※

帰国後15 日以内に提出してくださ
い。

九州大学海外派遣留学生 最終報告書

※

提出された情報は、海外留学HPに
掲載します。（色のついた部分は掲
載しません）

留学先大学名
留学先学部名（またはプログラ
ム名）

留学期間

高麗大学

）

交換留学
2012 年 2 月

学部／学府・年次

～ 2012 年 12 月

文学部／学府

留学により卒業または修了が遅れる見込みの有無とその期間

遅れる見込みの方は
その理由を書いてくだ
さい
（NO.に○印をつける）

（国名： 韓国

有 ・ 無

3 年次～

（期間：

4 年次

1年

）

①．４年次に留学したため ２．単位が不足するため ３．新卒で就職したいため
４．その他（具体的に記入）

卒業を遅らせないため
にどのような配慮や工
夫をしましたか？

進路の予定
前項で１と答えた方
は、就活時期と方法を
教えてください（予定を
含む）

①．就職 （ 時期： ４月から ／（ 2014
２．大学院進学（
大学
３．その他（具体的に：

）年 （

4

）月から）
学府/研究科

）
）

2013 年 1 月に日本に帰国してから就職活動

進学先や就職先の選定に、留学経験が影響しましたか？

はい、
影響すると思います。

留学経験は就職活動の際に役立ちましたか？

はい、とても役に立つと思います。

１．留学先大学について
授業（カリキュラ 交換留学生なので、好きな授業を何でも受講することができます。
ム等）の概要に 高麗大学では、交換留学生が無料で語学堂に通えるシステムはないので、正規の授業
ついて
の中にある韓国語の授業を受講する形です。以下に概要を説明します。
文法の授業・・・月～木の 2：00～3：15
作文の授業・・・火，木の 3：30～4：45
読解の授業・・・月，水の 3：30～4：45
メディアの授業・・・火，木の 3：30～4：45
会話の授業・・・月，水の 3：30～4：45

留学先大学のサ 語学面のサポートとしては、上に書いたような交換留学生用の韓国語の授業があると
ポート体制につ いうことだと思います。また、前期の授業が終わったら 7 月に、後期の授業が終わったら
いて
1 月に、約1 ヵ月間無料で受けられる韓国語講座があります。これは、授業で終わらなか
（語学面／勉学 った教科書の残りの部分を習うという形でした。
面／精神面／住
居・生活面など）
住居面では、留学前に高麗大学に住居の紹介を頼んだ際、住居探しに便利なサイトを
送ってくれました。そのサイトには、高麗大学の近くにあるコシテル、コシウォンがたくさ
ん紹介してあり、設備や位置なども載っています。日本語でも閲覧できるため、知りたい
情報を簡単に得ることができ、とても重宝したサイトです。

留学先大学に対 韓国には協定校がたくさんありますが、その中でも高麗大学を選んで本当によかった
する感想
と思っています。理由はたくさんあるので、下に箇条書きで紹介します。
・建物がきれい
高麗大学の校舎のほとんどは、まるでヨーロッパの建物のような外見でとてもかっこい
いです。中にはとても近代的な建物もありますが、全体的にとても景観がいいです。トイ
レの数も多く、中もきれいです。
・設備がいい
高麗大学の設備は、さすが有名私立というだけあってとても素晴らしいです。まず、百
周年記念館というところに、24 時間利用できる大きな自習室があります。高麗の学生は
本当によく勉強するので、テスト期間になると深夜になっても学生で溢れています。大き
な図書館にも広い自習室があるので、勉強するのに快適な環境があると言えます。
また、その建物の 2 階には、学校にある DVD を見られるスペースもあります。韓国の
映画はもちろん、洋画や邦画も無料で見られるのでお勧めです。
学校の敷地内には、コンビニ、飲食店、カフェ、銀行、郵便局などが揃っています。
・学園祭や高延戦の盛り上がり
高麗大学の応援団が活躍するのが、この２つの行事なのですが、応援が本当にすご
いです。学生が一丸となって歌い、踊り・・・すごい熱気と団結力を感じることができます。
1 日中お祭りモードで盛り上がる、本当に楽しい行事です。

同じ大学への留 私たち交換留学生が通うキャンパスは、高麗大学駅より、隣のアナム駅（安岩駅）の方
学を希望する人 に近いので、アナム駅の近くに家を借りることをお勧めします。アナム駅周辺はまさに大
たちへのアドバ 学生の街という感じで栄えており、住んでいてとても便利でした。
イス
また、高麗大学の寮である CJ は、新しいため中が綺麗で、設備も整っています。しか
し、とても急で長い坂の上にあるのが難点で、毎日あの坂を行き来するのはかなり大変
だと思います。慣れれば大丈夫だと聞きましたが、2 学期目になる機会にほとんどの日
本人留学生はアナム周辺のコシテル等に引っ越していました。だから私は、寮ではなく
コシテルや下宿に住むことをお勧めします。

