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交換留学帰国報告書 

  
記入｜2020 年 3 月 

所属＆学年｜⼯学部物理⼯学科材料⼯学コース３年 
卒業予定｜2021 年 3 月 

 

留学先⼤学 ⾼麗⼤学 

留学先国 韓国 

留学期間 約 10 ヶ月 （３年次に留学） 

留学開始－終了 2019 年２月２３日 －2020 年１月５日 

 
 
Ａ．留学に⾄った経緯や留学準備について 
①留学する⼤学や国、プログラムを決めた理由を教えてください。 

授業の関係で、春派遣で⾏きたかったから。それに加えて、もともと韓国について関心が
深かったから韓国にした。特に日韓関係について興味があったので、現地で学んでみたか
った。⾼麗⼤学の決め⼿は、英語授業が多いこと、現地学⽣と⼀緒に英語で授業が受けら
れること、日語日文学科があること、韓国人の友達がおすすめしたこと。 

 
②留学を志したきっかけや経緯、動機などについて教えてください。 

もともと留学に興味はありましたが、⼤学入学当初は⾃分が韓国に留学するとは夢にも思
っていませんでした。⼤学１年次に、基礎セミナーで在日についての授業を受けたことを
きっかけに、先⽣とご縁があり、「留学⽣と日本」という授業や JENESYS の訪韓団プログ
ラムに参加して、韓国について触れる機会が多くあったことから、韓国という国⾃体への
興味が深まって⾏きました。また、異文化交流のサークルに所属していたので、サークル内
に留学する人が多かったのも、刺激だったと思います。進路に悩んでいて、違う環境に⾝を
置いて、ゆっくりと考える時間を持ちたかったのも、留学に踏み切った理由の 1 つです。 

 
③留学前の海外渡航経験があれば教えてください。 

渡航先 渡航時の学年 目的＆期間など 

韓国（梨花⼥⼦⼤学） ３年 韓国語の勉強。３週間。 

韓国（JENESYS プログラム） ２年 日韓近現代史について学ぶプログラム。10 日間。 

 
④実際に留学準備を始めたのは応募した時期からどのぐらい前でしたか︖ 

初めて説明会に参加したのは２年前期。韓国に決めたのは２年後期。 
英語の勉強は 2 年の夏休みから、韓国語の勉強は３年前期からはじめました。 

 
⑤海外留学室の個別相談を利⽤した⽅は相談回数や相談内容、参考になったことを教えてくだ

さい（利⽤していない⽅は、利⽤しなかった理由や状況など）。 
あんまり覚えていませんが、4，5 回利⽤したかなと思います。留学先を決めるのや、英語
のスコアの話など、何にも分かってなかったので、色々相談しました。 
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B．留学前の語学対策や単位などについて 
①留学前の語学対策、ＴＯＥＦＬなどの受験回数などについて教えてください。 

TOEFL１回、IELTS３回。TOPIK（韓国語能⼒試験）１回。 
TOEFL は⾃分に合わなかったので、すぐに IELTS に切り替えました。 
TOPIK は⾃分の⼒試しに、勉強しはじめて半年の時に 1 回受けてみました。 

 
 
 

②単位取得、単位互換、教職履修などに関してのアドバイスをお願いします。 
単位交換をする気はなかったので、興味がある授業をとりました。最低１２単位の履修は
必須でした。私は１５単位くらい履修していましたが、ちょうどよかったかなと思います。 

 
 

C．授業や勉強について 
①留学先で履修した科目と科目コード（例︓ＭKＧ3001 Introduction to Marketing）、時間

数、形態、授業の内容、履修⽅法、などについて教えて下さい。 
《前期》 
IMEN215-00︓INTRODUCTION TO MANAGEMENT ENGINEERING(English) 
→韓国人学⽣の⼤半が韓国語での授業を希望したため、私を含む交換留学⽣３人は３人だ
けで別日程で授業を受けていた。２回チームプロジェクトがあった。LP（Linear 
Programming）を使った最適化の⽅法を学授業。75 分×２回/週。 
 
AMSE201-01︓PHYSICAL CHEMISTRY I(English) 
→アトキンス物理化学の前半をやる授業。化学基礎＋α知らない分野だった。講義形式。75
分×２回/週。交換留学⽣は私１人だった。 
 
BUSS211-05︓INTRODUCTION TO OPERATIONS MANAGEMENT(English) 
→講義形式。２回チームプロジェクトがあった。授業中にやるグループワークで良い結果
を残すと加点もあった。75 分×２回/週。韓国人学⽣ 100 人くらい、交換留学⽣は 10 人
程度だった。 
 
IFLS111-01︓INTERMEDIATE KOREAN Ⅱ(Korean) 
→現地語授業。月火の先⽣と、水木の先⽣、２人で授業。発表１回。75 分×４回/週。交換
留学⽣と正規留学⽣合わせて 30 人くらい。 
 
