
2021 年 協定校特別プログラム報告書 

 

◆参加者情報 

協定先大学 

（プログラム名） 

仁川大学校 

プログラム実施期間 9.Aug.2021～27.Aug.2021 （3Weeks） 

 

◆参加理由 

Q．本プログラムに参加しよう思った理由を具体的に教えてください。 

韓国語で会話する力を向上させたいと思ったからです。 

 

Q.応募先を選んだ基準は何ですか？ 

韓国語の授業だけでなく韓国人と交流する機会があるためです。 

 

◆クラス分け、オリエンテーション、課外活動について 

Q.クラス分けの方法

について 

事前アンケートと会

話テスト 

Q.ご自身のレベルは

どのくらい？ 

上級 

 

Q.クラスの人数は？ 10 人以下 

 

Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

10 割 

 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本 

 

Q.オリエンテーションの内容を具体的に教えてください。 

これからの予定、クラス発表、自己紹介。 

 

◆現地学生・クラスメイトとのコミュニケーションについて 

Q.現地の学生との交流タイムはありましたか？  

ミョンドンやホンデなどを歩きながら会話したり、料理を作ったりしました。 

 

Q.クラスメイトとのコミュニケーションは取れていましたか？ 

習った文法に基づいて会話を広げていく。 

 



◆授業・学習内容について 

Q.プログラムのスケジュールを具体的に教えてください。 

月、水、金曜日の午前は韓国語授業、午後は文化体験、火、木曜日は午前、午後韓国語授業。 

 

Q.授業ではどのような教材を使いましたか？ Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

文法、会話、聞き取り、読み取り なし 

Q.授業内容はどのようでしたか？具体的に教えてください。 

文法、会話、聞き取り、読み取り。 

 

Q.発話時間はどのくらいありましたか？ 

毎日 1 時間未満。 

 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

バディーと一緒に料理を作りながら韓国のことについてたくさん話す機会があった授業が

一番印象に残っています。 

 

Q.プログラム中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

韓国のバディーと韓国や日本についてたくさん話せたこと。 

 

Q.プログラム中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

特に困ったことはありません。 

 

◆学習システム及び期間について 

Q.ZOOM や学習システム（LMS）での学習はスムーズでしたか？ トラブルがありました

か？ 

スムーズに授業を受けられた。 

 

Q.プログラム期間については、どのように感じましたか？ 

短かった 

Q.リアルタイムの設定時間はどうでしたか？ 

ちょうどよかった 

 

 

 



◆今後の課題とプログラム参加後の自己評価について 

Q.プログラムに参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

今までは韓国語を全く話せなかったけど授業内で会話の練習をしたことで韓国語を話す力

が伸びたと思います。 

 

Q.今回のプログラムに参加し一番学んだことは何ですか？ 

自信がなくても韓国語を話そうとしたら韓国語の先生やバディーが聞き取ろうとしてくれて

積極的に話すことが大切だとなと思いました。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

特にありません 

 

Q.今後の課題は見つかりましたか？それを具体的に教えてください。 

文法をもっと勉強すること。 

 

Q.本プログラムに参加するにあたり、事前に準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

事前に準備することは特にないと思います。 

 

Q.本プログラムに参加してよかったと思う事は何ですか？ 

韓国人の友達ができて今でも連絡を取り合えること\n 実際に韓国人の先生から韓国語を

学べたこと。 

 

◆その他 

Q.協定校先からの参加前情報は十分でしたか？ 

十分でした 

 

Q.これから参加する学生へのアドバイス 

参加しないよりは絶対参加したほうが得られるものがたくさんあると思います。私も参加し

てほんとによかったと思っているし、参加しなかったら絶対後悔していると思います。 

 



2021 年 協定校特別プログラム報告書 

 

◆参加者情報 

協定先大学 

（プログラム名） 

仁川大学校 

プログラム実施期間 9.Aug.2021～27.Aug.2021 （3Weeks） 

 

