
2022 年 協定校特別プログラム報告書 

 

◆参加者情報 

学年 2  

学部 学科 国際日本語学部 日本文化学科 

研修先大学（コース名） 仁川大学校（2 週間） 

研修期間 8/8～ 2 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

韓国語力の向上、現地人との交流、文化の学びのため 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

韓国関係のゼミに所属しており、興味があったため 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

送迎してもらった 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

事前に zoom でレベ

ル分けテストが行わ

れた 

Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

少し低い（少し簡単に

感じる） 

Q.クラスの人数は？ ～15 人 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 

 

 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

寮の説明、日程説明 

Q.課外活動はありましたか？ ある 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

ソウルツアー、ソンドツアー、ロッテワールド訪問 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

教え方も進度もちょうどよく、非常にわかりやすかった。質問しやすく楽しく授業が受けられ

た。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

サランヘヨ 韓国語 4 (ソウル大学) 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

2，3 日に 1 度; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

文法やリスニング、発話をする機会が多かったので、楽しく受講することが出来た。 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

ソウルツアー 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

特になし 

◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

カフェテリア; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

素敵な海が見えるカフェだったため。 

◆寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

立地; 

Q.上記を回答した理由 

都心にアクセスしやすいため。 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

前半 1 週間は大雨でした。 



◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

近くの繁華街に行ったり、ソウルまで行った。 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

3－5 万 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

PCR 検査 16000 円、食費 15000 円、交通費 5000 円など 

◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

語学力 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

主体性の大事さ 

Q.直面した問題は何ですか？ 

なし 

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。 

語学力をさらに向上させる 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

あらかじめ語学の勉強をしておく 

Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

Qcode の登録、空港に着いてからの PCR 検査の予約 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

MYSOS の登録 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

なし 

Q. 具体的に教えてください。 

 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

箸、簡易皿 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

少しでも興味があれば参加してみてください。 



2022 年 協定校特別プログラム報告書 

 

◆参加者情報 

学年 4  

学部 学科 経営学部 国際経営学科 

研修先大学（コース名） 仁川大学校（2 週間） 

研修期間 8/8～ 2 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

語学能力を伸ばし、韓国の文化を体験したいと思ったため。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

オンラインではなく、対面で行けるところが良かったため。 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

回答なし 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

研修前のズームを使

った筆記のテストと

スピーキングテスト

です。 

Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

少し低い（少し簡単に

感じる） 

Q.クラスの人数は？ ～15 人 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 

全員日本 

 

 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

仁川大学校についてのプレゼンテーションを聞きました。 

 

Q.課外活動はありましたか？ ない 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

なし 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

スピードが速かったですが、ついて行ける程度でした。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

テキスト 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

2，3 日に 1 度; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

最後に映画を見たのが楽しかったです。 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

ロッテワールドが楽しかったです。 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

日本人留学生間の人間関係 

◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

教室;カフェテリア; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

綺麗で快適でした 

◆寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

立地;部屋 

Q.上記を回答した理由 

食事は出なかったです。学校と近くて部屋も綺麗でした。 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

良かったです。 



◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

韓国にいる友達と遊びました。 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

3－5 万 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

お土産、食事代 

◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

スピーキング、リスニング 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

自然な韓国語がどのような感じなのかがわかりました。 

Q.直面した問題は何ですか？ 

バスの乗り方が難しかったです。 

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。 

分からないことが多く、もっと韓国語について勉強していくべきだと感じました。 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

韓国語の能力 

Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

pcr 陰性証明証、q コードの登録 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

pcr 陰性証明、my sos の登録 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

あり 

Q. 具体的に教えてください。 

少しホームシックになりました。 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

傘、ウォン 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

忙しい 2 週間でしたが、行く甲斐があったと思う留学でした。しっかり準備をして楽しんで

きてください。 



2022 年 協定校特別プログラム報告書 

 

◆参加者情報 

学年 4  

学部 学科 外国語学部 国際文化交流学科 

研修先大学（コース名） 仁川大学校（2 週間） 

研修期間 8/8～ 2 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

高校生の頃から学習していた韓国語を実践的に学習し、今後の生活に活かしたいと考えた

から。また、私は卒論を書かないため、大学 4 年で、学習したことを今回のプログラムで発

揮したいと考えたため。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

韓国の文化に関心があったから。また、韓国語を第二言語として選択していたため、韓国を

選んだ。 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

なし 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

レベル分けテストと

面談を事前に行い、

研修先の先生が決め

る。 

Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

高い（難しい） 

Q.クラスの人数は？ ～15 人 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 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

