
短期研修報告書 
記入｜ 2015年 8月 

所属＆学年｜ 国言 M１年生 
 

留学先大学（国名） 梨花女子大学（韓国） 

短期研修のプログラム名 Ewha International Summer College (Session 2) 

留学した期間 2015年 8月 5日 ～ 2015年 8月 21日 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、語学対策など） 

ハングルを少し勉強しました。 

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流など） 

午前中は韓国語の授業で、午後は英語で韓国文化の講座とフィールドトリップでした。 

色々な国籍の学生同士と一緒に勉強しまして、たくさんの人と友達になれました。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、持参して良かったものなど） 

寮は快適で、安全でした。寮の宿泊費とフィールドトリップの参加費は現金で払いますので、十分な現金を持った方

がいいです。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

安全だと思います。 

 
５．留学を終えて感じること＆留学を考えている学生へのメッセージ 

楽しい１７日間でした。様々な国の人と出会ったし、色々見学できるし、とても充実したプログラムでした。 

 
６．研修費用（さしつかえなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空運賃＆ビザ申請料 29000円  

海外旅行保険 3000円  

授業料（教材費含） 0円  

滞在費（寮費など） 60000円  

食費 50000円  

交通費 3000円  

その他（小遣い、通信費など） 2000円  

計       147,000円 

以上 
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短期研修報告書 
記入｜ H27年 ８月 

所属＆学年｜ 文学部 １年生 
 

留学先大学（国名） 韓国 梨花女子大学校 

短期研修のプログラム名 International summer college sessionⅡ 

留学した期間 H27年８月５日 ～H27年８月２１日 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、語学対策など） 

海外留学室の先生におすすめされて参加を決めました。 
 

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流など） 

思っていたよりもスケジュールがぎっしりで忙しかったです。1 日中休みの日は 3 日しかな
かったです。韓国語の授業は、どのクラスも楽しそうで、割と少人数なのでクラスの人と仲良
くなれます。また、日本人もたくさん参加しているので、寂しくなることはないと思います！ 
来年からのスケジュールがどうなるかわかりませんが、安東でのフィールドトリップは予想
外に頭から全部本気で川に入りました。（笑）ぬれてもいいサンダルで行くのがおすすめ！ 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、持参して良かったものなど） 

梨花女子大学の周りは何でもあるので、正直ショッピングはそこで十分なくらいでした・・・！
ただ、学校周りでわりとカードよりも現金を要求されることが多くて、現金をあまり持って
きていなかった人は大変そうでした。また、教室が冷房で寒いことが多かったので、上着をも
っていってよかったと思いました。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

特にありません。日本と同じように、危険なことをしなければ大丈夫です。  
 

 
５．留学を終えて感じること＆留学を考えている学生へのメッセージ 

17日間は意外とあっという間です。でも、旅行と違って海外での生活はどういうものか
少し知ることができます。これから長期を考えている人も、お試しとして行ってみるとい
いと思います！ 
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６．研修費用（さしつかえなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空運賃＆ビザ申請料 ４５０００円 パスポート代も入れて 

海外旅行保険 ５０００円  

授業料（教材費含） １７００円  

滞在費（寮費など） ７００００円 寮費とフィールドトリップ代 

食費 ４００００円  

交通費 ２０００円  

その他（小遣い、通信費など） 円  

計       20万円 

 

自由記述欄 ＊現地のおすすめ情報や留学エピソードなどご自由にご利用ください。写真添付なども歓迎します。 

 ↓↓↓ 
わたしは、現地のコンビニとかで売っている Wi-Fi カードを買って使おうと思って Wi-Fi を用
意していかなかったのですが、寮の中でその Wi-Fi が繋がらなかったのであきらめました。た
だ、寮の中の Lounge は Wi-Fi が使えるので、私のような人は夜になるとそこに集まってきて
のんびりしてました。そこで友達とおしゃべりしたりして、それも楽しくていい思い出です。あ
と、街中の FreeWi-Fi で意外と生活できます！安東のフィールドトリップは、潔癖症の人にと
ってはなかなかつらい内容になっていると思います、、、笑 フィールドトリップは 2 回まで欠
席できるので、欠席している人もいました。 
 
以上 
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短期研修報告書 
記入｜ 2015年 8月 

所属＆学年｜ 法学部 3年生 
 

留学先大学（国名） 梨花女子大学 

短期研修のプログラム名 Ewha International summer college session2 

留学した期間 2015年 8月 6日 ～ 2015年 8月 20日 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、語学対策など） 

応募のきっかけは、長期留学に行く前のステップとして、一定期間海外で学ぶという経験を
してみたかったということと、春休みにプライベートで韓国に旅行に行った際に梨花女子大
学を訪れていて、こんなところで勉強してみたいなと思っていたということから。 
申し込み手続きは思っていたより大変で苦労した。一人だと不安だったので、一緒のプログ
ラムに行く子と情報を交換し合って進めていった。 
韓国語を学んだ経験は全くなかったけど、授業に楽しく取り組めた。事前に勉強してなくて
も問題は無かった。 

