
「韓国研修を終えて」 

日本語・日本文学科 3 年 

この韓国研修期間、数えきれないほどの思い出があるが、私は自身の経験から「韓国語授

業とその学習」に焦点を当て、述べていきたい。 

 研修の二日目にクラス分けテストがあり、私は下から二番目の「クラス２」に配属された。

授業はすべて韓国語で行われた。全く先生が何を言っているかわからず、何をすればいいの

かさえ全くわからない状態だった。しかしこの状況を前向きにとらえ、「20 日間でどれほど

韓国語が伸ばせるか試してみよう」と思い立った。それから、その日の復習と次の日の予習、

そして日本語と韓国語の日記を毎日つけた。加えて現地のバディと会話する中でわからな

かった表現や単語をメモし、徹底的に調べ、覚えるようにした。また、日本人学生が大変多

かったことと（韓国人 20 人に対し日本人 70 人強）、日本語が話せるバディの学生がほとん

どということから、共通語が日本語になってしまい韓国語を話す機会が本当に少なかった。

そのため私はバディに「韓国語で話しましょう！」と伝え、韓国語を話す機会を強制的に作

った。そのようにして日を経るにつれて、授業内容やバディが何を話しているかが段々理解

できるようになり自然とバディと会話する機会も増えた。その度に「弥生、韓国語が上手に

なったね！すごいよ！」と褒めてもらえたことで嬉しくなり、勉強のモチベーションが向上

した。 

 帰国 3 日前に、韓国語の最後の授業と修了式が行われた。そこで各クラスから一人ずつ

「一番成長した学生」を担任の先生が選出して表彰する時間があり、クラス 2 からは私が

選出された。表彰されるために頑張っていたわけではないが、自分の頑張りを担任の先生が

見ていてくれて、それを認めてくれたという事実が心の底から嬉しかった。先生からの「よ

く頑張ったね」という言葉が何よりの宝物になった。 

 この研修で、言語というものが、人と人が繋がれる最高のツールであるということを学ん

だ。心があればつながることができる、とも言うが「繋がりたい、仲良くなりたい」という

気持ちが言語を学ぶ原動力になり、繋がって行けるのだと感じた。学ぶことに学科や学力な

どは関係なく、「学びたい」という意思があれば何にでも挑戦できるのだと実感した。 

 

☆景福宮で韓服を着ました☆         ☆記念品のタンブラーと修了書☆ 



現代社会学部現代社会学科 3 年 

短期留学を通して学んだこと 

1. 語学力の成長 

私のクラスでは、韓国語のみの授業だったた

め先生が仰っていたことは正直 4 割くらいしか

理解できなかったが、逆に聞くことに集中した

ためリーディングがかなり鍛えられた。それま

では、飲食店の店員には日本語か英語で対応し

てもらっていたのが、韓国語のみでやり取り出

来るようになり，自分でも成長を実感出来た。

また、留学中チマチョゴリ体験やテーマパーク

など文化体験やレクリエーションを通して、韓

国人のバディと沢山の会話をした。バディは、

とても優しく日本語が上手な人もいたが、中には語学系の学部ではないため日本語があ

まりできない人もいた。私は、そのような人に自ら話しかけ日常会話をすることで、自

分の語学力が上げられたと考える。 

2. 仁川大学への留学を考えている人へ 

 仁川大学から地下鉄で 30 分程で行けるプピ

ョンはソウル市内と違い外国人観光客が少ない

上に店も充実しているため、韓国人だけの環境

で休日を過ごしたいと考えている人にはオスス

メの場所である。さらに、仁川大学から 5 分程

歩いた所には解放感のあるカフェがあり、息抜

きには丁度良い場所である。しかし、バスには

要注意である。仁川大学はキャンパスが広いた

めキャンパス周辺にバス停がいくつもある。そのため、バスに乗る際は事前にバディに

降りるバス停の名前を聞くか、学内マップを持って出かけるのをオススメする。私は無

知のままバスに乗り、帰りにキャンパスで 40 分近く迷って泣きかけたので、私みたい

にならないように何事も事前の準備はすべきである。 

3. まとめ 

正直、留学中に何度も日本が恋しくなって帰りたいと思ったが、日本に帰って振り返

ってみたら、本当に行って良かったと思った。3 年間の大学生活で授業とアルバイト以

外何もしてこなかったため、志望した留学であったが自分で想像していた以上のものを

学べてとても充実した留学だったと思う。 

 

