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2019年度「特別テーマ海外研修科目B」  韓国ソガン大学 & スノーピークコリア 

日韓ランゲージエクスチェンジ・パートナーシップ構築プログラム 

「韓国企業研修・フィールドワーク（韓国語短期語学研修プログラム）」 

募集要項 

 

1. 対  象  : 商学部生/１～３年 (他学部生も可) 

2. 研 修 先   : 韓国ソガン大学およびスノーピークコリア（ソウル所在） 

3. 研修期間  : 2019年3月6日(金) 〜27日(金)・3週間 

4. 定    員  : 15名程度 

5. 内    容 ：特別テーマ海外研修科目B（２単位）  

        他学部生も履修可能ですが、認定の有無については所属学部に確認してください。 

履修登録の方法については募集後に別途案内します。 

事前準備講座、現地での学習成果、成果報告の状況をみて、総合的に成績を評価します。 

  1) 語学授業：毎週・月‐金、9:00-13:00、1日4時間 

  2) 韓国在駐の日系企業（スノーピークコリア）での研修 

   ① ソガン大生と共同研究 ／ 月・水・金、14:00-17:00 

    ランゲージエクスチェンジ・パートナーのソガン大学生と共にスノーピーク社から与えられた課題をクリアす 

るための市場調査実施、その他（ＣＯＥＸ、博物館見学など） 

   ② 企業研修 ／ 毎週・土、1回4時間程度 

    スノーピーク社の本社や支店で行なわれる販売促進などのイベントに参加し、社員インタビューや顧客との 

実践韓国語。   

※  第3週目の土・日に、スノーピーク社が運営するキャンプ場にて1泊の体験を予定しています。 

天候等によって最終的に開催の可否を決定します。 

6. 研修費用（予定額）： 

・授業料 : 1,349,000 ウォン （約135,000円。文化授業日含む） 

    （教科書代は別：1級=₩6,100=2,400円、2級=₩32,400=3,000円、3級=₩29,700=2,800円） 

https://www.snowpeak.co.jp/
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  ・スノーピーク研修費用：約30,000円 （交通費、テントレンタルなど） 

7. 宿泊施設と費用（予定額）： 

・ソガン大学校付近の新羅ステイ麻浦（シンラ・ステイ・マポ）  http://www.shillastay.com/mapo/index.do 

・ 2人1室･1泊約88,000ウォン(約8,000円＝1人約4,000円) (朝食：₩5,500=約500円、割引価) 

8. 航 空 券： 往復25,000～40,000円(参加者で共同購入) 

9. 募集期間： 2019年10月28日(月)～11月29日(金)17：00 

10. 申し込み方法 

1) 商学部ホームページからウェブエントリーフォームにアクセスし，ウェブエントリーをする。（事務室注：後ほ

どURLを追記します） 

2) 商学部ホームページから参加申込誓約書をダウンロードし，必要事項の記入・押印をし，商学部事務室（和泉ま

たは駿河台）に提出する。（事務室注：後ほどURLを追記します） 

11. 奨 学 金：  

1) 商学部生のみ対象に渡航費の一部補助あり(申請方法は参加者決定後に該当者に別途案内) 

2) 所定の基準を満たす場合、日本学生支援機構の奨学金（7万円）に申請可能（選考有り）。希望者は上記の募集期間

内に必要書類一式を商学部事務室に提出すること。詳細は商学部のホームページを参照。（事務室注：後ほどURLを追

記します） 

12. 海外旅行傷害保険 

 本プログラム参加者は，本学指定の海外旅行傷害保険への加入が義務付けられています。手続きは参加者決定後に別

途案内します。 

13. ソガン大生との交流 

・2018年2月に来日するソガン大生11名に対するサポート活動と親睦会があります。 

・留学先の現地でもソガン大生と交流する予定です。 

14. 研修後 

・事後学習（必須・１回）、商学部国際交流フォーラムへの参加、新入生向け説明会、その他商学部の行事や作業など

へ協力・参加することになります。 

15．日程（予定） 

 ※スケジュール内容については、変更する可能性があります。 

 ※上記費用は10月19日現在のウォン・円のレートに基づくものです。為替レートの変更により今後確定。 

 ※出国日は参加者の希望で変更可能ですが、帰国後すぐ事後学習があるため、帰国の延長はできません。 

 ※2/13（水）～21（木）（予定）、ソガン大学生の受け入れプログラムを実施予定です。3月に現地でサポートして  

くれる学生たちですので、皆さんもぜひ日本での活動の際はサポートしてください。 
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15. 事前講義の日程（予定） 