◆参加理由 

Q．本プログラムに参加しよう思った理由を具体的に教えてください。 

大学の講義で韓国語を学んだので実際に使う機会が欲しかったからです 

 

Q.応募先を選んだ基準は何ですか？ 

韓国語を学べること、韓国文化について学べるからです。 

◆クラス分け、オリエンテーション、課外活動について 

Q.クラス分けの方法

について 

事前のアンケートと

先生との面接 

Q.ご自身のレベルは

どのくらい？ 

中級 

 

Q.クラスの人数は？ 10 人以下 

 

Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

10 割 

 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

韓国語の授業は日本人のみです。 

 

Q.オリエンテーションの内容を具体的に教えてください。 

仁川大学の紹介動画を見たりスケジュールの確認をしたり、韓国語の先生の紹介、韓国のバ

ディ学生の紹介がありました。 

◆現地学生・クラスメイトとのコミュニケーションについて 

Q.現地の学生との交流タイムはありましたか？  

水曜のライブ見学と金曜の料理作りで一緒でした。実際にバディが街へ行き中継で観光しま

した。ライブ料理作りはキッチンで行いました。 

Q.クラスメイトとのコミュニケーションは取れていましたか？ 

グループ活動の際に日本人は韓国語で、韓国のバディ学生は韓国語と日本語を話していま

した。グループ LINE もつくりました。 

 



◆授業・学習内容について 

Q.プログラムのスケジュールを具体的に教えてください。 

午前中は韓国語の授業、午後は火木には韓国語の授業、月は特別講義、水はライブ見学、金

は料理作りの特別プログラムが行われました。 

 

Q.授業ではどのような教材を使いましたか？ Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

韓国語の授業は ZOOM 上ですべて韓国語が

用いられて行われました。カメラとマイクは常

にオンの状態でした。 

毎日,1 時間程度 

Q.授業内容はどのようでしたか？具体的に教えてください。 

韓国語の授業は ZOOM 上ですべて韓国語が用いられて行われました。カメラとマイクは常

にオンの状態でした。 

 

Q.発話時間はどのくらいありましたか？ 

毎日 2 時間以上 

 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

ライブ見学ツアーは韓国に行ったことがなかったので ZOOM 上になってしまいましたが雰

囲気を感じることができて楽しむことができました。 

 

Q.プログラム中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

ライブ料理作りでは、韓国の食事文化についてなどバディが話してくれていろんな知識を知

ることができて楽しかったです。 

Q.プログラム中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

今まで韓国語で話す機会がほとんどなかったのでグループ活動の時に自分の思っているこ

とがうまく伝わらず困らせてしまいました。 

◆学習システム及び期間について 

Q.ZOOM や学習システム（LMS）での学習はスムーズでしたか？ トラブルがありました

か？ 

自分の回線が悪く ZOOM の接続が切れてしまった。 

Q.プログラム期間については、どのように感じましたか？ 

ちょうどよかった 

Q.リアルタイムの設定時間はどうでしたか？ 

ちょうどよかった 

 



◆今後の課題とプログラム参加後の自己評価について 

Q.プログラムに参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

確実に聞き取りができるようになりました。韓国語しか聞こえてこない授業を毎日受ける環

境にいたので聞き取り力が伸びたと思いました。 

 

Q.今回のプログラムに参加し一番学んだことは何ですか？ 

何事でもそうですが積極的に学んでいく姿勢が大切だと思いました。先生もバディも耳を傾

けてくれていたので間違えてしまっても積極的に話すことで韓国語を身につけることが大

切だと感じました。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

韓国語力の低さとコミュニケーション能力の低さを感じました。オンライン上での交流となっ

てしまったのでうまく意思疎通することができない機会がありました。 

 

Q.今後の課題は見つかりましたか？それを具体的に教えてください。 

単語力をもっと身につけたいと思いました。パワーポイントに書かれていてもわかっていな

い単語がありそのたびにスマホで検索していたので単語を頑張りたいです。 

 

Q.本プログラムに参加するにあたり、事前に準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

韓国語に関しては単語を覚えていくことが大切だと思いました。オンラインでの授業であっ

たため ZOOM 接続が切れないネット環境とカメラ、マイクは必ず準備するべきです。 

 

