※

帰国後15 日以内に提出してくださ
い。

海外短期プログラム参加者 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

梨花女子大学校 （이화여자대학교）

参加プログラム名

Summer Special Program （Summer Session Ⅱ）

プログラム期間
学部／学府・年次

30 年

8月

（国名：韓国）

～

30 年

8月

経済学部

協定に基づく授業料免除の有無 →

３年次

有
○

無

「有」の場合、免除額を記入してください（

航空運賃はいくらかかりましたか？ （

参加に要した費用

1,900,000 KRW）

¥34,650 （大韓航空、釜山経由） ）

その他相手先大学に納入した費用を具体的に記入してください（例：教材費、宿
舎費、オプショナルの見学旅行など）
申請料：100,000 KRW（免除）
授業料：1,800,000 KRW（免除）
教科書：26,000 KRW（クラスによって誤差あり）
寮費：480,000 KRW（２人部屋）
Activities Fee：100,000 KRW
Field Trip Fee：170,000 KRW
本来は申込時に全ての費用を送金するのですが、その時点では Field Trip に参
加するかどうか未定だったため、大学に連絡してプログラム初日に現金で支払
うようにしてもらいました（クレジットカードは不可）。
Activities Fee は平日午後の文化体験などの費用
Field Trip Fee は第１週目の金、土に行くオプショナルツアーの費用
英語ではなく韓国語を勉強したかった
ソウルに行きたかった

このプログラムを選ん
だ理由
この２つの条件の中で１番レベルの高い大学が이대でした。

進路の予定

１．就職 （ 時期： ４月から ／ （
２．大学院進学

）月から）

3 ．その他（具体的に：就職か大学院進学か未定）
○
E

A

１．参加プログラムと大学について
プログラム（カリ 参加者は約 120 人、女子が約 9 割、日本人が約 7 割でした。
キュ ラム等）の
プログラム期間中、土日や休日があったので授業があったのは８日間だけでした。
概要について
午前中は韓国語の授業を行いました。１限が 9：00〜10：15、２限が 10：30〜11：45 で、
４つのレベルに分かれて行いました（レベル１,２が８割、レベル４は８人）。７月末に文
法と読解のオンラインテスト、プログラム初日にスピーキングテストを受け、この結果
をもって授業のレベルが分けられました。
午後の前半（13：30〜15：00）は 8 日中 4 回、韓国の文化、歴史、経済などについて学
ぶ特別授業がありました。全部英語のコース、日本語３回,韓国語１回のコースどちら
かを選択しました。
後半は 8 日中 6 回フィールドトリップを行いました。国立博物館の見学、マンマミーア
２、伝統舞踊、伝統芸能、伝統料理、K-POP ダンスを体験しました。

主催大学のサポ
ート体制につい
て
（語学面／勉学
面／精神面／住
居・生活面など）

Peace Buddy というチューター役が留学生２〜３人に１人ついてくれました。プログラ
ム開始の１週間ほど前にその人から連絡がきて、あらかじめコミュニケーションを取
ることができました。このPeace Buudyはほぼ全員英語が上手で、サブとして日本語、
中国語、ヨーロッパの言語などを話せる人がいました。
自分は Buddy と密に連絡を取っていたのでプログラム期間中、一緒に食事をしたり街
に出たりしました。ただ Buddy とは何もしなかったという人もいたので、自分から積極
的にコミュニケーションを取ることをお勧めします。

プログラムおよ 全体を通して非常に満足しています。
び大学に対する
韓国語の授業は自分のレベルに合ったクラスに振り分けられるので有意義な学習が
感想
できました。初級は単語や基本文法、中級は多様な表現方法を学び、上級は討論が
中心でした。
午後の特別授業やフィールドトリップは、このようなプログラムに参加しないと味わえ
ない経験でした。韓国の伝統を感じる良い機会になりました。
キャンパスについても満足しています。ECC という近代的な建物の中に、カフェ、レス
トラン、コンビニ、雑貨屋、書店、化粧品店、図書館、映画館、トレーニングセンター、
銀行など、なんでも揃っていました。

