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２０１８年 １０月 ３日 
 

神戸学院大学 交換・派遣留学生 報告書 
氏名  加田 いる夏 
所属        経営学部      

経営学科 
留学開始学年       ４年次 

留学機関名 交換留学 
留学先所属 祥明大学校（国名：韓国        ） 
留学形態 ☒学部  ☐語学+学部   ☐語学 
留学期間 2018 年    2 月  ～    2018 年    6 月 
 
1. 出発前について 
ビザ ☒有  ☐無 

ビザ種類(  D-2   ） 
ビザ申請先 ☒国内 ☐現地   

場所（  神戸    ） 

必要書類 
手続に要した期間 

ビザ申請書、パスポート、入学許可証、証明写真 
１～２週間 

ビザ申請以外で必要

な手続き 
健康診断、海外保険加入 

留学先の手続き 
（必要書類、大変だっ

たこと、どのように取

り組んだか） 

外国人登録証用の証明写真 1 枚、海外旅行保険の契約証番号 

留学前に必要な経費 
（概算） 

☐授業料       円 ☐住居費    92,000 円 
☒教材費     1,200 円 ☐ビザ申請      円 
☒渡航費（片道・往復）   16,780 円 
☒海外旅行保険      108,940 円 
☐その他              円 

 
2. 出発～到着時の生活 
利用航空会社 ティーウェイ航空 手配会社 DeNA トラベル 
移動経路（往路） 大阪（関空）～ソウル（仁川） 到着時刻 12:55 
空港から大学（滞在

先）への移動手段 
☒大学の出迎え ☐知人の出迎え ☐タクシー  
☐公共交通機関（☐バス ☐電車）    
☐その他(                            ) 
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空港から移動する

際の注意点、行き方 
大学が手配してくれたバスでの移動 

住居タイプ ☒寮 ☐アパート 
☐その他（     ） 

住居手配 ☒大学の斡旋  
☐自分で  
☐その他（      ） 

部屋の種類 ☐個室（キッチン、リ

ビングは共有） 
☒２人部屋 
☐その他（     ） 

ルームメイト ☒日本人 
☐他国からの学生 
☐現地の学生 
☐その他（      ） 

住居申込手順 留学前に書類での提出 
住居でのトラブル

及び解決方法 
手配された宿舎にキッチンがなかったり、食べ物を勝手に食べられた

りとトラブルはあったものの、宿舎は変えられなかったため、工夫し

てなんとか過ごした。 
大学までの距離 徒歩１５～２０分程度 
1 ヵ月の生活費及び

内訳（概算を円で） 
生活費合計      66,050 円/月 
（生活費内訳） 
家賃：  15,500 円、光熱費： 7,500 円、通学費：   0 円、 
食費：  40,000 円、通信費： 2,750 円、書籍代：  300 円、 
その他（      ）：     円 

その他生活で必要

な手続き、アドバイ

ス（口座開設、保険、

携帯電話、荷物、支

払等） 

口座開設はオリエンテーション時に留学生全員が必ず行う。 
携帯電話は現地で SIM を購入する方がいつでもネットが使える環境

になり、二台持ちにもならずに済むので便利だと思う。 
日本から荷物が送られた時、３日ほどかかった。 
支払いはほぼカードで行ったが、ある程度の現金は持ち歩いた方が良

い。（カードが使えない場合や現金だと割引される時があるため。） 
 
3. 留学先の大学について 
授業の概要について

（授業形態、単位、勉

強方法等） 

授業はだいたい２０人程で行われ、グループで調べたことを発表する

ことが多い。また、プリントが配られることはほとんどなく、授業の

前に自分で資料をコピーしていくことが多い。 
履修登録の時期及び方

法 
☐渡航前 ☒渡航後（   ２月頃）  
☒オンライン登録  ☐書類で提出 ☐その他（        ） 
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留学生特別措置 
（履修制限、優先措置、