 
《後期》 
BUSS244-02: MANAGEMENT ACCOUNTING(English) 
→講義形式。事前に授業内容をオンラインで予習していって、クイズを受けてから授業に
臨む形式。授業では、予習内容での疑問点を質問したり、先⽣が補⾜説明をしたりして、
活発に発言する授業だった。⼀か月に⼀回、問題演習があって、そこで前で問題を解くと
加点があった。中間テスト２回、期末テスト１回。75 分×２回/週。 
 
AMSE212-00: PHYSICAL METALLURGY Ⅰ(English) 
→講義形式。75 分×２回/週。名⼤の授業に似たものがあるので、復習のつもりでとった
が、はるかに深く幅広い範囲の学習内容だったので、難しかった。 
 
BUSS203-02: MANAGEMENT MATHEMATICS(English) 
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→MANAGEMENT ACCOUNTING と関連がありそうだったけど、そうでもなかった。授業
内容は数学だったが、経営学専攻の人は基礎知識としてしっている概念が、知っているも
のとしてたくさんでてきて、それが分かっていないと問題が解けなかったので、私はそっ
ちを勉強していた。75 分×２回/週。 
 
KORE137-02: ACADEMIC KOREAN(Korean) 
→韓国語でプレゼンや討論をする授業で、交換留学⽣よりは正規の留学⽣向け。授業前半
は毎週、スピーチがあった。 
 
AMSE202-02: PHYSICAL CHEMISTRY Ⅱ(English) 
→前期の続きの授業。授業形式もメンバーもほぼ変わらなかった。内容は量⼦⼒学だった。 
 

 
②授業を受けるにあたって、心掛けていたこと、どんな努⼒や⼯夫をしていましたか︖ 

経営系に興味があったので、経営⼯学や経営学部の授業を履修していましたが、新概念だ
し英語だしで、初め２ヶ月ぐらい、なんの話をしているのかまったく意味分からなくて困
りました。仕⽅ないので、分厚い教科書を１冊買って授業前に予習していくと、授業内容
が理解できるようになりました。理解できるようになってからは楽しかったです。 
⼯学部の授業は、名⼤の授業より、広く深くするしテストも難しかったので、テスト勉強
を早めに始めるようにしていました。 

 
③学習⾯で困ったことはありましたか︖どのように解決しましたか︖ 

前期にチームプロジェクトがたくさんあったのですが、これが本当に⼤変でした。時間外
に集まって話し合うのですが、意⾒がまとまらなかったり、いろんな国籍の人がチームに
混じっていて意思疎通が難しかったりして、なかなか進みませんでした。最終的には、⼀
人まとめ役を決めて、その人を中心に進めていきました。 

 
 

Ｄ．大学生活について教えてください。 
①現地の雰囲気や⼤学の校風について教えてください。 

愛校心がとても強い学校で、⼀致団結感がとても強かったです。留学⽣をたくさん受け入
れている学校で、なじみやすかったです。 

 
②ネット環境、施設、周辺環境などハード⾯について教えてください。 

ネット環境は、とても充実している国でした。ネット上の本人認証がいる場⾯が多いにも
関わらず、とても厳重で、外国人だと⼿段も限られているので、何時間格闘しても本人認
証できなくて先に進めず、みたいなことが何回かありました。ネットショッピングするレ
ベルでそれが起こったので、ちょっとやりづらかったです。 

 
③留学先でどのようにして現地の学⽣と交流を深めましたか（具体的にお願いします）︖ 

前期は、言語交換（３つ）・サークル（２つ）・留学⽣サポート団体（KUBA）で知り合いを
増やしました。でも、いろんなコミュニティーに属しすぎてパンクしたので、後期はコミ
ュニティーを減らし、言語交換（１つ）・サークル（１つ）で、現地の人と仲を深めていき
ました。 

 
④余暇の過ごし⽅（授業後や⻑期休暇など）について教えてください。 

⻑期休暇前半は韓国語の授業を無料で受けられたので、それを受講していました。⻑期休
暇後半は、引っ越し（寮の抽選に落ちたので）や旅⾏をしていました。 
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授業後は、友達とご飯をたべたり、サークルにいったり、⾏きつけのカフェで課題をしてい
ました。 

 
 

Ｅ．健康管理、保険、予防接種など 
①健康管理あるいは衛⽣⾯について注意していたことはありますか︖ 

水道水は飲まないようにしていました。 
 

 
②留学中に病院へ通った経験の有無、医療費などについて教えて下さい。 

バドミントンをしていて脱⾅して、夜間の救急に⼀回⾏きました。⾼麗⼤学の学⽣証を⾒
せたら少し安くなったのですが、救急で⾏ったので、いったん⾃分で全額払わなくてはな
らなくて、５万円くらいかかりました。 