寮の使い方、大学の案内、今後のスケジュールや、食事について 

 

Q.課外活動はありましたか？ ない 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

なし 

 

 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

問題集を解き、先生が回ってわからないところや間違っているところを教えてくれる。授業

は教科書の順に沿って行われる。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

教科書と問題集 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

ちょうどいい; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

最終日に行われた特講。韓国と日本の比較をあらゆる分野の視点から聞くことができた。 

 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

韓国料理体験。本場の料理を作り、異文化体験を行えた。 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

寮の部屋に不備がある部屋もあった。 

◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

その他; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

寮はロビーも広く、快適に過ごせた。 

 

 



◆寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

部屋;立地; 

Q.上記を回答した理由 

部屋も二人部屋で部屋にもよるが、綺麗であった。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

梅雨の時期に重なってしまったため、雨の日が多かったが気温は日本と変わらない。治安も

悪くなく、仁川は横浜のみなとみらいに似た雰囲気であった。 

◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

韓国人のバディと一緒に食事や散歩をした。 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

5－7 万 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

支給される食費以外 3 万、トイレットペーパーなどの日用品 1 万、洗濯代 2000 円、交通費

1 万円、お土産代 5 万円 

◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

語学力。韓国語の授業が多くあり、買い物など韓国語を話す場面も多いため、少しずつ理解

ができるようになった。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

国、文化が違くても同じ趣味や価値観を持った人に出会えれば仲良くなれること。韓国の学

生は日本語教員を目指している学生や夢に向かって日々勉学に励んでいた。語学を学習し

ている一人として同じモチベーションを持った人とは、学んでいる語学が違くても仲良くな

れることがわかった。 

Q.直面した問題は何ですか？ 

特になし 

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。 

韓国のバディと話すときは日本語で話すことが多かったため、韓国語で会話ができる能力

を身につけたい。 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

語学力。韓国のバディ学生は日本の文化に関心がある人が多いです。日頃の生活を些細な

ことでも関心を向けて、日本人であっても日本の文化を理解しておく必要があると感じた。 



Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

QCODE というアプリの登録 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

mysos のアプリ登録、pcr 検査の予約は研修先の大学が予約をしてくれた。 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

なし 

Q. 具体的に教えてください。 

 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

日本のお菓子などをもっと持っていけばよかった。ドライヤーの電圧を変えるものなどもあ

れば便利。 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

このプログラムは個人によって成し遂げたい目標や目的は異なるものだと感じました。私は

このプログラムで語学力よりも 2 週間共に過ごした神奈川大学の仲間、韓国人のバディ学

生との貴重な経験を得ることができました。このプログラムに関心を持った人は、まずは応

募してみるべきだと思います。私は大学四年生ですが、四年間で 1 番の思い出を作ること

ができました。 

Q．その他 

 



2022 年 協定校特別プログラム修報告書 

 

◆参加者情報 

学年 4  

学部 学科 経済学部 現代ビジネス学科 

研修先大学（コース名） 仁川大学校（2 週間） 

研修期間 8/8～ 2 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

自分の韓国語能力を図るため。また現地で韓国文化に直接触れることができると思ったか

ら。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

第二外国語で韓国語を学んでおり、研修で行くなら韓国と決めていたから。 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

なし 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

渡航前のレベルテス

トで初級と中・高級に

分かれた。 

Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

ちょうどよい 

Q.クラスの人数は？ ～15 人 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 

 

 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

バディと日本側学生の自己紹介、寮の使い方・生活に関しての説明、プログラムの説明 

 

Q.課外活動はありましたか？ ない 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

なし 

 

 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

授業のスピードや難易度は丁度良かった。先生の教え方も上手で、すべて韓国語での説明で

あったが理解できた。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

韓国語の文法に関する教科書とワークブックを一冊ずつ。 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

ちょうどいい;2，3 日に 1 度;30 分程度; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

ソンドツアーとインサドンでのチャプチェ作り。ソンドは中々観光で行く場所ではないと思う

ので研修で行けて良かった。料理体験は本場の作り方を知れて面白かったし美味しかった。 

 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

ソンドツアー。ソウルほど街が混んでなくて快適だった。 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

寮の使い方。他人と生活を合わせることや、ゴミ捨てに関するルールがあり適応するまで困

った。 

◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

その他; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

キャンパス自体が広く過ごしやすかった。 

 



