院クラスを題材とし、台本を見ながら韓国語の口語表現を学んでいく。 

試験・課題など 簡単だった。 

感想を自由記入 息抜きとしては悪くない授業だった。楽しい時間は過ごせた。 

 

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）： 

외국인전용 한국의 전통사회와 문화 外国人専用韓国の伝統社会と文化 

科目設置学部・研究科 国際学部 

履修期間 2 学期 

単位数 3 

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

授業形態 オンデマンド型（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 180 分が１回 

担当教授 キム・ギョンファ 

授業内容 朝鮮史を学ぶ。 

試験・課題など 試験は簡単だった。課題も簡単だった。 

感想を自由記入 楽ではあったが、ためにはなった。先生の話自体は面白い。しかし、話すのが遅くて眠

くなる。 
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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）： 

외국인전용 중급한국어 外国人専用中級韓国語 

科目設置学部・研究科 国際学部 

履修期間 1 学期 

単位数 ３ 

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

授業形態 zoom（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に９０分が２回 

担当教授 チェ・ジュイ 

授業内容 中級韓国語の文法について習う。 

試験・課題など 毎週課題あり。 

感想を自由記入 つまらなかった。TOPIK4 級以上を持つ人であれば受けない方がいい。 

 

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）： 

외국인전용 글쓰기와 토론 外国人専用論述と討論 

科目設置学部・研究科 国際学部 

履修期間 1 学期 

単位数 ２ 

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

授業形態 オンデマンド型（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 90 分が２回 

担当教授 パク・ヨンジ 

授業内容 韓国語の論述の仕方について学ぶ。口語ではなく文語を中心に学び、レポートの書き

方などを教わる。 

試験・課題など 簡単だった。 

感想を自由記入 外国人専用の授業は、簡単すぎるものもあるが、この授業は受けて正解だったと思

う。留学してすぐの段階で受けるべき授業だろう。 

 

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）： 

시나리오 작법 2 シナリオ作法 

科目設置学部・研究科 演劇映画学科 

履修期間 1 学期 

単位数 ３ 

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

授業形態 オンデマンド型＋シナリオのフィードバック（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 180 分が１回 

担当教授 キム・ピルギュ 

授業内容 シナリオの書き方を学ぶ。プロットからシノプシス、トリートメント、シナリオ、と段階を踏ん

で作品を提出する。中間試験では、瞬発的にストーリーを思いつくかどうかを試され

る。期末には自分の書いたシナリオの概略を発表し討論。4 人組で毎週フィードバック

を出し合う。 

試験・課題など 作品・チームでのフィードバックシート・シナリオ企画書 

感想を自由記入 課題が多すぎて死ぬかと思ったけど、とても楽しかった。チームメンバーのシナリオを

毎週読まねばならないため、韓国語能力は必然的に向上する。ただし、シナリオを描

くことにスピードを求められるため、一定の速さで韓国語の分を構成できる能力は必須

だと思う。 
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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）： 

기초연출실습 基礎演出実習 

科目設置学部・研究科 演劇映画学科 

履修期間 1 学期 

単位数 ３ 

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

授業形態 zoom＋対面少人数授業（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 180 分が１回 

担当教授 キム・ヒョジン 

授業内容 戯曲作品を一つ選択し、10 人のクラスメートと作品分析、解釈、舞台化までを計画す

る。中間に、自分の好きな演出家についての発表。期末に、選択作品『桜の園』の演

出案の企画提案発表がある。 

試験・課題など 中間試験は、提示されたいくつかの演劇の中から選択し、演出法についての分析レポ

ートを提出。期末は、作品についての演出企画案を発表し討論、劇場にて実際に導

線確認などをしてみる。 

感想を自由記入 課題は多く、とても難しかったものの、とても面白い授業だった。人数の少ない討論系

の授業であったため、同じ授業を取っていた韓国人と仲良くなれた。ただ、外国人に

は少し難しい授業である。先生は非常勤の方だがとてもおすすめ。 

 