留学生専用オリエンテ

ーション、チューター

制度等） 

☒有 
・留学生専用オリエンテーション 
・留学生の集まるサークル 
☐無 

留学先大学でのサポー

ト体制 
（語学面/学校生活/住
居、日常生活面等） 

授業とは別に放課後、語学堂での授業があった。 

留学先大学の手続きに

ついて 
（学生証、履修登録、

大学 ID の設定等） 

履修登録はオリエンテーション時に日本語のできる韓国人の学生が

教えてくれ、パソコンで入力する。 

授業外活動について 
（サークル、部活、イ

ンターン、フィールド

ワーク） 
※どうやって探したか、ど

のような活動か、入るきっ

かけ等具体的に 

バディプログラム：日本語を勉強したい韓国人と韓国語を勉強したい

日本人や中国人が２～３人一組になって、ご飯を食べたり、遊びに行

ったり交流するプログラム。オリエンテーション時に申し込むための

用紙が配られ、参加希望者はそれを提出する。 

 
５．一週間の生活（授業、課外活動、勉強、プライベート等について） 
 月 火 水 木 金 土 日 
午前 授業 

 

 授業 授業    

午後 授業 

自学習 

自学習 授業 

自学習 

自学習 自学習 休日 休日 

夜間 自学習 

 

 自学習 自学習    

 
４．留学生成果とアドバイス 
留学によって得られた成果（語学力、考え方、培われた能力） 
語学力は、話す力は思っていたよりかは伸びなかったので、もっと積極的に会話をすれば

よかったと思います。聞く力は毎日外に出ていた分、他人の会話も耳に入ってくるので行

く前と比べてだいぶ伸びたと思います。一番大きく変わった所といえば、コミュニケーシ

ョンを取るに当たっての考え方や、国や文化、言語の違いを理解した上での柔軟なコミュ
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ニケーションがとれるようになったことだと思います。また積極性も留学を終えて高くな

ったと思います。 
同じ大学へ留学する後輩へのアドバイス（留学先大学、授業や勉強に関すること、生活全

般等について） 
授業では、韓国人の学生とグループを組んで活動し発表するかたちが多いのですが、積極

的にグループに参加し、発言しないと何もせずに終わってしまいます。積極的に質問し、

会話に入ることを心がけるとより勉強になると思います。また、授業だけでは語学力は上

がらないので、語学堂の授業を受けて勉強するか、自分で勉強できる方は現地で参考書な

どを買って自学習することをオススメします。あと、韓国では言葉で気軽にコミュニケー

ションを取る習慣があります。学校以外でも店の人など積極的に話しかけてみてください。

また、散策するだけでも文化に触れることのできる街がたくさんあります。部屋にこもっ

て勉強するだけでなく、外に出て勉強することもオススメします。 
留学を通しての感想 
４回生の夏に留学は遅かったかなと思ったこともありましたが、逆に学生最後だから悔い

のないように過ごそうという気持ちで何事も取り組めました。学ぶことも感じることもた

くさんあり、結果的には留学してとても良かったと思います。また海外で生活をするとい

う体験を今のうちにできたことは、これからの人生での大きな経験になったと思います。

また性格面での変化を感じられたことは、学生を卒業する前に一段と成長できたという自

信にもつながったと感じています。 
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2018年 7 月 23 日 

 

神戸学院大学 交換・派遣留学生 報告書 

氏名  M.T 

所属 人文学部人文学科 留学開始学年 2年次 

留学機関名 祥明大学校 

留学先所属 韓日文化コンテンツ学科       （国名：韓国      ） 

留学形態 ☒学部  ☐語学+学部   ☐語学 

留学期間 2018年  2月  ～ 2018 年  6  月 

 

1. 出発前について 

ビザ ☒有  ☐無 

ビザ種類(留学ビザ D-2） 

ビザ申請先 ☒国内 ☐現地   

場所（在神戸韓国総領事

館） 

必要書類 

手続に要した期間 

2日 

ビザ申請以外で必要

な手続き 

海外旅行保険の加入手続き 

留学先の手続き 

（必要書類、大変だっ

たこと、どのように取

り組んだか） 

両親の残高証明書が少し手間取った 

留学前に必要な経費 

（概算） 

☐授業料       円 ☒住居費 96,200   円 

☐教材費       円 ☐ビザ申請      円 

☒渡航費（片道・往復） 1,420   円 

☒海外旅行保険  8,975       円 

☒その他  健康診断 15,426    円 

 