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流など） 

授業は平日の 9 時から 12 時で韓国語のレベルごとにクラス分けされるし、韓国語と英語で
分かりやすく教えてもらえる。研修を通していろんな人と仲良くなれるし、大学のスタッフ
もいい人達ばかり。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、持参して良かったものなど） 

寮は比較的きれいで、ラウンジなどで Wi-Fi も使えるので過ごしやすい環境だった。ウォー
ターサーバーがあるので飲み物には困らなかった。食事が変わるので多少の腹痛はあったが、
それ以外は問題なかった。日本とくらべると湿気が少なくて過ごしやすいが、8月なので時期
的にも熱中症対策は必要。日本よりも野菜を摂取する機会が少ないので自分は野菜のサプリ
メントを持って行った。ウェットティッシュは持っていくと便利。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

プログラム内容が充実していて、一日が終わると晩御飯を寮の近くで食べて、就寝というこ
とも少なくなく規則正しく生活できるのであまり危険な目にあうこともなさそう。夜遅くま
で遊ぶことは多々あったが、自分の場合一人ではなく友達と行動するようにしていた。 

 
５．留学を終えて感じること＆留学を考えている学生へのメッセージ 

２週間という期間思っていた以上に長く、密度の濃い時間だった。もちろん日本人の子がた
くさんいるので日本語を話す時間のほうが多かったかもしれないが、日本で過ごしているよ
りも確実に英語や韓国語に触れる機会は多くなる。日本語が通じない状況でさまざまな国籍
の人たちと関わり過ごした時間は何よりも楽しく刺激されることが多かった。人との出会い
を大切に、いろんなことに積極的になってみると最高の思い出ができるということを知るこ
とができた。 12



６．研修費用（さしつかえなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空運賃＆ビザ申請料 3万円  

海外旅行保険 1万円 生協とかでもっと安くできる 

授業料（教材費含） ０円 授業料免除利用 

滞在費（寮費など） 8万 6千円 シングルルーム選択（二人部屋だと 7万位） 

食費 ３万円  

交通費 3千円  

その他（小遣い、通信費など） 3万円  

計 約２０万      円 

 

以上 

13



短期研修報告書 
記入｜ 2015年 8月 

所属＆学年｜工学部 ３年生 
 

留学先大学（国名） 梨花女子大学 韓国 

短期研修のプログラム名 Session２ 

留学した期間 2015年 8月 5 日 ～ 2015年 8 月２1 日 

 

１．留学前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、語学対策など） 

韓国の文化に興味があり、特に K―POが好きですので、韓国を短期留学先として決まりまし
た。申し込みはインターネットでやりますので、簡単です。締め切りは６月の末です。韓国
は三四回行ったことがありますけど、韓国語は全然できません。大部分のレストランは英語
の注釈がありますので、韓国語ができなくも、生活には特に問題がないと思います。 

 
２．研修内容や学校（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流など） 

午前中は韓国語の授業で、9：00－11：４５の間 15 分の休憩があります。授業は全部 9 回
です。午後は韓国の文化のセミナーとフィドルトリプです。13：３０から、早くとも午後 4
時前後終わり、遅くのは午後６時ぐらい終わります。韓国語は英語で教えますけど、先生は
とても親切で、教科も色々な語言のバージョンがありますので、授業は理解しやすいです。
授業の進度は結構速いですので、復習も必要になります。午後のフィドルトリプは面白いで
す。色々な場所へ観光しただけではなくて、学生同士の交流も観光の間順調に進んでました。 

 
３．生活（住環境、食生活や健康管理、金銭管理、持参して良かったものなど） 

学校の寮で住んでました。シングル部屋は２週間 64万ウォンかかるので、値段はちょっと高
いだと思います。部屋は広くて、授業の教室まで５分ぐらい着けますので、とても便利です。
韓国料理は辛いものが多いですので、日本料理と結構違います。一泊二日の安東旅行は参加
すべきので、日焼け止めクリムは事前に持つ方がいいとおもいます。学校内はグロバル ATM
がありますので、たくさんのキャッシュを両替するより、外国でも使えるカードを持つ方が
便利だと思います。 

 
４．危機管理（身を守るために気を付けていたことや危険を感じたことなど） 

時々道を迷いますので、GOOGLEマップいつも助けになります。学校内はフリーのWi-Fiが
ありますけど、学校で出ればやっぱり困ります。事前にWi-Fiルータ、または SIMカードを
予約した方がいいと思います。 

 
５．留学を終えて感じること＆留学を考えている学生へのメッセージ 

韓国へ来てよかったと思います。いい友達もできて、いろいろなへ観光して、いい思い出を
たくさん残りました。韓国語の勉強も最初の全然わからない程度から、簡単な会話ができる
程度まで、順調に進みました。名大で韓国語の勉強を続いていこうと思います。 
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６．研修費用（さしつかえなければおおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

航空運賃＆ビザ申請料 35000円  

海外旅行保険 5000円  

授業料（教材費含） 1000円  

滞在費（寮費など） 65000円  

食費 30000円  

交通費 10000円  

その他（小遣い、通信費など） 15000円  

計 161,000      円 

 

以上 
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