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1. 渡航について
1.1.

出発前の準備
出願料・宿舎デポジット：

0

航空券代：

77126 （円）/合計

（円）/合計

ビザ申請関連費：

（通貨入力）/合計

その他（衣類、日用品）
：

10000 （円）/合計

ビザ取得の際に残高証明書は必要でしたか？ ☐はい

☒いいえ

（事前準備）
12 月半ば入学証明書、寮などの日程等が email で届く。
ビザに関しては提出書類等心配なことが多かったため、領事館に電話。残高証明書はいらないと言われ
たので用意しなかった。大学のメールで届いて印刷した入学証明書と事業者登録証、パスポート、領事
館でもらえる申請書を記入して１月半ばごろ提出、2 日後にビザを受け取れた。
ビザ受け取り後、航空券を予約。
１月下旬と２月上旬締め切りの書類をワードで記入し email で提出。
出発２週間前に歯医者に行って歯の治療を受けた。
出発１０日前にバディから連絡がきてお迎えの待ち合わせ等を連絡し合う。
（心配だった点）
最初に寮の入退寮日の日程がメールで届いた時、正確な日にちではなく予定だったため航空券の予約や
ビザの準備がすぐできなかった。１月半ばに正確な日にちを教えてくれてやっと準備ができるようにな
った。
大学から提出書類を受け取りましたと言うような連絡がこなくてメールで確認のメールを送った。
語学堂の申し込みフォームが登録期間中に途中で変わって登録ちゃんとできたか心配になり語学堂の
方にも確認のメールを送った。
（来年行く方へのアドバイス）
ビザは一回領事館に電話して提出書類を確認したほうがいい。
どこの領事館に行くかによって提出書類は変わるし、留学先の大学によっても提出書類は変わるらし
い。（メールの問い合わせでそう返信がきた。）ネットで調べるとたくさん情報が出てくるが古い情報
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だったり領事館の場所が違ったりするのでビザが心配な人は自分が行く領事館に電話で聞くのが一番
早い。メールは返信がとても遅いので電話のほうがいい。
1.2.

渡航について

朝９時ごろに出国。１２時ごろに着いて空港でバディと合流。１時間くらい空港鉄道でバディと一緒に
弘大入口駅まで向かう。バディと一緒に１５分くらい歩いて寮に到着。バディに関しては、渡韓１０日
前くらいにバディからメールが来ていつ韓国に来るか確認される。私のバディは日本語ができる方だっ
たので連絡のやり取りはしやすかった。

2. 到着後の手続きについて
2.1.

寮・ホームステイ等への入居手続き

事務室みたいなところに行かされて名簿にサインさせられ、ルームキーと施設・備品の点検表（全部韓
国語）と規約（全部韓国語）を渡されて自分の部屋に行ける。点検表は翌日点呼があるのでそのときに
回収される。２月２８日までに学校にある新韓銀行まで行って３ヶ月半分の寮費 131 万 9000 ウォン振
り込まなくてはいけない。バディにお願いすれば協力してくれる。振込用紙に金額と名前を書いて銀行
の窓口にお金を現金で支払う。パスポートを見せるよう言われたのでパスポートも必要。現金の準備は
私は日本円で生活費含め 16 万円持っていき韓国に到着後空港にある銀行の両替所で両替した。
2.2.

滞在許可・外国人登録の手続き

オリエンテーションの日にパスポートをコピーしてもらい、そのコピーと、写真（35mm×45mm)、
30000 ウォンを準備し、担当の人から外国人登録証の申請書をもらい、書いた後、準備したもの全てを
まとめて担当の人に提出。担当の方が留学生の分をまとめて申請してくれる。後日指紋登録をしに自分
で出入国事務所に行かなくてはならない。指紋登録に行く日はメールで教えてくれる。

2.3.