Q.本プログラムに参加してよかったと思う事は何ですか？ 

大学の講義以外で韓国語を習うことや韓国人の方と触れ合う機会が全くなかったので実際

に韓国人の学生と交流できたことはとても良かったと思いました。 

 

◆その他 

Q.協定校先からの参加前情報は十分でしたか？ 

十分でした。 

 

Q.これから参加する学生へのアドバイス 

韓国語力を伸ばすことができ韓国人の学生と交流でき様々な経験ができました。社会人に

なるとあまり勉強する時間が無くなってしまうと思ったので学生のうちに挑戦することは大

切だと思います。 



2021 年 協定校特別プログラム報告書 

 

◆参加者情報 

協定先大学 

（プログラム名） 

仁川大学校 

プログラム実施期間 9.Aug.2021～27.Aug.2021 （3Weeks） 

 

◆参加理由 

Q．本プログラムに参加しよう思った理由を具体的に教えてください。 

夏休み中に留学経験がしたかったから。 

 

Q.応募先を選んだ基準は何ですか？ 

研修費無料で韓国語と韓国の文化を学べるプログラムだったから。 

◆クラス分け、オリエンテーション、課外活動について 

Q.クラス分けの方法

について 

事前のアンケート口

頭テスト 

Q.ご自身のレベルは

どのくらい？ 

初中級 

 

Q.クラスの人数は？ 10 人以下 

 

Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

10 割 

 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本 

 

Q.オリエンテーションの内容を具体的に教えてください。 

zoom にて、プログラムの研修日程の詳細やグループ分けの説明などを受けた後、韓国語

の先生と韓国人バディ学生と自己紹介をした。 

◆現地学生・クラスメイトとのコミュニケーションについて 

Q.現地の学生との交流タイムはありましたか？  

週に 2 回、韓国人 2 人日本人 5 人のグループで料理を作ったり、韓国からのライブ配信を

共有したりした。 

Q. クラスメイトとのコミュニケーションは取れていましたか？ 

バディ学生を含めた方のグループでは、グループチャットでその日のまとめや新しい韓国

語、行きたい場所など、たくさん会話した。 

 



◆授業・学習内容について 

Q.プログラムのスケジュールを具体的に教えてください。 

午前中は 2 時間韓国語授業があり、レベル別に幅広く学ぶ。午後は授業の日もあれば、現地

学生との交流の時間のときもある。 

 

Q.授業ではどのような教材を使いましたか？ Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

教科書の内容に沿った授業で、文法を学びそ

の文法を使った例文や問題を練習した。聞き

取りの問題や、ペアで発話練習を行ったりもし

た。 

毎日,2 日に 1 度程度 

Q.授業内容はどのようでしたか？具体的に教えてください。 

教科書の内容に沿った授業で、文法を学びその文法を使った例文や問題を練習した。聞き取

りの問題や、ペアで発話練習を行ったりもした。 

Q.発話時間はどのくらいありましたか？ 

毎日 1 時間以上 

 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

オリンピック関係の仕事をされている方の特別授業で、オリンピックの裏側や組織について

知ることができた。 

Q.プログラム中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

自分のレベルからしたら大変だけど、確実に 1 日 1 日力がついていっている気がしたこと。

現地の学生と交流できたのもとてもよかった。 

Q.プログラム中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

韓国語を韓国語で学ぶので、分からないことが多くて置いていかれそうになること。 

 

◆学習システム及び期間について 

Q.ZOOM や学習システム（LMS）での学習はスムーズでしたか？ トラブルがありました

か？ 

スムーズに授業を受けることができた。 

 

Q.プログラム期間については、どのように感じましたか？ 

ちょうどよかった。 

Q.リアルタイムの設定時間はどうでしたか？ 

ちょうどよかった。授業時間はちょうどよかった。 

 