◆寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

立地; 

Q.上記を回答した理由 

キャンパスの目の前で、ソンドの街中にもすぐにアクセスできる立地だったため。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

治安は良い。気候は豪雨や曇りの日もありそこそこ。 

 

 

◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

バディや日本の学生とショッピングや食事に行った。 

 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

5－7 万 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

ショッピング、食事 

 

 

◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

韓国語のリスニング 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

ソンドの生活 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

たまに韓国語が聞き取れない。 

 

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。 

自分の韓国語の能力が低いと感じたのでもっと勉強すべきだと感じた。 



Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

なし 

Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

大学に提出するコロナ関連の提出書類、韓国入国時に必要な Q-CODE の登録（Web)、

PCR 検査の陰性証明書、 

現在は必要はないが一応ワクチン接種証明書（アプリ） 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

日本入国時の MySOS の登録（アプリ）、PCR 検査の陰性証明書 

PCR は研修先が予約してくれた 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

なし 

Q. 具体的に教えてください。 

なし 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

なし 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

仁川大学校のプログラムは韓国語が学べるだけでなく、そのほかの活動も充実していて良

い経験になると思います。一度参加してみてください。 

Q．その他 

特になし 



2022 年 協定校特別プログラム報告書 

 

◆参加者情報 

学年 2  

学部 学科 外国語学部 英語英文学科 

研修先大学（コース名） 仁川大学校（2 週間） 

研修期間 8/8～ 2 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

オンラインでなく対面での実施されることを知り、現地で韓国人の友達を作りたいと思い参

加を決めた。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

元々韓国の音楽と文化に興味があったため。 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

プログラム前の、オン

ラインテスト(筆記と

会話) 

Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

ちょうどよい 

Q.クラスの人数は？ ～15 人 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 

日本のみ 

 

 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

大学の説明、プログラム詳細、キャンパス案内 

 

Q.課外活動はありましたか？ ない 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

 

 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

全て韓国語。１つの文法を学ぶ→ワークで問題を解いてみる→先生がチェックするの繰り返

しだった。先生も優しく質問もしやすかった。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

사랑해요 한국어 4(大体は韓国語で書いてあるけど多少日本語も入っていて理解しやすか

った) 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

ちょうどいい;毎日;30 分程度; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

会話の授業 

 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

仁川大学の学生とたくさん交流できたこと。スケジュール中はもちろん、1 日の予定が終わ

った後や土日もご飯を食べに行ったりソウルを案内してもらったり沢山話して遊んで、友達

になれたこと。 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

特になし 

◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

教室; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

教室しか利用していないためよく分からない。 

 



◆寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

部屋; 

Q.上記を回答した理由 

時間を気にせず共有スペースを利用することができ、友達とたくさん話せたため。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

到着後数日は酷い雨が続いたが、その後は基本的に晴れていた。 

 

◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

毎日友達と観光した。現地の友達にたくさん案内してもらった。 

 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

5－7 万 

 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

食事、移動費、お土産 

 

◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

行動力。多くの人と交流したかったため、プログラム中は常に自分から話しかけることを心

がけていた。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

韓国でのマナーや礼儀(個人旅行でなく、現地学生と一緒に行動したからこそ知れた点が多

かった) 

Q.直面した問題は何ですか？ 

特になし 

 

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。 

課題というより、もっと韓国語を学んでより深いを交流したいと思った。 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

自分がやりたい、食べたい、行きたいことを明確にしておくべき。現地の学生がやりたいこ

とを尋ねてくれた時に、はっきり言えた方がスムーズに進むと感じた。 



Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

英語または韓国語で陰性証明書を出してくれる場所で pcr 検査を行うこと。事前の q コー

ド登録をすることでスムーズに入国可能。 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

pcr 検査は事前に大学が予約してくれた。事前の mysos 登録をするとスムーズに空港を

出ることが可能。 

Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

なし 

Q. 具体的に教えてください。 

 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

特になし 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

積極的にプログラムに参加することが 1 番大事だと思います！自分から話しかけることが

友達を作る 1 番の近道です！あと準備は、少しずつでいいのでなるべく早く始めることを

おすすめします。 

Q．その他 
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◆参加者情報 

学年 3  

学部 学科 外国語学部 中国語学科 

研修先大学（コース名） 仁川大学校（2 週間） 

研修期間 8/8～ 2 週間 

 