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）： 

알기 쉬운 프로그래밍 わかりやすいプログラミング 

科目設置学部・研究科 未来工学融合学科 

履修期間 1 学期 

単位数 ３ 

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

授業形態 完全オンライン＋課題提出型（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 30 分が３回 

担当教授 パク・スンボ 

授業内容 動画編集、写真編集、プログラミングなどの基礎を習う。ソフトを使ってやるため、とて

も簡単。 

試験・課題など 中間課題→動画制作。期末課題→ゲーム制作。期末試験→指示に沿ってコーディ

ング。2 週間に一回課題が出される。 

感想を自由記入 難しい授業ではないが、課題は多い。また、内容は簡単なためとても眠い。期末試験

はしっかり勉強しないとまずい。（私はぎりぎり C だったような。。。） 

 

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、外資就活、ビズリーチキャンパス、キミスカ、OpenWork 

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。 

広告業界、出版業界、エンタメ業界 

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。 

留学中、キャリアセンターで OB 訪問リストを閲覧することができないため、出発前に、「各業界の第 1 位～第 3 位くら

いまでの会社」の OB の連絡先を控えておいた方がいいです。留学は、とても大きな経験になるため、自己分析を推進

させるきっかけになります。そのタイミングで社会人の人と接触できないのはもったいないので、オンラインでも OB 訪問

ができるようになった今、留学先でもOB訪問をした方がいいと思います。私は、6 月には志望業界をある程度決めて、

OB 訪問を始めました。また、インターンシップにも参加し、帰国する時には早期選考に乗っている状態でした。今や留

学は大きなアドバンテージにはなりませんが、留学をしながら就職活動をすることでインターンなどで他の学生と差別化

されます。（今韓国からインターンに参加してるんですよ～って言えば大体流れはこっちに来ます笑）今がチャンスだと

思うので、頑張ってください。ちなみに、思ってた以上に留学経験は就活でプラスに働きません。集団面接にて 4 人中

全員が留学経験者だったこともありました。「留学すること」自体の価値は大きくないので、留学してどう動いて何を得た

のか、に焦点を当てれば、他の留学経験者とは差別化できます。 

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）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 

飛行機が嫌いすぎて留学なんて絶対にしない！と決めていた。 

 

４月～７月 
第二外国語で韓国語を履修し始める。 

韓国語の成績は下の下。 

８月～９月       

１０月～１２月 怠惰を極めた 

２０１９年 

１月～３月 

新年になり、「韓国に留学しよう！」と決意。合間を縫って韓国語をほぼ独学で勉強

し始める。 

４月～７月 
クラスメートと一緒に韓国語の勉強。 

 

８月～９月 2 週間の大邱研修に参加。仁荷大学第一志望で協定留学に申請。 

１０月～１２月 TOPIK5 級取得。仁荷大学留学決定。 

２０２０年 

１月～３月 
ビザ取得、留学開始。コロナで帰国勧告が来るが、留学継続。 

４月～７月 就職活動を開始。映画制作にチャレンジ 

８月～９月 就職活動。2 学期。 

１０月～１２月 声優劇の制作にチャレンジ。年末に帰国 
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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。 

 
留学を志した理由：2019 年になり心機一転苦手を克服しようと思ったため。飛行機と韓国語の克服。 

韓国に決めた理由：韓国アイドルが好きだったから。 

仁荷大学にした理由：選考当時、語学試験証明がなかったため、選べるところが少なかった。（土壇場で選んだた

め、仁荷大学がソウルにある大学だと思っていた） 

 

上記が、私の動機です。本当に大した動機はありませんでした。それでも、コロナ禍で一人耐え抜くことができまし。そ

れは、私にとって「（コロナの状況で）海外で一年暮らす」ことが特別なことだったからです。もうこの先一生経験できな

いであろう経験をできるのは、大学生時代しかないと思ったから飛んだのです。 

 

ぜひ皆さんも、自分にとって何がプラスか、自分にとって何が特別なのか、を考えてみてください。特別な意味づけの

できる 1 年（半年）が想像できるのなら、お金や就活の問題など気にせずに留学してみるべきだと思います。頑張って

ください。 

 