 



仁川大学夏季研修を通して 

 

アジア文化学科 2 年 

 

 2018 年 8 月 8 日から 8 月 26 日のおよそ

三週間、韓国文化体験プログラムに参加し

ました。 

私は一年生から勉強をしていた韓国語が自

分にはどれくらい身についているか、自分

の韓国語がどれくらい通じるのか知りたく

て今回このプログラムに参加しようと思い

ました。 

 このプログラムは他県からの大学も多く

参加していたので様々な人と交流すること

ができました。プログラムでは月曜から土

曜まで授業があり、最初はレベル分けテス

トで筆記と、面接が行われました。授業は全

て韓国語で進められ、授業が始まるとまず

先生が「昨日はなにをしましたか？」と一人

一人に韓国語で聞いてくださったり、習っ

た文法で会話の練習をしたり、授業中に韓

国語を話せる機会がたくさんあったためよ

り理解が深まったと思います。私のクラス

は韓国語をすでに話せる人が多くいたので

もっと頑張らないといけないなと刺激を受

けました。 

 授業後には仁川やソウルの見学をしたり、

料理体験をしたり、映画を見に行ったりし

ました。授業のない平日は韓国の遊園地エ

バーランドやウォーターパーク、チマチョ

ゴリを着て景福宮にも行きました。料理体

験ではサムゲタンを作り、生の鶏丸ごと一

匹触るのも初めてだったので貴重な経験が

できたと思います。また週末はバディと一

緒にソウルの方に出かけてショッピングを

してカフェに行ったりしました。 

約三週間韓国で生活したことで旅行だけ

では経験できない多くの韓国の文化に触れ

ることができました。またグループごとに

ついていた韓国人のバディ達の日本語力や

コミュニケーション能力が高く大変驚きま

した。積極的に行動する姿を見て私も見習

わないといけないと思いました。また参加

したことによって参加する前より自分の韓

国語に自信がついたと思います。これから

自分の韓国語力を上達させるためにも努力

を怠らないようにしようと思います。この

プログラムの経験や様々な人に出会えたこ

とに感謝し、今後の学生生活を有意義に過

ごしていきたいと思います。



仁川大学での韓国研修 

 

アジア文化学科 2 年 

 

8 月 8 日から 26 日までの 20 日間、仁川大学の

“2019年韓国文化体験プログラム”に参加しました。

このプログラムには、筑紫女学園大学の学生だけ

ではなく、大阪や広島など様々な大学から集まっ

た 75 名の日本人学生と、12 名の仁川学生のバデ

ィの計 87名が参加しました。 

まず、韓国語の授業では仁川大学に到着した翌

日に受ける、韓国語の筆記テストと面接の結果で

クラス分けがあるので、自分のレベルに合ったク

ラスで授業を受けることができます。私が受けた

クラスは、プリント冊子で文法を学び、それを実

際に先生との会話で使ってみるという、とても実

践的な授業内容でした。自分の学習意欲に良い刺

激を与えてくれたし、他大学の日本人学生や、明

るく優しい先生のおかげで、とても楽しく授業を

受けることができました。 

次に、課外活動です。月曜日から金曜日は、基

本的にお昼の２時頃まで韓国語の授業を受けた後、

みんなでバスに乗って様々な場所に行きました。

料理教室で参鶏湯を作ったり、景福宮で韓服を着

たりする文化・歴史体験や、ソウルタワーや映画

鑑賞など、どの活動も新鮮な体験ができました。

韓国語の授業がなく、朝早くからバス移動をして、

エバーランドやウォーターパークで一日中遊んだ

日もありました。朝食から夕食までメニューが決

まっているときは、学食や先生が手配してくれた

美味しいお店で、みんなでご飯を食べます。 

 