同じプログラム 自分で明確な目標を持って参加することをお勧めします。
を希望する人た
ちへのアドバイ 私は韓国語の学習という目的で参加したので、現地でも韓国語で会話することを意識
していました。夕食などを日本人参加者と共にすることもできたのですが、そうすると
ス
日本語での会話になってしまうので、夕方はほぼ毎日近くの日韓交流会に通って韓国
語を話していました。
日本人の友達が欲しいという人は日本人どうし仲良くすれば良いですし、外国人の友
達が欲しいという人は日本人以外の参加者に英語で話しかければ良いと思います。
中には遊びが目的という人もいたので、自分が何のために参加するのかを忘れずに
おくと有意義に過ごせるかと思います。

２．事前手続き（ビザ申請などが必要であった場合）
ビザの種類
ビザ申請先
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
前手続きがあれ
ば記入してくださ
い
３．日常生活
日 常 生 活 の 概 食事に関しては、全員揃って食事をするというのはないので各自で対応しました。
要、感想
私は、朝ごはんは前日にコンビニなどで買っておきました。中には朝ごはんを食べて
いない人もいました。
お昼は仲良くなった人たちと、キャンパス内で食べたり、外に出て大学の近くで食べた
りしました。キャンパス内にも大学の近くにも、カフェやレストランがたくさんあるので、
毎日違う味が楽しめます。
泊まったのは i-house という寮でした。A〜D まであり男子学生も女子学生と同じ建物
（階）に泊まりました。部屋にはトイレ、シャワー、エアコン、冷蔵庫が完備されていて、
各階にキッチンと女子トイレがありました。
B 塔の地下２階にはランドリー、トレーニングルーム、コンピュータールーム、キッチン
（大きめ）、自習室がありました。
門限はないです。

生活費（全期間） 計 500,000 KRW
及びおおよその 食費は、平日約 20,000 KRW/日、週末はもう少し増えたので、期間中合計で約 400,000
KRW でした。
内訳
その他生活品、交通費などで約 100,000 KRW といったところです。
日本から持参し （一応韓国でも買えます）
た方がよいもの ・プラグ変換器
（ＰＣや変圧器等 日本の形状は A タイプだが、寮は先が丸い C タイプ
・変圧器
の要不要も）
韓国は２２０V なので、対応している電化製品（ドライヤーなど）が必要
・PC は特に必要ないです。
日常生活（治安
対策を含め）に
関するアドバイ
ス

大学内にカフェ、レストラン、コンビニ、雑貨屋、書店、化粧品店、図書館、映画館、ゲ
ームセンター、トレーニングセンター、銀行などなんでも揃っています。大学からの徒
歩圏内にもカフェ、レストラン、ドラッグストア、コンビニ、マートなどあるのでとても便
利です。また女子大ということもあり、大学の前にファッション通りという服屋が並ぶ通
りもありました。
門限はありませんが、夜 11：00 以降は寮の近くにある後門が閉まってしまいます。

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。

上にも書きましたが、プログラム費用は基本的には申込時に全額送金します。でも交
渉すればけっこう融通が利くので分からないことがあったら直接聞いてみるのがいい
と思います。
クレジットカード（またはデビット）はあった方がいいです。韓国は高度な EC 社会なの
で、ほとんどの方が百貨店だけでなくコンビニでもカードで支払います。せっかく韓国
に行くのであればその文化を実感するのも良いと思います。
割り勘もカードでできます。

４．宿舎、生活環境
宿舎の種類（○印
をつける）

立地

・ 大学の寮
○

・ホテル・その他（

）

大学が駅（이대역）から歩いて５分くらいの所にあるので非常に楽です。寮も正門か
ら遠くはないです。
新村（신촌）は延世大学校（연세）、梨花女子大学校（이대）、西江大学校（서강대）とい

った有名な大学が集まっているので、とてもにぎやかな学生街になっています。
地下鉄２号線が通っているのでどこに行くにも非常に便利です。
伝えたい地域情 洗濯機、乾燥機はそれぞれ１回 500 KRW です。現金でも洗濯用カードでも使えます。
現金の場合、500 KRW を捻出するのはけっこう大変なので、両替する時に 1000 KRW
報、生活情報
や 5000 KRW をくずしておいてもらうといいと思います。
５．その他の特記事項
カカオトーク、ネイバーマップ or カカオマップ、地下鉄路線図などは前もってインストールしておくのをオ
ススメします