2. 出発～到着時の生活 

利用航空会社 チェジュ航空 手配会社   

移動経路（往路） 空路 到着時刻  11時 

空港から大学（滞在

先）への移動手段 

☒大学の出迎え ☐知人の出迎え ☐タクシー  

☐公共交通機関（☐バス ☐電車）    

☐その他(                            ) 

空港から移動する   
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際の注意点、行き方 

住居タイプ ☒寮 ☐アパート 

☐その他（     ） 

住居手配 ☒大学の斡旋  

☐自分で  

☐その他（      ） 

部屋の種類 ☐個室（キッチン、リ

ビングは共有） 

☒２人部屋 

☐その他（     ） 

ルームメイト ☒日本人 

☐他国からの学生 

☐現地の学生 

☐その他（      ） 

住居申込手順   

住居でのトラブル

及び解決方法 

冷蔵庫が共有のものしかなかったのですが、買ってきたものをそこに入れている

と誰かに食べられてしまったこと。名前を書いたり大きな袋に自分のものをまと

めたり工夫はしたが解決しなかった。 

大学までの距離 徒歩 15分 

1 ヵ月の生活費及び

内訳（概算を円で） 

生活費合計  約 10万円/月 

（生活費内訳） 

家賃：    円、光熱費：   0円、通学費：   0円、 

食費：    6万円、通信費：    0円、書籍代： 0円、 

その他（遊びに行く交通費や遊ぶときに使ったお金）： 4万円 

その他生活で必要

な手続き、アドバイ

ス（口座開設、保険、

携帯電話、荷物、支

払等） 

家賃や光熱費などは最初にすべて支払ったので毎月支払う料金はなかった。私の

寮はキッチンがなかったので、外食することがほとんどで食費がとてもかかっ

た。口座開設や寮の料金の支払いについてはオリエンテーションがあるので簡単

にすることができた。口座開設には携帯の番号が必要になってくるので入国した

ら早めに作りに行くほうが後から困ることはないと思う。 

 

3. 留学先の大学について 

授業の概要について

（授業形態、単位、勉

強方法等） 

  

履修登録の時期及び方

法 

☐渡航前 ☒渡航後（ 3  月頃）  

☐オンライン登録  ☐書類で提出 ☐その他（        ） 

留学生特別措置 

（履修制限、優先措置、

留学生専用オリエンテ

ーション、チューター

制度等） 

☒有 

授業が始まる前に留学生専用のオリエンテーションが何度かあった。

そこで口座開設の話や寮の利用料金の支払い方などについて説明を

受けた。 
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留学先大学でのサポー

ト体制 

（語学面/学校生活/住

居、日常生活面等） 

国際支援の先生に住居や生活面で困ったことがあれば連絡していた。 

留学先大学の手続きに

ついて 

（学生証、履修登録、

大学 IDの設定等） 

履修登録や大学のＩＤの設定は、日本人の留学生の方や日本語ができ

る韓国人の方と一緒にしたので難しくはなかった。 

授業外活動について 

（サークル、部活、イ

ンターン、フィールド

ワーク） 

※どうやって探したか、ど

のような活動か、入るきっ

かけ等具体的に 

  

 

５．一週間の生活（授業、課外活動、勉強、プライベート等について） 

 月 火 水 木 金 土 日 

午前  

 

 

 

 

 