◆参加理由 

Q．研修に参加しよう思った理由を具体的に 

韓国のエンタメや文化に興味があったことや、講義で韓国語の授業を履修していたことがき

っかけとなって夏季休暇に実際に現地での研修をしたいと考えたからです。 

Q.研修国・研修先を選んだ理由は？ 

2 週間の渡航プログラムでありながらも、宿泊費や研修費が免除という面が最大の理由で

す。 

 

◆空港からの移動について 

Q.滞在先までの移動方法 

研修先スタッフ/ホストファミリーのお迎え 

お迎えがありました。 

◆クラス分けについて 

Q.クラス分けの方法

について 

渡航前に zoom で

筆記と会話のテスト

が行われ、会話テスト

の際にクラスが決定

しました。 

Q.その結果ご自身の

レベルはどのくら

い？ 

ちょうどよい 

Q.クラスの人数は？ ～10 人 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 

全て日本人でした。 

 



◆オリエンテーション、課外活動について 

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。 

渡航 2 日目に行われたオリエンテーションでは、仁川大学の概要からプログラムの具体的な

スケジュール、更には韓国における外国人が気をつけるべき法律などについて丁寧に説明

がありました。 

 

Q.課外活動はありましたか？ ある 

Q.あなたが参加した課外活動を具体的に教えて下さい 

課外活動としては仁川市内観光、遊園地ロッテワールドの訪問、ハングル習字体験やソウル

観光ツアー、韓国料理(チャプチェ)作り、韓服体験が行われました。 

 

 

◆授業・学習内容について 

Q.指導教員について教えてください。 

基本的には韓国語で授業が進行されましたが、文法事項の説明は再度日本語でもわかりや

すく説明をしていただきました。グループワークやペアワークが多く、声に出して読むことや

話すことに重点を置いて授業が進められました。また、休憩時間には先生が「昨日どこへ行

ったか？」「今日のお昼は何を食べるか？」など日常的な会話に役に立つフレーズを教えて

くださるなど実用的な韓国語を教えてくれました。 

Q.授業で使用したテキストの名を教えてください。 

韓国の大学で短期研修で韓国語を学ぶレベル別の日本人向けの教材でした。 

Q.宿題の量はどのくらいでしたか？ 

少ない;2，3 日に 1 度; 

Q.興味深く参加出来た授業について教えてください。 

日々の韓国語授業です。授業が進むにつれ使える単語や文法事項が増え、自由時間の観光

の際にも使うことが出来ました。 

 

Q.研修中、あなたが最も楽しかった事・充実したことは何ですか？ 

最も楽しかったことは韓国の学生「バディ」の方との交流です。皆さん日本に興味がある学

生や、日本語を専攻的に学習していることから自由時間でも安心して行動することが出来ま

した。私たちが喜びそうな観光地や飲食店、ショッピングモールなどを事前にリサーチし連れ

て行ってくださったのでとても嬉しかったです。 

Q.研修中、あなたが最も大変だった事・困った事はどんな事ですか？ 

新型コロナウイルスへの感染を心配しながら行動をしなければならない点が大変でした。 



◆研修先環境について 

Q. 研修先の環境で「よかった」と評価できるところはどこですか？ 

その他; 

Q. 上記を選択した理由をお知らせください 

キャンパスが広々としていて、普段ビルのキャンパスで大学生活を送る私にとっては学校全

体的に新鮮でした。 

◆寮の環境について 

Q.滞在したホームステイ先・寮の環境でよかったと思うところ 

立地; 

Q.上記を回答した理由 

研修先である仁川大学の目の前に寮があるのでアクセスが良かったです。また、寮 1 階にコ

ンビニがあったり近くにスーパーや飲食店などが沢山あるので立地がいいと感じました。 

 

Q. 研修先・滞在先の治安および気候はどうでしたか？ 

到着日から梅雨に入りましたが、そこまで悪天候に見舞われることも無く過ごしやすい気候

でした。トラブルに巻き込まれることも無かったです。 

 

◆休日の過ごし方 

Q. 放課後、休日などのフリータイムの過ごし方はどのようにされていましたか？ 

放課後はスーパーやショッピングモールへの買い物に毎日出かけました。自由日が 2 日と

限られているので毎日授業が 17 時に終わってから基本的には出かけていました。また、バ

ディ学生の方とご飯を食べに行ったり買い物に出かけたりなどの交流も行いました。 

 