オリエンテーション・学生登録・プレイスメントテスト等の学内手続き

・交換留学生のオリエンテーション
２５日（渡韓翌日）オリエンテーションがあった。説明はすべて英語。犯罪関連と授業や神大でいう
web@station みたいな学校のサイトの使い方、寮の説明、提出書類の説明があった。提出書類はバディ
がいれば手伝ってくれる。オリエンテーション当日は外国人登録証の申請書（写真、３００００ウォン
と一緒に提出）と図書館閲覧？の申請書（写真とともに提出）、寮の誓約書へサイン、健康関連の資料
を書いて提出しなければならなかった。パスポート、ビザは担当の人がコピーしてくれたので預ける必
要はなし。２６日、２７日のどちらかの日に麻浦区保健所へ行って TB＆HBVtest を受けに行かなけれ
ばならない。胸部撮影（おそらく X 線）と血液検査（注射）を受けた。レシートは留学の担当の人に渡
す。結果はその留学の担当者が回収するらしい。（そのためにレシートが必要なので必ず提出とのこと）
・国際言語教育院のオリエンテーション
３月５日、オリエンテーションとレベル分けテスト。日本人は日本人でまとまって説明される。（説明
時も日本語。）オリエンテーションは１時間ほど説明がありその後テスト。筆記の文法試験とスピーキ
ング。筆記は後の問題が進めば進むほど問題が難しくなる。主に文法が問われた。スピーキングは筆記
試験の最中に一人ずつ呼ばれて韓国語で１対１での５分程度の会話をする。自己紹介、趣味、サークル
について、日本の学生がよくする趣味活動（？）、将来どんな仕事に就きたいか、今回以外に留学の経
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験はあるか、その時の韓国語のクラスのレベルはどのくらいだったか等を問われた。雰囲気は堅苦しく
ないので会話はしやすかった。スピーキングも筆記も終わったら帰宅できる。レベル分けテストの結果
は翌日、クラスの発表はテストから３日後に HP で確認できる。

3. 目標について
3.1.

留学の目的、達成目標
・韓国語の語学力の向上
自分は今ハングル検定３級と TOPIK３級を持っているので最終的にはハングル検定準２級

〜２級、TOPIK４級〜５級に合格できる程度には語学力を伸ばしたい。
・他の国籍の人と交流
ルームメイトや語学堂にはいろんな国籍の人がいて日本ではそういう環境にいたことがない
のでその人たちと会話したり交流したい。
・韓国語を話す機会を増やす
語学堂にはクラスメイトがみんな韓国語を話せるのでクラスメイトと交流しつつスピーキン
グ能力を高めたい。また、外になるべく出るようにして韓国語を使う機会を少しでも増やせるように
していきたい。
3.2.

これまでの学習・研修目標および達成度について
語学力の向上は、語学堂がはじまったばかりなのでこれから一生懸命勉強していく。韓国語を話

す機会は外に出ることでなるべく作るようにはしている。ただそんなに流暢に喋れるわけではないの
でしゃべっていることばが大体同じになってしまう。
（「これください」とか「いくらですか」とか・・・）
バディとも今は日本語で話しているため韓国語でも会話してくれるよう今度お願いしてみようと思っ
ている。他国籍の人たちとの交流はルームメイトはベトナムの方だがいつも友達の部屋ばかり行って
しまっているため正直言うとあまり会話がない。また私は韓国の方と一緒に受ける講義形式の授業を
取っているため交流が少ない。交流できる機会を増やせるよう模索中である。
3.3.

今月の学習・研修目標
語学堂のレベルが自分よりも高い生徒が多い中で授業を受けているため、予習復習を徹底的に行

い、自分よりも韓国語が上手な学生が多いからこそ学べることも多いので授業の内容だけでなくクラ
スメイトたちの発言にも意識して学習したことをうまく吸収していきたい。大学の授業に関しても予
習復習を徹底的に行いたい。

4. 学修について
4.1.

授業時間割

現在の学期

１学期

月

語学堂（9：00〜13：00）

火

語学堂（9：00〜13：00）

水

語学堂（9：00〜13：00）

木

語学堂（9：00〜13：00）

金

語学堂（9：00〜13：00）

東洋史の理解（14：00〜17：00）

中国語基礎会話（15：00〜17：00）
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土
日
4.2.