日  付 内   容 備     考 

10月1日(火３) 

特別テーマ海外研修科目事前講義 

① 金ナムヒョンさん(スノーピークコリア

専務理事) 

駿河台リバティタワー 

10月28日(月) 参加者募集開始 商学部ウェブサイト参照 

10月28日(月４) 
特別テーマ海外研修科目事前講義 

② 李英美先生 

和泉校舎 

（場所は後日通知） 

11月18日(月４) 
特別テーマ海外研修科目事前講義 

③ 李英美先生 

和泉キャンパス 

第一校舎512教室 

11月29日（金） 

１７：００ 
参加者募集締切り 商学部ウェブサイト参照 

12月3日（火） 参加者発表予定 Oh-o!Meijiにて 

12月5日(木５) 
特別テーマ海外研修科目事前講義 

④李英美先生 

和泉キャンパス 

第一校舎512教室 

12月13日(金６) 
特別テーマ海外研修科目事前講義 

 ⑤出見世信之先生 

和泉キャンパス 

第一校舎512教室 

１月中 
航空券の購入 

海外旅行傷害保険加入手続き(別途案内) 

参加者代表の学生 

(参加者で相談し決める) 

1月中 

特別テーマ海外研修科目事前講義および 

出国前オリエンテーション 

⑥李英美先生 

和泉キャンパス 

第一校舎512教室 

    3月30日(月3) 
特別テーマ海外研修科目事後講義 

⑦李英美先生 

和泉キャンパス 

第一校舎512教室 

 

 ※上記事前講義の日程は、場合によって日にち・曜日・講義担当者などが変更する可能性があります。 

※現地での3月の日程は別表を参照のこと 

 

 以上 

2019年10  明治大学商学部 



現地日程表（２０２０年３月派遣実施）

２　０　２　０　年　３　月　　　特　別　テ　ー　マ　海　外　研　修　科　目　B　ー　韓　国　派　遣

日 月 火 水 木 金 土

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

1 2 3 4 5 6 7

時間 到着 9:00 14：00-18 14：00-18

主催 韓教院 :00  SPK :00　SPK

内容 ﾚﾍﾞﾙﾃｽﾄ ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ ﾌｨｰﾙﾄﾞﾄﾘｯﾌﾟ(ｼﾌﾝ)

8 9 10 11 12 13 14

時間 9:00 ―終日 13:00 9:00-13:00 15:00 9:00-13:00 15:00 9:00-13:00 15:00 14：00-18

主催 韓教院 (薬膳市場 韓教院 韓教院 ソガン大 韓教院 ソガン大 韓教院 ソガン大 :00　SPK

内容 文化授業 料理教室） ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 授業開始 学生交流 授業 学生交流 授業 学生交流 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾄﾘｯﾌﾟ(ﾊﾟﾝｷﾞｮ)

15 16 17 18 19 20 21

時間 9:00-13:00 15:00 9:00-13:00 15:00 9:00-13:00 15:00 9:00-13:00 15:00 9:00-13:00 14:00 9:00 ー終日

主催 韓教院 ソガン大 韓教院 ソガン大 韓教院 ソガン大 韓教院 ソガン大 韓教院 SPK

内容 授業 学生交流 授業 学生交流 授業 学生交流 授業 学生交流 授業 スノーピークウエー(キャンプ)

22 23 24 25 26 27 28

時間 9:00 ー終日 9:00-13:00 15:00 9:00-13:00 15:00 9:00-13:00 15:00 9:00-13:00 15:00 9:00-13:00 13:15

主催 SPK 修了式 韓教院 ソガン大 韓教院 ソガン大 韓教院 ソガン大 韓教院 ソガン大 韓教院 韓教院

内容 ｽﾉｰﾋﾟｰｸｳｪｲ(ｷｬﾝﾌﾟ) 授業 学生交流 授業 学生交流 授業 学生交流 授業 学生交流 授業終了 修了式

29 30 31

時間 帰国 13:30-15:10

主催 明治大学

内容 事後講義
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