
i留学 研修報告書 
記入｜ 2021年 9月 

所属｜ 経済学部 4年生 

研修先大学（国名） 梨花女子大学 

研修プログラム名 2021 Ewha International summer College (EISC) 

研修期間 2021/8/9~2021/8/27 

1. 研修前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、語学対策など）

○応募のきっかけや動機
以前から韓国文化や韓国語に興味・関心があり、より言語力を向上させたいと思ったためで
す。また、短期間で集中的にかつ韓国の大学の先生から直接韓国語を学べる良い機会だと思
ったので応募しました。 
○申込手続
大学のサイトから直接自分で申し込みました。 
○語学対策など
個人的に少し文法などを復習したことと、単語帳を購入したことです。 

2. 研修内容（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流など）

○内容と時間数・形態
基本は午前中に約 3 時間オンラインの韓国語の授業を受講しました。また、留学期間中に見
なければならない講義動画が最低 6～最大 8つと、KPOPのダンス講座が 1.5時間×2回あり
ました。 
韓国語のクラスは、初級・中級・上級に分かれており、私が受講した中級クラスは 15人ほど
の学生がいました。また、レベルが合わないと感じたら一定期間の間であれば移動すること
も可能でした。授業では大学が販売している教科書の購入が必要でした。（主に電子書籍） 
講義動画は、韓国の言語や文化、経済など様々なテーマのものがあり、英語か日本語による講
義でした。 
KPOPのダンス講座は韓国のダンスの先生が教えてくれました。 
○授業の感想
最初は韓国語で講義を受けるということで理解出来るか少し不安だったのですが、担当の先
生がとても優しい韓国語で丁寧にわかりやすく説明してくださったので、毎日楽しみながら
授業を受けることができました。また、ただ講義を受けるだけでなく、ペアに分かれて実際に
発音の練習をする時間もあり、スピーキングの練習にもなりました。個人で勉強していると
なかなか理解しにくいネイティブならではの表現なども学ぶことができ、非常に勉強になり



ました。そしてなにより他の学生が頑張っている姿から自分も刺激を受け、それがモチベー
ションとなってとてもよかったです。 
○学生同士の交流 
授業時間内にペアやグループに分かれてスピーキングの練習をする時間がありましたが、そ
れ以外は特別交流する時間がなかったので、少し残念でした。 

 
3. 環境（オンライン履修環境、時差と健康管理、準備して良かったものなど） 

韓国の大学だったので時差もなく、とりわけ不便だと感じたこともありませんでした。 

 
4. 研修を終えて感じること＆研修申込を考えている学生へのメッセージ 

約 3週間の留学でしたが、本当にあっという間の充実した 3週間でした。言語力が向上した
ことはもちろん、今後の語学学習のモチベーションにも繋がりました。また、講義動画で韓国
の言語や文化についても学びましたが、日本と韓国を比較することで改めて自分の国の文化
や言語についての理解が深まったような気がします。そして、もっと自分の国の文化につい
ても学ぶ必要があると強く感じました。今回の留学で学んだことをもとに、今後も韓国語を
学び続けたいと思います。そして、研修申込を考えているみなさん。このような状況で実際に
現地に行って留学ということはなかなか難しいですが、オンラインでも多くのことを学べま
す！韓国語やその文化についても学べるとても良いプログラムだと思うのでぜひ参加してみ
て下さい。 

 
5. 研修費用（おおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

授業料（教材費含） 約 1,400円 授業で使う教科書代 

その他（通信費など） 0円  

奨学金・協定校割引   60,000円 交換留学生として参加出来たので、授業料はかかりま

せんでした。 

計      約 1,400円  

 
6. 自由記述欄 ＊おすすめ情報や研修エピソードなど書いてください。写真や資料添付も歓迎します。 

同じクラスのメンバーの写真です↓ 



 



i留学 研修報告書 
記入｜ ２０２１年 ８月 
所属｜ 教育学部 ４年生 

研修先大学（国名） 梨花女子大学（韓国） 

研修プログラム名 2021 Ewha International Summer College (EISC) 

研修期間 ３週間 

1. 研修前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、語学対策など）

海外留学に行きたかったがコロナで出来なかったためオンラインでの留学をしてみようと思
った。以前から韓国語を習ってみたかったので受講した。初心者だったため研修前にハング
ル文字を少し勉強した。 

2. 研修内容（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流など）

平日にリアルタイムでの授業が２時間半あった。少人数のブレイクアウトルームに分かれて
会話の練習をする事もあった。日本人の学生がほとんどで学生同士の交流は少なかった。 
授業以外に、韓国の文化や社会に関する動画を期限内に見る必要があった。また、K-POP の
ダンスセッションがあり BTSなど知っている曲を習うことが出来て楽しかった。 

3. 環境（オンライン履修環境、時差と健康管理、準備して良かったものなど）

パソコンとWifi環境があれば十分です。 

4. 研修を終えて感じること＆研修申込を考えている学生へのメッセージ

一人で勉強するよりも、先生に教えてもらったりクラスメイトと学習する方がモチベーショ
ンが上がりました。クイズやテストもあったので目標をもって勉強する事ができました。 
また言語だけではなく韓国の文化に関しての講義も興味深かったです。オンラインだからこ
そ自分の予定に合わせて学習する事ができ充実した研修でした。 



5. 研修費用（おおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

授業料（教材費含） １１００円 テキスト代です。(授業料は交換留学生扱いでかかり

ませんでした。) 