授業について

①東洋史の理解（月曜３コマ）
主に中国、日本の歴史を取り上げた講義式の授業。中間考査、期末考査、レポート、出席で評価をつけ
る。結構早口な上に知らない単語も多く登場してくるためなかなか難しい。慣れが必要だと思う。ただ
先生は話せば優しい人なので先生はいい人だと思う。
②中国語基礎会話（木曜２コマ）
主に中国語のスピーキング、リスニングのための授業。先生は中国の方だが韓国語での講義。まだ１回
しか授業を受けていないため授業の雰囲気はあまりわからない。
③語学堂（月から金４時間）
１、２限はスピーキングと文法を中心に、３、４限はリーディング、ライティング、リスニングを中心
に教材を使って学習。予習は絶対にしないとついていけない。私は４級（１級が１番下のレベル）のク
ラスだが、大学で学んだことがない文法もたくさん出てくるし、４級は単語が難しいと言われるため、
単語も事前に調べる必要がある。毎日宿題も多くはないが出る。テーマが日常的なものではなく、SNS
や環境についてなどテーマも少し難しい。
4.3.

予習・復習・自習について
語学堂は予習は宿題、教科書の問題を解く、知らない単語・文法を調べることをし、復習は学んだ

単語を単語ノートにまとめたり、文法もノートにまとめたりして読み返すことをしている。東洋史は講
義のパワーポイントは事前にネットにあげてくれるとおっしゃってたのでそれと教科書を事前に読む
ことで予習をしようと思う。また東洋史は教科書の章ごとにノートにまとめる課題があるのでそれで復
習していきたい。中国語も教科書を事前に読んで予習していきたい。

5. 生活について
5.1.

衣食住について
住居

学内寮（その他：

）

二人部屋。ベッドは二つ（大きいマットレスはあるが、布団はない。各自で購入。）バスルーム、トイ
レは一つ。机は２つ。クローゼット、靴箱あり。wi-fi あり。コンセントは多くあるが、日本のタイプと
は違う。洗濯室、食堂は地下２階にあり、洗濯機、乾燥機それぞれ使用するたびに 1000 ウォン（チャ
ージ式のカードで支払い。地下１階にはコンビニもあるので買い物は楽。各階に休憩室もありそこで電
子レンジ、冷蔵庫、ウォーターサーバーの使用可。最初の週は土曜日以外点呼あり。夜中 12 時に部屋
にいるか階のリーダーの人が確認しにくる。通常は毎週水曜日が点呼。
5.2.

課外活動について

休日は服を買いに行ったりホンデのお店をうろうろしたりしていた。サークルに入りたいが何に入ろ
うかまだ迷っている。
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5.3.

現在までの感想

最初の１週間はオリエンテーションが全部英語だったり、他の交換留学生たちはみんな友達がいて英語
もペラペラだし、一方で自分は英語はそこまで喋れず、一緒に出かけたり、ずっと話せるような友達が
いなくて焦ってたというか精神的に不安定になってたのですが、母親と電話したときに今の私は楽しく
なさそう、せっかく留学に来たんだからもっと楽しみなさいよと言われて、弘益大学に留学決まった時
の頑張ろうって思った気持ちを改めて思い出すことができました。留学中に学校面でも生活面でもやり
たいことを紙に書いてまとめたので、今はそれを一個ずつ達成していくつもりです。英語に関してはも
ちろんそのままにするのではなく話す機会を増やせるよう努力中です。韓国語で聞く大学の講義はまだ
全てをちゃんと理解できるわけではありませんが、先生もいい人そうなのでわからないところは聞くな
り頑張って挑んでみようと思います。語学堂もレベルの高い人が多く不安もいっぱいありますが先生も
クラスメイトもいい人ばかりなので一生懸命勉強しようと思います。
以上
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神奈川大学派遣交換留学生

所属

近況報告書（4 月）

外国語学部

国際文化交流学科

派遣先大学
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（国）
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文科大学・国際言語教育院
2019 年 5 月 10 日

報告書提出日

1. 目標について
1.1.