２．事前手続き（ビザ申請など）
ビザの種類

D-2

ビザ申請先

福岡の韓国領事館 （Yahoo ドームの横にあります）

必要書類、手続
き方法

手続きに要した
時間
その他必要な事 ・海外保険への加入
前手続き
・パスポート作成

３．日常生活
日 常 生 活 の 概 毎日（月～木）韓国語の授業が 14時から17 時まであり、その前後に自分の好きな授業
要、感想
を入れられます。
食事に関しては、学校の周りに安くておいしいお店がたくさんあるので、1 日 1 回以上
は友達と外食していました。韓国の少し辛めのインスタントラーメンに、玉ねぎやマンド
ゥ、卵などを加えて調理することも多かったです。とても美味しくなるし、辛さも和らぐので
お勧めです。
金曜日から日曜日までの 3 日間は、遊びに行ったり、カフェに行って勉強したり、少し遠
出したりと、忙しくもとても楽しく過ごしました。韓国には可愛くて個性的なカフェがたくさ
んあり、そこで勉強など自分の作業をしている人がとても多いです。私も頻繁にカフェに
行き、毎回とても有意義な時間を過ごせました。また、ソウルには有名な観光スポットや
美味しいごはん屋さんが本当にたくさんあるので、毎日色んなところに行って、全く生活
に飽きませんでした。新しい発見や感動が多く、とても楽しく充実した毎日を送ることがで
きました。
生活費（月額）及 生活費計
7 万 円／月
びおおよその内
訳（円換算で）
（生活費内訳）住居費： 28,000 円、 光熱水料： 0 円、 通学費：
0
食費； 31,000 円、 電話代： 800 円、 インターネット代： 0 円、
書籍代：
4,000 円
その他：（具体的に） 交通費： 3,000 円 飲み会代： 5,000 円

円、

学費・寮費以外に大学へ納入するもの（あれば）
円
（徴収された費用の名目を具体的に：
）
日本から持参し ・ノートパソコン
た方がよいもの ・変換プラグ 2 つ以上 （変圧器はなくても生活できるが、あった方が安心）
（ＰＣや変圧器等 ・常備薬 （韓国の市販の薬は少し強いと聞いた。また、薬はもちろん目薬や湿布など
の要不要も）
も、薬局に行って処方してもらわなければならない。）
これから留学す ソウルには美味しいごはん屋さんや観光スポットがたくさんあるので、ぜひ色んな場所
る人への、日常 に出かけてみてください。お気に入りのお店や街がいくつもできると思います。
生活（治安対策を また、勉強やレポートをするときには、カフェを利用してみてください。韓国には、何時
含め）に関するア 間もカフェにこもり自分の作業をする人が多いので、店員の目を気にせず思う存分集中
ドバイス
できるのでお勧めです。

お金の管理や受
け取り（銀行口座
開設や海外送
金，またはクレジ
ットカード持参な
ど）について，貴
方の留学先国で
最も適当な方法
を 教え て く だ さ
い。

韓国はコンビニやパン屋さんやカフェなど、どこででもカード支払いが可能なので、カ
ードはとても便利だと思います。
私は、新生銀行というワールド銀行で口座を作り、そこに日本からお金を振り込んでも
らっていました。新生銀行のカードは、韓国にある ATM のうち、“Global ATM”と書いてあ
る機械でのみ使用できるのですが、銀行に行けば必ず１台以上はあるので、どこにいて
も気軽に出金することができ、とても便利でした。送金という方法もあるのですが、そうす
ると手数料が 2,000 円以上かかっていしまうそうなのでお勧めしません。

４．住居、生活環境
住居の種類（○印

・寮 ・ホームステイ ・民間アパート ・その他（

コシテル

）

をつける）

住所／
電話番号

Seoul , Seongbuk-gu , Anam-dong , 5ga ,102-36
New Gen Goshitel

費用（月額）

約 28,000 円 / 36,000 ウォン

どのようにして見 前学期まで高麗大学に留学していた先輩がお勧めしてくれました。
つけたか
先ほど書いたコシテル・コシウォンの紹介サイトにも写真付きで載っています。

次期留学生に推 推薦できます！
薦で きる か どう このコシテルは、なんといっても場所が最高です。交換留学生が通うアナムキャンパス
か、およびその から近く、アナム駅から徒歩 5 分ととても便利な上、学生がよく通るメイン通り沿いにある
理由。
ため、夜まで明るく安心です。周りに飲食店やカフェ、カラオケなどがたくさんあります。
値段の割には綺麗で、生活に不便しません。シャワーやトイレがついている部屋
（48,000 ウォンくらい）も付いてない部屋（3，6000 ウォンくらい）もあるので、好きな方を選
べます。ちなみに私は付いていない部屋だったので、トイレとシャワーは共同でした。た
まに汚い日があったり、混んでいてしばらく待たなければならない日があったりして不便
な思いをしたので、シャワートイレ付の部屋をお勧めします。
留学生活を送る
上で次期留学生
に伝えたい地域
情報、生活情報

５．準備段階や留学中に役に立ったウェブサイト
サイト名
コネスト

ＵＲＬ

コ メ ン ト

ソウルナビ

６．その他の特記事項