その他（通信費など） 円  

奨学金・協定校割引   円  

計       円  

 
6. 自由記述欄 ＊おすすめ情報や研修エピソードなど書いてください。写真や資料添付も歓迎します。 

 



i留学 研修報告書 
記入｜2021年 8月 
所属｜法学部 4年生 

研修先大学（国名） 梨花女子大学 

研修プログラム名 2021 Ewha International Summer College 

研修期間 3週間 

1. 研修前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、語学対策など）

動機：就活が終わり、時間のある夏休みに新しい言語を学びたいと思ったから 
申し込み手続き：大学の HPに記載や海外留学室からの指示に従って 
語学対策：韓国語を習ったことがなかったが、ハングルは読めるというレベルだった 

2. 研修内容（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流など）

内容：・韓国語の授業：平日 9：00～11：00 
   ・Special lecture：録画授業 8講義（1講義 1時間程度） 
   ・K-pop Dance Lecture：リアルタイムのレッスン 2回 
形態：韓国語の授業とダンスレクチャーは基本リアルタイムで行われるが、リアルタイムで
参加できなかった人は録画された授業を見ることで出席とカウントされるシステムだった。
私自身親族に不幸があり、リアルタイムで授業に参加できない日があったので、このシステ
ムはすごくありがたかった。 
授業の感想：オンライン授業ではあるが、先生や生徒との双方向のやりとりをしながら勉強
できたので、スピーキングやライティングの観点からも充実した授業だった。 

3. 環境（オンライン履修環境、時差と健康管理、準備して良かったものなど）

授業は zoomを利用。 
テキストが e-bookだったため、iPadを持っていて良かったと感じた。 

4. 研修を終えて感じること＆研修申込を考えている学生へのメッセージ

初級クラスでありながら、実際に韓国人の先生から韓国語で韓国語を教えてもらうことがで
きたため、日本語で韓国語を勉強するより、効率的・有効的に言語を学習することができた。 
韓国語のクラスは 3 つにレベル分けされていて、初級クラスではハングルから学ぶことがで
きるので、韓国語に関心さえあればどのレベル帯の人でも参加できるのが魅力的であると感
じた。また、語学以外にも韓国について学べるレクチャーも充実していた点も良かった。 



 
5. 研修費用（おおよその金額を教えて下さい） 

内訳 おおよその額 備考 

授業料（教材費含） 1300円 協定校の交換留学生枠だったため、教材費のみ 

その他（通信費など） 円  

奨学金・協定校割引   円  

計 1300円  

 
6. 自由記述欄 ＊おすすめ情報や研修エピソードなど書いてください。写真や資料添付も歓迎します。 

オンライン授業だからこそ、対面の授業より自分から積極的に発言をしたりアクション起こしたりするよう意識するの

が、自分が言語力を伸ばすための近道になると感じました！ 



i留学 研修報告書 
記入｜ 2021年 9月 

所属｜ 経済学部 ４年生 

研修先大学（国名） 梨花女子大学校（韓国） 

研修プログラム名 2021 Ewha International Summer College (EISC) 

研修期間 2021年 8月９日～2021年 8月 27日 

1. 研修前の準備（応募のきっかけや動機、申込手続、語学対策など）

韓国語で韓国語の授業を受けるということで、自分の韓国語の能力を確かめたかった。韓国
に興味のある世界中の学生とコミュニケーションを取りたかった。申し込み手続きは基本英
語で行われた。語学対策としては、第 2外国語の授業の復習を軽くした程度だった。 

2. 研修内容（内容と時間数・形態、授業の感想、学生同士の交流など）

9：00～11：45は韓国語の授業がオンラインで行われた。韓国語の教科書に沿って、韓国
語の授業を韓国語と簡単な英語でする形態だった。授業中は韓国語で会話することや聞き取
り、読み取りなどがあった。宿題として文章を書く宿題も３つほどあった。授業は韓国語で行
われるが、先生がとても丁寧にゆっくり進めてくださったので、ついていくことができた。日
本人の学生も多く、不安なことは相談できたのでよかった。これまで韓国語で話す機会があ
まりなかったので、授業中に先生やクラスのみんなと韓国語で話すことがとても楽しかった。 
韓国の経済や伝統音楽、言語など文化を学ぶ動画が公開されていて、プログラムの期間中

に自分でみるというものもあった。ほとんどが英語で行われていたが、2つほど日本語の動画
もあった。内容はとても興味深いものが多く、多方面から韓国文化の理解を深めることがで
きた。 

K－POP ダンスがオンラインで 2 回あった。今人気の曲のダンスを教えてくれて、自分も
好きな曲だったので楽しんで参加することができた。 



3. 環境（オンライン履修環境、時差と健康管理、準備して良かったものなど）

韓国は時差がないので何も不便はなかった。 

4. 研修を終えて感じること＆研修申込を考えている学生へのメッセージ

書く、話す、読む、聞くをすべて実践できたいい機会だった。特に毎日簡単な韓国語を話すこ
とで、自分の語学力が本当に上達したと思う。また韓国文化が好きな学生と話をすることが
楽しかった。オンラインではあったけど他の学生と仲良くなることができてよかった。他の
参加学生に刺激をもらい、もっと韓国語を頑張ろうという気持ちにもなれた。実際に行くこ
とが一番いいと思うが、こういう状況下でも、大学側が用意してくれたプログラムでとても
いい時間を過ごすことができてよかった。 

5. 研修費用（おおよその金額を教えて下さい）

内訳 おおよその額 備考 

授業料（教材費含） 80,000円 

その他（通信費など） 円 

奨学金・協定校割引   円 

計   80,000円 

6. 自由記述欄 ＊おすすめ情報や研修エピソードなど書いてください。写真や資料添付も歓迎します。