留学の目的、達成目標
前回と変わらず、

・韓国語の語学力の向上
自分は今ハングル検定３級と TOPIK３級を持っているので最終的にはハングル検定準２級
〜２級、TOPIK４級〜５級に合格できる程度には語学力を伸ばしたい。
・他の国籍の人と交流
ルームメイトや語学堂にはいろんな国籍の人がいて日本ではそういう環境にいたことがない
のでその人たちと会話したり交流したい。
・韓国語を話す機会を増やす
語学堂にはクラスメイトがみんな韓国語を話せるのでクラスメイトと交流しつつスピーキン
グ能力を高めたい。また、外になるべく出るようにして韓国語を使う機会を少しでも増やせるように
していきたい。
1.2.

先月の学習・研修目標および達成度について
語学力の向上に関しては語学堂の授業とテストで少しずつ補っているところだ。自分のレベルが

今どこまで伸びているのかわからないが単語力は確実に伸びていると思う。韓国語を話す機会は語学
堂のクラスメイトと遊んだりサークル活動に参加したりして増やしてはいるがサークル活動もそこま
で盛んにやっているところではないので現地の人と話す機会が意外と少ないのが少し悩みだ。だから
外に出てカフェでコーヒーやケーキを注文したり外の活動を個人的に増やしてはいる。
1.3.

今月の学習・研修目標
・語学堂の期末テストで全部の分野で９０点以上とる。
テストには３つの分野があり、スピーキング、リスニング、ライティング、リーディングの４

つがあるが、中間では他の分野では９０点超えたのにライティングだけ８１点だったため期末では万
全に準備してすべての分野で９０点以上取りたい。
・大学の期末考査の準備の徹底
中国語の中間テストがあったが、うまくいかなかったため期末考査では中間での反省点を踏ま
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えて準備していきたい。また東洋史も期末考査があるため今まであまり理解できていなかったところ
を復習しつつ課題、試験準備をしていきたい。語学堂が終わったらかなり時間ができるので今まで追
いついていなかった部分など自分の中でしっかり整理して試験に臨みたいと思う。

2. 学修について
2.1.

授業について

①語学堂
授業は前回の報告書で述べた通り、１、２時間目では主に文法、３、４時間目では聞き取り、読みの授
業がある。たまに作文テストや単語テストもある。（これもテスト最終結果に影響する）授業は先生も
面白くクラスの雰囲気も良いので授業環境はとてもいいと思う。
中間テストはスピーキングでは発表形式と先生との１対１のインタビュー形式の２つがある。発表形式
では３つのテーマから１つ選んで自分はそのテーマに対して賛成か反対か、その理由を根拠（インター
ネット記事や統計等）をあげつつ発表。原稿 3 回見たら減点らしい。クラスメイトからの質問にもちゃ
んと答えられるかなども見ている。インタビューは４つテーマがありそのうち一つをくじ引きで選び、
クジ引きで引いたテーマについて４つ質問されるが、テーマごとに２つはあらかじめ何が質問されるか
教えてもらえる。その２つは答えを事前に準備しなければならない。発表もインタビューも４級で学ん
だ文法を３個以上使わなきゃいけないなど条件がある。聞き取り、読み、書取りに関しては１日にまと
めてテストされる。教科書をちゃんと復習できていれば解ける問題だが、１〜１５課と範囲が広いので
覚えなきゃいけない量が多い。体験活動もあり、４級はカリグラフィー（文字をオシャレにかく）体験
でエコバックに好きな言葉（ハングルで）をオシャレに書くということをした。級によって活動内容が
変わる。
②東洋史の理解
中間試験は初回授業時のアンケートで中間試験をやらないでほしいという回答が多かったためにテス
トは期末のみとなった。話は受けるたびに少しずつわかるようにはなってきたがやはり中国史は事前に
頭に入れておかないと話についていくのが難しい。自分の授業の受け方をもう少し考えてみる必要があ
ると感じている。
③中国語基礎会話
授業はペアワーク、グループワークが多い。その中でいろんな人とコミュニケーションが取れるので授
業は楽しい。たまに自分たちで会話文を作って発表する時間もある。
中間試験は１５分くらいのリスニング＋制限時間７分のスピーキング
リスニングは音声資料はなく先生が口頭で述べたものを聞き取って解答。
大問３つ。先生が言ったことを聞いてその言ったことに合う絵や文章を選ぶ問題や問題に書かれている
文章と先生の言ったことが合っているか間違っているか○×で答える問題がある。スピーキングは紙に
書かれた中国語を正確な発音で読むことと、韓国語で書かれた文を見て中国語で疑問文を作って自分で
答えることと、先生からの質問に答えることの３つを７分間でやらなくてはいけない。
2.2.