グループの女子で韓服を着て写真撮影（景福宮） 

最後は、グループ活動です。研修中は、日本人学



生 10 人とバディ 2 人で振り分けられたグループ

で活動することが多かったです。私たちのグルー

プのバディは、とてもフレンドリーで愛嬌がある

２人だったので、すぐに仲良くなれました。夕食

のメニューが決まってないときは、私たちのリク

エストに応えてお店に連れていってくれたり、日

曜日の自由時間も予定を決めて一緒に遊びに行っ

たりと、バディの２人やグループのみんなのおか

げで、どの活動も良い思い出になりました。 

 

 

韓国語授業のクラスメイトと先生(修了式後) 

        

 私が研修中に、失敗を恐れずに、積極的に韓国

語でバディに話すことを心がけました。そのおか

げで、自分の語学力不足や、韓国語の面白さに改

めて気づくことができ、韓国語をさらに流暢に話

せるようになりたいという意欲が高まりました。

また、今回の研修では自分の語学力を高めること

ができただけではなく、様々な経験やたくさんの

人との出会いによって、かけがえない充実した２

０日間になりました。研修中に出会った友達が福

岡に遊びに来てくれる約束や、仁川大学に留学し

たときに会う計画をたてたので、これからもこの

縁を大切にしたいです。研修の後半は、「日本に帰

りたくない」が口癖になるほど、とても楽しかっ

たです。この経験や出会いを今後も大切にして、

次のステップに活かしたいです



仁川韓国研修レポート 

アジア文化学科 2 年 

 私は韓国研修でたくさんのことを学んだ。仁川の韓国研修では授業以外にレクレリーシ

ョンや自由時間が設けられた。 

授業は能力別でクラスに分けられ韓国人の先生が教えてくれた。授業内容は簡単な日常会

話から文法まで全て韓国語で教わる。私は、あまり韓国語の知識が無い状態で研修に参加し

たため、単語力が無く、最初の 3 日間は授業用語を覚えることから始まった。すると毎日使

っている単語や韓国語の発音に慣れ、中盤は先生の話すスピードと言葉の理解ができるよ

うになってきた。自分のクラスは 1 日に何回も発表の機会が設けられるため、最初は緊張

で考えていることも忘れてしまうが、優しい先生とクラスメイトのおかげで緊張を忘れる

ぐらい楽しく話すことができた。短期間なのに授業で自然と韓国語を聞いたり話したりす

ることで韓国で買い物をする時や街中で話してる韓国人の会話を少し理解出来るようにな

っていて、3 週間で成長をしていることを感じとても嬉しかった。 

 レクレーションでは学校全体で韓国料理を食べに行ったりエバーランドやウォーターパ

ークなどの遊園地や韓服を着て街を歩いたり、文化を体験することも多かった。 

自分で旅行する時には体験出来ないようなことをたくさん出来る。 

校外では各グループにバディが 2 人つく形で分けられ行動をした。そのグループには他大

学の子もいたため、県外との交流もあり新しい友達が作れた。 

あまり慣れない環境だったが周りの友達と協力しながら新しいことに挑戦していくことで

自分の成長に繋がった。 

 週 1 日の自由時間では韓国にいる友達と色々な所に行きコスメや洋服などたくさん買い

物をした。他にはバディ達がご飯に連れてってくれたり、出前をしてみんなで海岸にいった

りした。バディは日本語も話せるため、わからない単語は聞くこともできるし、とても優し

いので楽しかった。 

今回の研修で語学力を身につけることもできたがコミュニケーション力や新しいことに挑

戦するという勇気を身につけることができた。今後も、もっとたくさんの新しいことに挑戦

していきたい。



 

仁川大学研修 

アジア文化学科 2 年 

 

最初に、研修中のグループ活動、次に授業について、最後にまとめ この三つに分けて報

告します。 

初日は、店で適当な人数に分かれてご飯を食べました。 

次の日にグループが発表されました。グループは、Ａ～Ｇで、１つのグループ、バディ含め

11 人程で構成されていました。グループで自己紹介をした後、学校内にあるカフェや海が

見える場所に連れていってもらいました。 

不安だったのは最初の１日だけで、以降は韓国人、日本人関係なく沢山の人と話す機会がで

きて友達もできました。どの韓国人学生も優しくて私のグループのバディとは今でも連絡

を取っていて帰国してからも日本に遊びに来てくれました。 

土日は、基本的に自由で、ソウルに行ったりバディに美味しいごはん屋さんに連れていって

もらいました。ソウルに行くまでに時間もかかるし、バスや地下鉄の乗り換えがあるので、 

なるべくバディや研修に参加している学生たちと行ったほうが安心だと思いました。 

 