Q. 研修費用以外で、研修中にどのくらいお金を使いましたか？ 

5－7 万 

Q. 上記の内訳を具体的に教えてください 

PCR 検査費用が約 2 万程で、それ以外ではバスや電車、タクシーの交通費に 1 万円、食費

に 1 万円、お土産に 3-4 万円ほど使用しました。 

 

 

 



◆今後の課題と研修後の自己評価 

Q.研修に参加し伸びたと思う点は何ですか？ 

自分で行動する積極性だと感じます。研修参加前から航空券の予約や保険の申し込み、各

種提出書類、ビザ申請の準備から受け取り、韓国現地での PCR の予約など、なにかも自分

でやらなければならない点が多かったように感じますが、全て自分から行いこなすことが出

来ました。また、バディ学生や他大学の学生などにも自ら声をかけるなど積極性がより身に

ついたのではないかと感じます。 

Q.今回の研修で一番学んだことは何ですか？ 

言語はもちろんですが、学生との交流によって文化の違いを最も学びました。交通ルールか

らお金の支払い、ゴミの捨て方までこれまでのドラマや映画などからは知らない韓国を韓国

学生から学ぶことが出来ました。これは実際に現地に行かなければ知り得ることがなかった

文化だと思います。 

 

Q.直面した問題は何ですか？ 

韓国語能力が十分では無かったために、研修メンバーや韓国学生などに頼ってしまう面が

多かったことです。 

 

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。 

まずはもう一度韓国語を学び直し今よりも単語力や表現力をみにつける事だと思います。

今よりも勉強に励み次の機会には積極的に韓国語で会話ができるようになります。 

 

Q.研修に参加するにあたり、日本で準備すべきこと感じたことは何ですか？ 

必要最低限の韓国語表現と、社会情勢などを日頃から耳にしたり目にしたりしておくべきだ

と感じました。また、ある程度研修先付近の地図は見ておくべきだと思います。 

Q. 新型コロナウィルス関係で、出発前準備したこと（書類、アプリ等）について具体的に教え

てください。 

出発前にまずは「Qcode」と言われる韓国入国には必須の QR コードを必ず出国前に発行

しなければなりません。パスポート情報から出国前の PCR 陰性の結果用紙のアップロード

までかなり詳細的な情報を打ち込む必要があります。また、提出の必要はありませんでした

が念の為に 3 回分のワクチンの英文接種証明書を発行してもらいました。 

Q. 新型コロナウィルス関係で、帰国時に準備したこと（検査予約、書類など）について具体

的に教えてください 

帰国前に「mysos」という日本入国の際に必ず必要となるアプリのインストールをしました。

日本入国日や韓国出国前の PCR 検査情報などを入力するものです。PCR の検査予約に

関しては、寮のすぐ近くにある PCR 検査場を研修先大学の方で既に予約していただいて

いたのでこちらですることは特にありませんでした。 



Q. ホームシック・アクシデント・怪我・病気はありましたか？ 

あり 

Q. 具体的に教えてください。 

出国 2 日前に中耳炎に罹ってしまい完治しないまま研修へと向かいました。幸い到着後 3

日で完治しましたが、万が一のために現地での病院などを調べたりしました。 

Q. 日本から持っていけばよかったと思ったものはありましたか？ 

バディ学生へのプレゼント(お菓子やキャラクターグッズなど日本ならではもの)をもっと持

っていけば良かったと思います。本当にバディ学生は日本が好きなので、ちょっとしたお礼

を渡すのにもっと持っていけばよかったと感じました。 

 

◆その他 

Q. これから参加する学生へのアドバイス 

私はこれまでの大学生活は入学時からのコロナのせいで何も大きなことは出来ませんでし

たが、韓国語のレベルが十分でなくとも最後のチャンスで何かをしたいと思い参加をしまし

た。コロナウイルスの世界的な流行で日本でも韓国でも起こった感染拡大など不安なこと、

ビザの取得が難航し一度は研修参加を諦めたことなど渡航前は大変な出来事しか無かった

ですが、プログラムに参加するとそのような出来事も忘れるような今までの学生生活で一番

いい経験を今回させて頂きました。 

韓国に興味のある方で夏季休暇に何かしてみたいと考える方、まずは志望理由とパスポー

トを準備してもらいたいです。絶対に一生の経験になると思います。 

Q．その他 

 

 



 


	2022年協定校特別プログラム報告書（仁川）（HP掲載用）
	仁川写真