予習・復習・自習について
①テストが度々あり、大学の授業もあるので予習と出される課題（ワークブック）で精一杯。予習

は絶対にやらないと追いつかないので予習は必ずやっている。復習はワークブックで思い出しながら復
習している。
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②授業前までには教科書を読んで知らない単語は調べての繰り返し。中国史の復習もネットで確認し
つつ学習している。
③先生が出す宿題をやって復習。予習はその日にやるページの部分をあらかじめ読んだり、CD を聞
いて発音を確認したりして予習している。
2.3.

語学力について

聞き取りにはだいぶ慣れてきたがまだ話すことが苦手である。最近自分の発音が下手すぎて気になって
しょうがない。読みに関しては知っている単語が増えたおかげか町の掲示板などでもなんて書いてある
のかわかるようにはなってきた。発音に関してだが音声を聞いて真似て練習する必要があると思うと同
時に、もっと韓国語で話す機会を増やす努力をしなければならないと感じている。語学堂の方が来週で
終わりのため再来週からは暇な時間が多くできるので帰るまでにどのように過ごせばいいのか考えつ
つ今後の計画を立てていきたい。

3. 生活について
3.1.

衣食住について
住居※

学内寮（その他：

）

最近気づいたのだが、地下２階には寮生専用のジム、印刷室、閲覧室があり、ルームキーがあれば入
ることができる。印刷は一回４０ウォン（４円くらい）だが現金ではなくクレジットカードか T—money
（スイカみたいな交通マネーカード）でしか払えない。しかも私がやってみたときは海外クレジットカ
ードが使えず、T—money でしか払えなかった。あと、一回トイレのタンクのふた（ガラス製）を割って
しまい、事務室に相談したところ２５０００ウォン（２５００円）払えば新しいものと交換してくれた。
寮のフロアリーダーによるとよくあることらしい。これからは気をつけようと思った。
3.2.

課外活動について

写真サークルに加入。活動日は日曜日で試験期間でない限り日曜にどこか出かけて写真を撮りに行く。
ただ、日曜しか活動せず毎回日程が合う人たちで活動するので毎回メンバーがころころ変わる。私は語
学堂の試験準備がないとき活動に参加している。休日は映画を見たり、一人で出かけるときもあれば、
語学堂のクラスメイトと遊びに行ったりする。花見をしたり、遊園地に行ったり、ご飯を食べたりして
楽しく過ごせていると思う。
3.3.

現在までの感想

語学堂の授業は自分の思っているレベルより高いところに入ってしまったなと思っていたのだが、な
んとか追いつけてはいるようだ。来週でついに語学堂も終わってしまうので語学堂で一緒だったクラス
メイトたちにも会う機会が減ってしまうのは寂しい。語学堂が終わったらどう時間を過ごすかが今の私
の悩みだ。あとは就活の方も神大からメールが多くくるがイベントや説明会に参加できないためもどか
しさを感じている。そろそろ就職課にも就職についての相談の連絡を取った方がいいのか悩みである。
以上
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神奈川大学派遣交換留学修了報告書

所

属

外国語学部

学科

派遣先大学
（国）

国際文化交流学科

3 年次

弘益大学
（韓国）

所属プログラ
ム・
学部・研究科

文科大学・国際言語教育院

履修言語

留学期間

2019 年 2 月～2019 年 6 月

報告書提出日

2019 年 7 月 15 日

韓国語

1. 学修について
1.1.