 
③加入した保険の種類について教えてください。 
 ☐留学先の⼤学が⽤意した「キャンパス保険」への強制加入 

＊キャンパス保険でカバーされない部分は、個人保険に加入も含む 

 ☒個人の保険のみ 
 ☐キャンパス保険と個人の保険の二重加入 

 
④留学するにあたって、予防接種は必要でしたか︖ 
 ☒はい（種類︓三種混合） 

☐いいえ 
 
 

Ｆ.住居、食事、マナーなどについて 
①留学中の滞在先について教えてください。 

形態 ☒寮 ☐下宿 ☒アパート ☐ホームステイ ☐その他（  ） 
何人部屋 （  １）人 

 
②⽣活（住居、食⽣活、服装など）や習慣の違い（マナー、対人関係）、安全⾯などについて、

困ったこと、気をつけていたことがあれば教えてください。 
基本オンドルなので、日本みたいに床にいろいろ置いていたら、めっちゃ熱くなってしま
っている時があって、冬は気を付けていました。夏は 30 度超える日が数えるくらいしかな
くて過ごしやすい反⾯、冬は名古屋より 10 度程気温が低く、寒かったです。中国からの⼤
気汚染の影響がひどい日は、マスク必須でした。 
それと、部屋を借りるときに、日本では保証人が必要なところを、韓国では保証⾦が必要
で、これは日本と韓国で違う点でした。保証⾦は安くても 30 万円〜100 万円が相場で、
退去時には返されるものなのですが、⼀度この⼤⾦を両替して⼤家さんに預けなければい
けなかったのでちょっと怖かったです。 

 
③日本から持参するとよいもの、または持参しなくてもよかったと思うものは何でしょうか。 

風邪薬は持って⾏っておいてよかったと思います。ダイソーがあって、日⽤品はそこで全
部買えたので、持っていかなくていいです。 

 
④参考となる留学先国の情報（出版物、web サイト）を教えてください。 

コネスト、ユーチューブ 
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Ｇ.留学費⽤について 
①留学費⽤や⽀出の管理などに関してアドバイスがあれば教えてください。 

食費は安いほうなのですが、その分店をよくはしごするので、結局日本と同じくらいかかる
かなと思いました。 
 

 
②奨学⾦はもらっていましたか︖ 
☐はい  （奨学⾦名︓   ⽀給額︓   円） 
☒いいえ 
 
③差し⽀えなければおおよその留学費⽤を教えてください。*内容の費目は⾃由に変えてください。 

内容 ⾦額 備考 

渡航費 6 万円  
保険代 20 万円  
予防接種・ビザ代 2 万円  
住居費 60 万円 ＋保証⾦ 50 万円（返⾦される） 
食費 50 万円︖  
教科書代 ２万円  

 
 
Ｆ.今後の進路や目標、就職活動について 
①卒業後の進路（進学、就職、その他）について教えてください。 

☒進学 
☐就職 
☐その他（ ） 
 

②今後の進路や目標があれば教えてください。また留学の前後で、進路や目標に対しての考え⽅
や気持ちの変化があれば教えてください。 
進路に悩んでいたのも留学の理由の１つだったのですが、新しい環境でいろんな人にであ
って、いろんな人から考えを聞けてよかったと思います。留学を通して、⾃分のことがも
っとよく分かるようになったと思います。目標は変わらなかったけど、目標に⼀歩近づけ
たのではないかと思える留学⽣活を送れました。 

 
③留学中に就職活動を⾏った⽅は、具体的なエントリー、⼀時帰国の時期、感想などを教えてく

ださい。海外留学⽣⽤の就職活動を受けた場合はそれに関する情報もお願いします。 
なし。 
 

 
 

Ｆ.留学を終えて感じること 
①留学を終えて今の率直な気持ちや感想、印象に残っていることなど教えてください。 

とても楽しくて充実した⼀年間でした。渡航してから帰国するまで、⼀回も帰りたいと思
わなかったし、むしろ帰るときは、留学が終わってしまうのがとても名残惜しかったです。
文化・食事・雰囲気、すべてが⾃分によく合っていて、過ごしやすい国でした。 
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②留学したことで、何がどのように変わったと思いますか︖ 
もともと⾏動⼒がある⽅だったと思うけど、もっと⾏動⼒がつきました。 
今まで、あんまり深く考えずに楽観的に過ごしてきたのですが、考えて⾏動することも⼤
切だなと気付けた留学でした。 

 
③現在、留学を考えている学⽣へのメッセージをお願いします。 

留学に興味がある、もしくは留学しようかどうか悩んでいるなら、絶対に留学したほうが
いいです。韓国に興味があるなら、⾼麗⼤学おすすめです︕ 
 

 
◆⾃由記述欄◆ 
渡航先の⼤学や留学の様⼦がわかる写真（メール添付でも可）があれば下記へ。この報告書は
ウェブや印刷物として公開する予定ですので、被写体の人物へ使⽤についてあらかじめ確認
をお願いします。 
↓↓↓ 
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以上 


