※

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

（国名：

韓国

）

交換留学生
2015 年 3 月

～

学部／学府・年次

2015 年 12 月

文学部

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

４年次
有

（期間：

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
○
遅れる見込みの方は め
その理由を書いてくだ ４．その他（具体的に記入）
さい
（NO.に○印をつける）

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

特になし

1 ．就職 （ 時期： （ 2017 ）年 （
○
4 ）月から）
２．大学院進学（
大学
３．その他（具体的に：

学府/研究科

）
）

前項で１と答えた方
は、就活時期と方法を
帰国して、2016 年春から日本で就職活動を始める予定。
教えてください（予定
を含む）
留学経験によって選択肢が広がると思
進学先や就職先の選定に、留学経験が影響しましたか？
う。
留学経験があることは就職活動の際強
留学経験は就職活動の際に役立ちましたか？
みになると思う。
１．留学先大学について

授業（カリキュラ  基本的に週 2 日(1 日 75 分)、3 単位。
ム等）の概要に
 交換留学生は、医学部以外のどの学部学科の授業も選択できる。（ただ、一部の必
ついて
修授業や専攻授業で、選択できないものも有り）
 留学生を対象にする韓国語の授業が学部の教養科目の中に有る（無料で語学堂に
通えるシステムが無い）。
総合・文法（週 4 日）、会話（週 2 日）、読解（週2 日）、作文（週 2 日）、メディア韓国語
（週 2 日）。すべて、初級・中級・上級のレベル分けがされている。
 授業の申請はインターネットで行う。基本的に定員越えになると受講できない。た
だ、交換留学生は先生の許可がもらえると特別に受け入れてもらえる（韓国語と体
育の授業以外）。
 英語での授業も豊富にある。

留学先大学のサ  交換留学生への基本的な連絡（授業申請の方法、成績確認の方法など）は高麗大
ポート体制につ
学の国際支援センターからメールで送られる（英語）。また、直接出向くと、英語・韓
いて
国語で対応してもらえる。
（語学面／勉学
 語学面は、上記のとおり、韓国語の授業が充実している。
面／精神面／住
夏休み、冬休みにも１カ月の韓国語の授業があり、申請すれば無料で受講できる。
居・生活面など）
学期中に終わらなかった教科書の内容を学習する。
 KUBA という交換留学生の生活支援を目的にする団体があり、自動的に加入され
る。留学生4～5 人に韓国人1 人のグループも作られ、担当の韓国人が高麗大学で
の生活について教えてくれる。また、KUBA の活動に参加すると、韓国人、その他
の留学生と友達になれる。
 寮は学期、長期休暇毎にインターネットで申請するが、寮に入れる学生と、定員越
えで入れない学生が居た。

留学先大学に対  私立大学ということもあり、設備が揃っていた。
する感想
図書館以外にも、２４時間利用できる学習室や、コンピュータ室があり、学習環境が
充実していた。また、校内にコンビニ、郵便局、銀行、飲食店、カフェがあり便利だ
った。
冷暖房が完備されていて、寒い韓国の冬も建物の中は暖かかった。
 学校が綺麗だった。
外観はヨーロッパの建物のようでかっこよく、建物の中もきれいに掃除がなされて
いて良かった。
 KUBA や国際支援センターの活動が充実していて、留学生活で困ったことや疑問点
がある場合も、すぐに解決できた。
 医療共済(近くの病院を安くで利用できるシステム)など、正規入学生が利用できる
サービスを、交換留学生は利用できないことが時々あったのが残念だった。

同じ大学への留
高麗大学は、留学生の受け入れ態勢が充実しています。KUBA や国際支援センタ
学を希望する人 ーを十分に活用すれば、生活するうえで困ることはないと思います。ただ、韓国人の
たちへのアドバ 知り合いを増やしたいと思う場合は、より積極的にならないといけません。高麗大学
イス
は留学生が多く体系的に受け入れている反面、留学生同士で固まってしまう場合が多
いです。サークル活動をしていた友人は韓国人の知り合いが多かったように思いま
す。
授業は、日本での講義型の授業とは異なり、グループ発表、個人発表、討論が多い
です。最初は戸惑うかもしれませんが、周囲の助けを借りて頑張ってください。
寮は選考から外れる場合もあると考えておいてください。去年までは1 年間継続して
住める場合がほとんどでしたが、2015年度から1学期目の学生が優先されるようにな
ったので、後期からほかの場所に住まないといけない学生が多かったです。ワンル
ーム、コシウォン、下宿など様々な形態があるので、自分に合うものを選ぶといいと
思います。

２．事前手続き（ビザ申請など）
ビザの種類

D2

ビザ申請先

韓国領事館（ヤフードームの近く）

必要書類、手続 必要書類
き方法
 入学許可証
 残高証明（1 年の場合 100 万円以上、英文）
 在学証明書（九州大学）
 パスポート
 証明写真（カラー）
 申請書（領事館で作成）
平日の 9:00～11:00 のみ申請可能
手続きに要した 1 週間後に受け取り可能
時間
その他必要な事  海外旅行保険への加入
前手続き
 寮を申請する場合、健康証明証（高麗大学が指定する様式）とワクチン受診証明を
提出。