学期区分
授業期間

学期

～6 月 14 日

Semester

履修登録するまでの過程
学校の HP で気になる授業のシラバスを調べ、授業開

3月4日

Spring

1.2.

試験期間

（15 週）

6 月 10 日

始１週目に気になる授業を聞きにいって履修したい科

～6 月 21 日

目を決める。決まったら申請用紙に履修したい授業を
記入して国際センターに提出。

履修科目・内容

学期

履修科目名

合計時間

45
Spring
Semester

東洋史の理解

時間

3 (回/週)

×

15 (週)

30 時間
中国語基礎会

Semester 話

1 (時間/回)
×
×

講義が月曜日に 3 時間連続。主に中国史、たまに日本史
の授業。中間考査は生徒の希望でなくなり、期末考査の

1 (時間/回)
×

Spring

履修内容・授業での取り組み

（内訳）

み。韓国語での記述問題 3 問。問題は先生が授業中に 6 問
教えてくれる。そのうちの 3 問がランダム出題。レポー
トは教科書の各章をノートにまとめてくるという課題。
最後の講義までに提出。
講義は木曜日に 2 時間連続。教科書を元に授業が進む。
たまにチームワーク、ペアワークもあり自分たちが作っ
た中国語会話文をみんなの前で発表することもある。た

2 (回/週)

まに単語テストもある。中間考査、期末考査両方あり、形

15(週)

式は一緒。リスニングテストはとても早いのでちゃんと
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聞かないと大変。韓国人学生も結構苦戦していたようだ
った。インタビューテストは制限時間内に文を読んだり、
韓国語で書かれてある文を中国語に言い直したり、先生
の質問に答えたりしなければならない。モタモタすると
時間が早く過ぎる。
200

時間

を受ける。文法、単語、読解、聞き取りの授業を主に行う。
定期的に単語テストや作文テスト、スピーキングのテス

語学堂
春学期

（国際言語教
育院）

最初にレベルテストを受けレベルにあったクラスで授業

4 (時間/回)
×

5 (回/週)

×

10(週)

トも行うのでなかなか忙しい。課題はワークブックの宿
題があるが量は少なめ。中間期末テストは文法、読解、聞
き取り、スピーキングを総合的に見る。2 回文化体験みた
いな時間があり、１回は物を作ったりして 2 回目は遊園
地に出かけたりした。

1.2 学修する上で心がけていたこと、予習復習の仕方について
最初は予習復習をしようと頑張っていたのですが語学堂で忙しくなってせめて復習はちゃんとしよう
として復習を中心に行っていました。でも慣れない言語で学習するには予習が一番大事だと後から気づ
き後半は予習に時間をかけるようになりました。
予習では知らない単語調べながら教科書を読んだり、ワークブックの問題を解いたりしてその授業でや
ることを把握してから授業に臨むのが一番授業で理解して聞き取れたと思います。復習はワークブック
の問題を解いたり課題をしたり、録音した物を繰り返し聴いたりしていました。

1.3.

語学力について

留学前は何百字以上の作文なんて書いたこともなかったし、今まで韓国語で会話する機会もなかったの
で本当にこんな状態で韓国に留学して大丈夫なのかという心配でいっぱいでした。実際留学してみてい
ろんな人と会話したりしてみてとりあえず拙い韓国語でも積極的に話してみるのが大事だなと思いま
した。そして一人でいるよりも韓国語を話す語学堂のクラスメイトたちや現地の人とかと一緒にいるよ
うにして自分が話すだけでなく、韓国語を話す友達の会話を聞くだけでも話し方を学ぶことができてと
てもためになりました。今では友達とある程度会話できるくらいには韓国語を喋れるようになったと思
います。読み書きに関しても授業だけでなく韓国語で自分の好きなアーティストの情報を探して読んで
みたり Netflix とかで韓国語字幕を見ながらドラマやアニメを見たり自分の好きなことと絡ませて勉強
すると語学力も伸びやすかったように思います。

2. 留学の成果を振り返って
2.1.