◆今後の課題とプログラム参加後の自己評価について 

Q.プログラムに参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

毎日何時間も韓国語を耳に入れていたので、聞き取りがとても伸びたように感じる。また、

それには文法や単語を知っている必要もあるので、全体的な力がついたと思う。 

 

Q.今回のプログラムに参加し一番学んだことは何ですか？ 

韓国語はもちろんだが、韓国語の授業や現地の学生たちとの交流の中で、いろいろな日本

とは違う韓国の文化を知った。日本とは違うマナーや考え方、人々の雰囲気など、オンライン

ではあったが、今までよりも近くで感じるとができた気がした。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

自分の韓国語のレベルでは伝えたいこともまだ伝えられない状況になってしまうというこ

と。知らない単語や言い回しが多くて会話の中で助けてもらうことが多かったが、それを繰

り返す中で段々と長く話せるようになっていった。 

Q.今後の課題は見つかりましたか？それを具体的に教えてください。 

韓国語に関しては、単語や文法をさらに学ぶ必要があり、3 週間で伸びた力を止めないため

に、毎日韓国語に触れようと思う。 

Q.本プログラムに参加するにあたり、事前に準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

韓国語に慣れることが必要だと思う。毎日韓国語を読む、聞くなどをすることで、本格的に

授業が始まった時に理解しやすいと思う。 

Q.本プログラムに参加してよかったと思う事は何ですか？ 

自分の韓国語のレベルではついていけるか不安だったが、3 週間の中で着実に知識が増え

ていっているのを感じられてよかった。まだ、韓国語の先生もバディの学生さんもたくさん

教えてくれるので、会話の練習にもなるし、オンラインではあったが、貴重な経験となった。 

 

◆その他 

Q.協定校先からの参加前情報は十分でしたか？ 

十分だった。 

 

Q.これから参加する学生へのアドバイス 

韓国語のレベルが低い人も高い人も、自分のレベルに合った授業を受けることができ、現地

の学生との交流によって今まで知らなかったことを沢山知ることができる経験になると思

う。少しでもやってみたい気持ちがあるなら挑戦するべき！ 

 



2021 年 協定校特別プログラム報告書 

 

◆参加者情報 

協定先大学 

（プログラム名） 

仁川大学校 

プログラム実施期間 9.Aug.2021～27.Aug.2021 （3Weeks） 

 

◆参加理由 

Q．本プログラムに参加しよう思った理由を具体的に教えてください。 

韓国の音楽や映画に興味があり韓国語を習得したいと思ったからです。 

 

Q.応募先を選んだ基準は何ですか？ 

韓国語を十分に学べることや学生との交流する機会があったからです。 

◆クラス分け、オリエンテーション、課外活動について 

Q.クラス分けの方法

について 

一対一の簡単な会話

をしました。 

Q.ご自身のレベルは

どのくらい？ 

中級 

 

Q.クラスの人数は？ 10 人以下 

 

Q.ご自身のクラスの

日本人の割合は？ 

10 割 

 

Q.クラスメイトの国

籍をわかる範囲で 

日本 

 

Q.オリエンテーションの内容を具体的に教えてください。 

ZOOM でスケジュールの説明の後、授業のクラスに分かれて簡単な自己紹介、その後バデ

ィのいるグループで簡単な自己紹介を行いました。 

◆現地学生・クラスメイトとのコミュニケーションについて 

Q.現地の学生との交流タイムはありましたか？  

見学ツアーでは観光スポットの紹介とお土産を買ってもらい、料理作りではチヂミとトッポ

ギを作り、日常的な会話をすることができました。 

Q.クラスメイトとのコミュニケーションは取れていましたか？ 

一緒に会話練習をすることは多かったですが、それ以外で話す機会がなかったので、個別で

連絡するほどには仲良くなれませんでした。 

 



◆授業・学習内容について 

Q.プログラムのスケジュールを具体的に教えてください。 

午前と火曜木曜の午後は韓国語の授業、月曜の午後は特別講義、水曜の午後はライブ見学

ツアー、金曜の午後はライブ料理作りを行いました。 

 