３．日常生活
日 常 生 活 の 概 平日は、午前中に専攻の授業を聞いて、17 時からの韓国語の授業が始まるまで課
要、感想
題をしたり、授業の復習をしたりした。休日は、発表やテストの前には準備をし、余裕
があるときはソウルの他の地域に行って買い物や観光をした。長期休暇の時は、遠
出をして地方巡りをした。
学期中は思ったよりも課題に追われる日が多く、また、お金の制限もありあちこち行
くことが出来なかった。
学校でも勉強スペースが多いが、友達と集まって勉強するときは、話もできるカフェ
で勉強することが多かった。韓国のカフェは長居しても大丈夫なので勉強目的でよく
利用した。

生活費（月額）及 生活費計
95,000
円／月
びおおよその内
訳（円換算で）
（生活費内訳）
住居費： 48,000 円、 光熱水料：
0 円、 通学費： 0 円、
食費： 30,000 円、
電話代： 1,000 円、 インターネット代： 1,200 円、
書籍代：
1,000 円
その他（具体的に）：
交通費： 2,500 円
洗剤、トイレットペーパー、化粧品等： 5,000 円
旅行、踏査等： 10,000 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
（ＰＣや変圧器 
変圧器は不用（パソコンの充電器等は韓国の電圧にも対応している。）
等 の要不要も）

）

これから留学す
トイレットペーパー、洗剤、シャンプー・リンス等が、日本よりも高かったです。セー
る人への、日常 ルは割引ではなく 1つ買ったら1つ付いてくる（1+1）という方法を取っています。友達と
生活（治安対策 共同購入するのが良いと思います。
を含め）に関す
夜女性が一人でタクシーを利用すること、女性一人で地方旅行をすることは避けた
るアドバイス
方がいいと聞いていたので、私はしませんでしたが、友達はしていました。
携帯電話は、韓国で作った方がいいです。様々な会員登録や割引が携帯電話のメ
ッセージ機能を通して行われます。

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。

高麗大学の最初のオリエンテーションでハナ銀行の口座を作った。これはチェックカ
ード（デビッドカード）機能も付いていて、カード支払いもできる。韓国ではカード支払
いをする人が多かった。
私は、留学中に使うお金を現金で持っていき、レートの良い場所で両替してハナ銀
行の口座に入れたが、口座ができるまでに１カ月かかり、その間現金を持っていない
といけず、不安だった。
友達は、韓国でも引き下ろせる口座を日本で作り、そこから定期的に引き下ろしてハ
ナ銀行の口座に入れていた。これが一番いいと思う。

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（
○

下宿

）

をつける）

住所／
電話番号

寮：145, Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, Korea

費用（月額）

寮： 2 人部屋―395,000Won（42,000 円程度）、3 人部屋―220,000Won（24,000 円程度）

下宿： 67-330, Jegi-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea

下宿（1 人部屋）：450,000Won（48,000 円程度）
どのようにして 寮：高麗大学から申請の案内が来た。
見つけたか
下宿：高麗大学生のコミュニティサイトに家さがしのコーナーがある。ここには、下宿
だけではなく、ワンルーム、コシウォンの案内もある。
（http://www.koreapas.com/bbs/zboard.php?id=house ）

次期留学生に推
留学生用の寮は新しく綺麗です。バスルームの清掃が週1 で入ります（バスルーム
薦できるかどう は 1 人部屋でも他の 2 人部屋の学生と共有）。ただ、急な坂の上にあり、毎日の通学
か、およびその が大変だったり、駅や学生街まで遠かったりします。
理由。
私は、下宿をお勧めします。下宿は1 人部屋で、平日の朝夕ご飯も付いてきます。ま
た、韓国人の知り合いもできます。ただ、管理する人との相性で生活が左右されるの
で、直接会ってから決める必要があります。
留学生活を送る  クーポンのサイトを利用すると、観光地の入場券も安く手に入ります。
上で次期留学生  高麗大学前の学生街は比較的小規模でほとんど飲食店なので、他の繁華街（新
に伝えたい地域
村、大学路、建大、梨泰院、江南など）などに出かけることも楽しみの一つだと思い
情報、生活情報
ます。

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
KUPID
고파스
ブラックボード
高麗大学図書館
NAVER
NAVER 辞書
コネスト
ソウルナビ
KOBUS
KORAIL
쿠팡
위메포
티몬
Mango Plate

ＵＲＬ
http://portal.korea.ac.kr/
http://www.koreapas.com/bbs/main.php
https://kulms.korea.ac.kr/
http://library.korea.ac.kr/
http://www.naver.com/
http://dic.naver.com/
http://www.konest.com/
http://www.seoulnavi.com/
http://www.kobus.co.kr/
http://info.korail.com/
https://www.coupang.com/
http://www.wemakeprice.com/
http://www.ticketmonster.co.kr/
http://www.mangoplate.com/

コ メ ン ト
高麗大学のポータルサイト
高麗大学生のコミュニティサイト
2015 年～授業の案内を確認
図書検索、予約など
韓国 1 の検索サイト
NAVER の辞書。用例が多い。
観光情報（日本語サイト）
観光情報（日本語サイト）
高速バス予約サイト
鉄道予約サイト
クーポンサイト
クーポンサイト
クーポンサイト
飲食店検索

６．その他の特記事項