自習 韓日大衆文

化コンテン

ツ 

自習  友人と出か

ける 

友人と出か

ける 

午後 ・異文化コミ

ュニケーシ

ョン 

・韓日太守文

化コンテン

ツ 

 ・異文化コミ

ュニケーシ

ョン 

・韓国文化探

訪 

 買い物   

夜間  
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４．留学生成果とアドバイス 

留学によって得られた成果（語学力、考え方、培われた能力） 

 語学力は、授業も友達と話すのもすべて韓国語なので話しているうちにいろいろな単語

を自然に覚えることができました。私は韓日文化コンテンツ学科に所属していたので、日

本語を学んでいる韓国人の生徒とたくさん交流することができました。また、日本人留学

生よりも中国人留学生の方が多かったので、授業も日中韓で文化や国家について比較する

ことが多かったです。その結果、韓国の文化だけでなく中国の文化についても学ぶことが

できました。どの授業も文化等を比較して考えることが多かったので、日本に住んでいて

当たり前に感じていたことが外国ではあたりまえではなく、自分の考え方とはまるで違う

考え方を持つ人と交流することで物事のとらえ方が変わったことがこの留学で一番成長し

たと感じることです。 

 韓国の大学は少人数授業なので意見を求められることがとても多く自分の意見をしっか

り持っておかないといけなかったので、自分の意見をきちんと主張したりする能力も付き

ました。 

同じ大学へ留学する後輩へのアドバイス（留学先大学、授業や勉強に関すること、生活全

般等について） 

はじめは授業内での専門用語などについていくことが大変でしたが、授業までに教科書を

翻訳しておいたり、関連する日本の出来事などを予習したりしておけば授業についていく

こともできるのであまり心配しなくてもいいように思います。また、韓国人の友人を可能

な限り早く作ることをおすすめします。授業がない日や週末は何をして過ごすのかなどを

教えてもらったり色々なところに連れて行ってもらうとたくさんの異文化体験をすること

ができるので、寮で週末を過ごしたりするのではなく、用事がなくても外に出てみたりす

るのがいいと思います。 

留学を通しての感想 

はじめは自分の語学力にとても不安がありましたが、授業を通して友達もでき語学力が

徐々についてくることを実感できると、楽しく過ごすことができました。また、時間があ

るときは可能な限り外に出て行き、市場に行ってみたり、観光地ではない地元の大学生に

人気のスポットに行ったりしていたため、たくさんの異文化や人との出会いがありました。

また、神戸学院大学の授業では授業発表をすることがほとんどなかったのですが、祥明大

学校ではどの授業もグループを組み課題に取り組み成果を発表することがありました。

PPTの作り方や発表の仕方等どれをとっても新しいことが多く、とても勉強になりました。 
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２０１８年 １０月 ５日 

 

神戸学院大学 交換・派遣留学生 報告書 

氏名  中道 由里佳 

所属        GC学部      

GC学科 

留学開始学年       ４年次 

留学機関名 祥明大学校（国名： 韓国  ） 

留学先所属 韓日文化コンテンツ学科 

留学形態 ☒学部  ☐語学+学部   ☐語学 

留学期間 ２０１８年  ２月  ～   ２０１８年   ６月 

 

1. 出発前について 

ビザ ☒有  ☐無 

ビザ種類( 留学(D-2) ） 

ビザ申請先 ☒国内 ☐現地   

場所（駐神戸大韓民国総領

事館） 

必要書類 

手続に要した期間 

入学証明書、口座残高証明書、パスポート、写真 

ビザ申請以外で必要

な手続き 

  

留学先の手続き 

（必要書類、大変だっ

たこと、どのように取

り組んだか） 

在籍証明証、残高証明書 

留学前に必要な経費 

（概算） 

☐授業料       円 ☒住居費      90,000 円 

☐教材費       円 ☐ビザ申請      円 

☒渡航費（片道・往復）    往復 30,000円 

☒海外旅行保険          80,000 円 

☐その他              円 

 

2. 出発～到着時の生活 

利用航空会社 チェジュ航空 手配会社   

移動経路（往路） 関西国際空港から仁川空港 到着時刻   

空港から大学（滞在

先）への移動手段 

☒大学の出迎え ☐知人の出迎え ☐タクシー  

☐公共交通機関（☐バス ☐電車）    

☐その他(                            ) 
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空港から移動する

際の注意点、行き方 

  

住居タイプ ☒寮 ☐アパート 

☐その他（     ） 

住居手配 ☒大学の斡旋  

☐自分で  

☐その他（      ） 

部屋の種類 ☒個室（キッチン、リ

ビングは共有） 

☐２人部屋 

☐その他（     ） 

ルームメイト ☒日本人 

☐他国からの学生 

☐現地の学生 

☐その他（      ） 

住居申込手順   

住居でのトラブル

及び解決方法 

  