Q.授業ではどのような教材を使いましたか？ Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

教科書にある文法を中心にした進め方で、す

べて韓国語で行われました。文法ごとに練習

問題をしたり先生やクラスメイトと会話をしま

した。 

たまに,30 分程度 

Q.授業内容はどのようでしたか？具体的に教えてください。 

教科書にある文法を中心にした進め方で、すべて韓国語で行われました。文法ごとに練習問

題をしたり先生やクラスメイトと会話をしました。 

Q.発話時間はどのくらいありましたか？ 

毎日 2 時間以上 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

ライブ見学ツアーで韓国の伝統的な建物や観光地を見れて、バディとの交流で流行りや大学

事情も直接教えてもらえて印象深かったです。 

Q.プログラム中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

授業で習ったことをバディとの交流時に試して、通じるとうれしかったし、もっと頑張ろうと

いうモチベーションにつながりました。 

Q.プログラム中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

全て韓国語で授業を行っていたので、聞き取るのが大変でした。クラスメイトもレベルが高

く、ついていけるよう頑張りました。 

 

◆学習システム及び期間について 

Q.ZOOM や学習システム（LMS）での学習はスムーズでしたか？ トラブルがありました

か？ 

見学ツアーでは電波が悪く、映像や音声が途切れることがありました。 

 

Q.プログラム期間については、どのように感じましたか？ 

ちょうどよかった 

Q.リアルタイムの設定時間はどうでしたか？ 

授業時間はちょうどよかった。 

 



◆今後の課題とプログラム参加後の自己評価について 

Q.プログラムに参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

会話力が伸びたと思います。大学で韓国語の授業を取っていますが、普段は韓国語を使う

機会がなく、言いたいことを言葉にすることが苦手でした。ですが授業での会話練習やバデ

ィとの会話で、前より自分の思いを伝えることができるようになったと感じています。 

 

Q.今回のプログラムに参加し一番学んだことは何ですか？ 

語学力が伸びたのはもちろんですが、韓国人大学生の勉強への姿勢を学ぶことができまし

た。実際に勉強している姿を見たわけではありませんが、担任から聞いたテスト期間の大学

の様子やバディの日本語力に圧倒され、自分ももっと頑張らなきゃいけないと感じました。 

Q.直面した問題は何ですか？ 

一番上のクラスだったので、授業内容もクラスメイトもレベルが高く、ついていくのが少し大

変でした。しかし事前に予習しておくことで理解が深まり充実した授業を受けることができ

ました。バディとの交流では単語力がなく、自分の思いを伝えることに苦労しました。 

Q.今後の課題は見つかりましたか？それを具体的に教えてください。 

今後の課題としては単語力を伸ばすことです。授業で問題を解くときやバディとの交流の際

に、自分の単語力のなさを実感したので、地道に勉強しようと思いました。また実際に韓国

語を使う機会を増やして、会話がスムーズにできるよう頑張っていきたいです。 

Q.本プログラムに参加するにあたり、事前に準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

もっと単語を勉強しておけばよかったと思いました。伝えたいことがあっても単語が分から

なくて、自信を持って話せないことがありました。文法が間違っていても単語だけで何とな

く伝わることもあるので、もう少し充実した交流を行えたのではないかと思います。 

Q.本プログラムに参加してよかったと思う事は何ですか？ 

普段韓国語を使う機会がないので、担任やバディと会話できたことで語学力も伸び、さらに

自分に足りていないことを見つけることができました。また韓国の大学事情や流行りを知る

ことができ、実際に行くことはできませんでしたが、得るものは多かったと感じています。 

◆その他 

Q.協定校先からの参加前情報は十分でしたか？ 

十分だと感じました。 

Q.これから参加する学生へのアドバイス 

どんな場面でも積極的に発言した方がいいと思います。受け身で参加するよりも自分から

話すことで会話力も伸ばせるし、相手も喜んで答えてくれるので、充実した時間を過ごすこ

とができます。会話力に自信がなくても積極的に話すべきだと思います。 

 

 