学修の成果

語学堂での韓国語の授業は読み書き聞き取りスピーキング総合的に授業で学べたので韓国語の実力
は留学前に比べて結構上がったと思う。東洋史に関しては韓国からみた日本史を知りたくて授業を取
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ったのだが韓国で学ぶ日本史と日本で学ぶ日本史で重心を置いている部分がところどころ違うとこ
ろがあってそれを韓国語で理解できるようになったのが成長できた部分ではないかと思う。中国語の
授業に関しては私だけが外国人だったので先生が気を使って授業の中に入れるようにしてくれてペ
アワークやチームワークもあったので韓国人の学生さんとお話ししながら課題をやるのは大変だっ
たけどみんないい人たちで助けてくれた。いつも日本の言語の授業では話を聞くだけのことが多かっ
たがペアワークや発表も多かったため中国語だけでなく人前で発表する力も鍛えられて良かったと
思う。
2.2.

学修面での反省点ならびに留学志望者へ学修面のアドバイス

語学堂と大学の授業の両立が大変で途中語学堂中心になってしまった部分もあってそれが良くなった
と思う。履修に関しても興味のあることはもちろんだけど本当にその授業を履修できるのかということ
も考えたほうがいいと思う。シラバスをちゃんと読んで「まあ大丈夫でしょ」って軽く思わず本当に自
分は記述式の試験を受けられる実力があるのか、観点は人それぞれですが真剣に考えたほうがいいと思
う。慣れない言語で受けるわけだから採点方法はちゃんと見ておくといい。
2.3.

留学生活で得られたもの

一番は海外にお友達ができたこと。私は語学堂で友達が結構できたのですが、中国、台湾、オーストリ
ア、ベトナム等、いろんな国の人と関わる機会も今までなかったため最初は関わること自体も怖かった
が話してみるとみんないい人たちでたくさん思い出も作れた。今でもたまに連絡を取ったりしているの
で、また会える機会があれば会いたい。あとは自分で掃除したり洗濯したり生活力が留学前よりかは身
についたと思う。
2.4.

留学生活での反省点ならびに留学志望者へ生活面のアドバイス

留学生活での反省点はルームメイトともっと会話しておくべきだったなというのが少し後悔している
点だと思う。私は英語がとても苦手なのでうまくコミュニケーション取れなくて、ルームメイトも同じ
ベトナム人の友達の部屋によく行くため会話をする機会もあまりなかった。帰る日が近づくにつれ、や
っと話すようになり仲良くなれたのでもっと早くから英語が拙くてもたくさん話しておけば良かった
と反省している。
留学志望者へのアドバイスとしては韓国語で大学の授業を受けようが韓国語にしか興味がなかろうが、
英語はやっぱり話せるほうが交換留学生同士の交流にはとても役立つので英語も話せるようにしっか
り準備しておくといいと思う。留学してやっぱり英語は大事だと改めて気づかされたので。
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派遣交換留学中の生活等に関する調査
国際センター
記入年月日：2019 年 7 月 15 日
所

外国語学部

属

（

派遣先大学

I.
1

弘益大学

住居形態は

住居形態の詳細を教え
てください。

3

5

ヶ月間

留学先での住居について
何でしたか？

2

3 年次

国際文化交流学科・専攻

）研究科

入居時手続き

☒学内寮 ☐学外寮 ☐ホームステイ ☐民間アパート
☐その他（

）

( ベトナム人のルームメイトと２人で部屋共有、シャワートイレは
二人で共有、２人で暮らすには十分なスペース、施設は綺麗

)

(寮の事務室で受付をして鍵を受け取る、寮費は後日銀行で４ヶ月分
まとめて支払う

)