大学までの距離 徒歩３分 

1 ヵ月の生活費及び

内訳（概算を円で） 

生活費合計     50,000円 /月 

（生活費内訳） 

家賃：最初にまとめて前期分 90,000円振込（光熱費など込み）円、 

光熱費：    円、通学費：    ０円、 

食費：    12,000円、通信費：3,000円、 

書籍代：    円、その他（ 娯楽など ）：5,000円 

その他生活で必要

な手続き、アドバイ

ス（口座開設、保険、

携帯電話、荷物、支

払等） 

口座開設については、オリエンテーションで説明があり、学校がサポ

ートしてくれます。携帯電話は SIM を使うのが便利で、私の周りの

友達もみな使用していました。 

 

3. 留学先の大学について 

授業の概要について

（授業形態、単位、勉

強方法等） 

講義の中で意見を言い合う。単位は１教科２から３単位。 

履修登録の時期及び方

法 

☐渡航前 ☒渡航後（   ３月頃）  

☒オンライン登録  ☐書類で提出 ☐その他（        ） 

留学生特別措置 

（履修制限、優先措置、

留学生専用オリエンテ

ーション、チューター

制度等） 

☒有 

・履修説明 

・口座開設説明 

☐無 
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留学先大学でのサポー

ト体制 

（語学面/学校生活/住

居、日常生活面等） 

バディプログラムがあり現地の学生がついてくれて一緒に会話をし

て、学校のことを聞くことができる。 

留学先大学の手続きに

ついて 

（学生証、履修登録、

大学 IDの設定等） 

学校のサポートを受けながら手続きしました。 

授業外活動について 

（サークル、部活、イ

ンターン、フィールド

ワーク） 

※どうやって探したか、ど

のような活動か、入るきっ

かけ等具体的に 

  

 

５．一週間の生活（授業、課外活動、勉強、プライベート等について） 

 月 火 水 木 金 土 日 

午前  

 

 

 

 

 

カフェ巡り

など好きな

ことを過ご

して過ごす

１日 

 授業 カフェ巡り

など好きな

ことを過ご

して過ごす

１日 

遊びにいっ

たり課題を

したり週に

よって違う

ことをして

いました 

課 題 や 読

書、勉強す

る１日 

午後 授業  授業     

夜間  

 

 

      

 

４．留学生成果とアドバイス 

留学によって得られた成果（語学力、考え方、培われた能力） 

異なる文化に触れ、とまどいながらも現地の習慣や風習を受け入れ、その中で自分がどう

過ごしていけばいいのか考える力がつきました。２回目の海外留学ということもあり、す

ぐに現地の生活を受け入れることができ、適応することができたと思います。語学力は、
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今までは韓国語のドラマやバラエティー番組を見たり、韓国音楽を聞いたりしてき勉強し

ていましたが、しゃべることに自信がありませんでした。しかし、現地の友達ができ１日

中韓国語を使う機会を持つことができ、スピーキング力は行く前より伸びたと思います。 

同じ大学へ留学する後輩へのアドバイス（留学先大学、授業や勉強に関すること、生活全

般等について） 

祥明大学に留学する場合、韓日文化コンテンツ学科に入ることが多いと思います。授業は

かなり専門的なことを学ぶので言語や異文化論などに興味を持っていないと難しいのでは

ないかと感じました。私はもともとそのようなことを学んでいたので自分の興味ある分野

を韓国語で学べてとても面白かったです。生活面では慣れてくるとどこにでも遊びに行く

ことができるので楽しかったです。週末は学校から１番近い地下鉄の駅のところでデモが

行われ、よくバスが止まりました。私がいた時は４ヶ月間ずっと日曜日にデモが行われて

いたので、バスが迂回運行をしており不便でした。そのようなことも調べておくと良いと

思います。 

留学を通しての感想 

独学で学んできた韓国語を発揮することができ、とても良い留学になりました。学生のう

ちにいろいろな文化に触れると視野も広がり、多様な考え方ができるようになると思うの

で留学して本当によかったと思います。そしてなにより友達ができたことがこの留学で１

番嬉しかったことです。これからも交流していきたいと思っています。今回の留学で学ん

だことを忘れずに韓国語の勉強にもより一層力を入れ、将来は韓国語を使ったお仕事がで

きたらいいなと思います。 
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