4

費用（月額）

329,750（ウォン）
（ 食費含まない／月）

5

支払方法

４ヶ月分現地の銀行でまとめて支払う(
1,319,000 ウォン）

6

住居に附属する設備

☐洗面所 ☒トイレ(共同) ☐トイレ(個別) ☒シャワー(共同)
☐シャワー(個別) ☐浴槽 ☒冷暖房 ☐台所 ☒食堂 ☒ジム
☒洗濯機 ☒乾燥機
☐その他 （

7

住居選択方法

）

☒渡航前に申込 ☐留学先大学の斡旋 ☐友人・知人の紹介
☐不動産業者・新聞を通じて
☐その他（

8

周囲環境

）

( 駅から徒歩で行ける距離、お店もいっぱいあるので服や物には困
らないと思う

)

9

アクセス

10

留学中の住居に関して

( 寮のコピー機が海外発行のクレジットカード使えないので交通カー

アドバイス

ドで払うか、韓国のカードを作ることをお勧めします。

引越しされた方は引越

☐学内寮 ☐学外寮 ☐ホームステイ ☐民間アパート

し先の住居形態を記入

☐その他（

11

( 弘大入口駅から徒歩１０分くらい、上水駅から徒歩５分くらい

）

ください。
12

詳細を教えてください

(

)
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)

)

II. 通信環境について
1

日本キャリアの携帯電

持参した

話
2

現地キャリアの携帯電

現地で SIM カードを購入

話
3

現地携帯電話の取得手

( 渡韓前に長期用の sim カードを予約し、空港で受け取った )

続きの方法
4

自宅のインターネット

無線（大学または寮への LAN 接続）

接続環境
5

大学内インターネット

無線（大学または寮への LAN 接続）

接続環境
III. 留学費用について

諸経費（1 ヶ月の平均）
1

宿舎費

329,750 （ウォン）/月

2

食費

300,000 （ウォン）/月

3

交通費

50,000 （ウォン）/月

4

通信費

0

5

娯楽費

300,000 （ウォン）/月

6

図書費

70,000 （ウォン）/合計

7

学用品（教科書など）

100,000 （ウォン）/合計

8

被服費

100,000 （ウォン）/合計

9

医療費

0

10

雑費・その他

70,000 （ウォン）/合計

（ウォン）/月

（ウォン）/合計

上記以外にかかった大きな金額の内訳（留学準備期間含む）
11

出願料・宿舎デポジット

0

（円）/合計

12

ビザ申請関連費

700 （円）/合計

13

航空券代

77,126 （円）/往復

（休暇時旅行費用は除く）

14

その他

10,000(日本から持っていく生活用品代） （円）/合計

15

留学全日程に要した総額（概算）

450,000〜500,000

（円）/合計

お金の持って行き方
16

☒ 現金（渡航時：250,000 円）
☐ 国際キャッシュカード(銀行名：

)

☐ 海外送金
☒ その他 （クレジットカードやデビットカードの海外キャッシュサービス）
17

現地で銀行口座開設

してない
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18

手続き方法・利点・欠点

19

お金に関するアドバイス

韓国の銀行のチェックカードあったら色々と便利なの
で口座は作ったほうがいいかもしれないと思った。

IV.
1

保険・医療について
海外旅行（留学）保険の種類

D18
(4 か月分で 34,370 円)

2

留学中に病気・けが等をし、通院・薬の処方を受けましたか？ いいえ

3

日本から持参した方が良かったなと思う薬などはあります

特になし

か？理由はなんですか？
V.
1

持ち物について
日本から持っていったもの
胃腸薬、頭痛薬、トイレットペーパー、生理用品

2

現地で購入したもの
夏服、ハードコンタクトレンズの保存液

3

（自分は持っていかなかったが）日本から持っていっていたら便利だと思ったもの
ハードコンタクトレンズの保存液（現地の方が高い、ソフトレンズ利用者は現地で買う方が安い）

VI. 留学先で困ったこと
寮のトイレのタンクの蓋を割ってしまい焦った。事務室行って 25000 ウォン払えば新しいのに変
えてくれた。

VII. その他、後続の学生へのアドバイス
準備はしっかりして留学に行くといいです。何か分からないことや問題が起きたら一人で抱え込ま
ず、拙い韓国語や英語でも助けを求めましょう！！
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