授業は、５つのクラスに分かれていて、筆記と面接の試験がありました。私が授業を受ける

ことになったクラスは、私のレベルからすると難しかったけど、優しい先生で、理解できて

いるか確認しながら授業を進めてくれたので、負担になることなく授業を受けることがで

きました。授業で習った言葉をすぐに日常生活で使えるのは、研修の良い点だと感じました。

授業以外には韓服体験や料理作り、エバーランド、ウォーターパーク、チャイナタウンなど、

どれも旅行だけでは、体験できないことばかりで、貴重な時間を過ごすことができました。 

 

今回の研修に参加して、リスニング力が確実に上がったと感じました。意識しなくてもバデ

ィの説明が半分以上は聞き取れていて自分の成長に驚きました。また、グループの中でも語

学力がバラバラで、自分より韓国語ができる子もいて、もっと話せるようになりたいと、良

い刺激を受けながら生活ができました。 

研修に参加する直前まで、語学力がなかなか伸びなくて悩んでいる時期だったので、リスニ

ング力が上がった事で、自信に繋がり、韓国人学生の友達ができたことで、もっと話せるよ

うになりたいと目標もできこれからの自分に大きな変化与えてくれました。 

もし研修に参加しようか迷っている人がいたら絶対に参加した方が自分の力になると思い

ます。 



チキン屋さん バディのバイト先 学校内にあるカフェ 

お昼ご飯 チャイナタウン 

バディとお揃いで買った服 G グループ 



仁川研修 

アジア文化学科 2 年 

 

今回約三週間の仁川研修に参加してたくさんの経験をした。毎日が新鮮で楽しくて、最初は

三週間も長いなと思っていたが、あっという間に過ぎて短く感じた。筑女の学生だけでなく、

他大学の学生も参加していたので 90 人近くいた。平日は授業が終わるとグループで行動す

ることが多かった。私は A グループで友達以外に同じ大学の生徒がいなくて、最初は少し

気まずくてぎこちなかったがグループ活動をしていく内に仲良くなれた。色んな大学から

参加していたので、広島、千葉など色んな場所に友達が増えた。グループには二人のバディ

がいて、旅行とかでは行かないような場所にたくさん連れて行ってくれた。私たちのバディ

のテスンとヨンヒョンはすごく優しくてとても良いバディだった。研修前に去年の先輩た

ちが日本人学生が多くて韓国人学生と関わる機会が少なかったと書いていたが、休日も遊

びに誘ってくれたのでそんなことはなく、三週間と短い期間とは思えないくらい親しくな

れた。一つだけ残念だったのは休日にソウルなどに行くと往復の時間がとても長くて移動

だけで疲れることだ。それ以外は特に不満はなかった。研修に行く少し前から日韓の中が最

悪な状態になっていて若干身構えて行ったが実際はテレビで放送されているようなことは

ほとんど目にすることはなかった。実際に行ってみないとわからないもんだなと思った。今

回の研修で、韓国語の上達はそこまで感じなかったが、言葉が通じなくてもどうにかして伝

えようと頑張ることが大事だと思った。また、韓国に行きたいと思ったし、他の国にも行き

たいなと思えるようになった。 

 



 

仁川研修 

 

アジア文化学科 2 年 

 

 私は夏休みに仁川大学で行われた韓国研修に参加しました。19 日間の韓国での生活は、

毎日がとても充実しており長いようであっという間に終わってしまいました。事前学習の

時には知らない子が多く、とても不安でしたが韓国に着くとすぐに仲良くなることが出来

ました。親元を離れて生活したことが無かった私にとって同じ大学の子たちはとても心強

かったです。韓国に着いて韓国語の授業のクラス分けテストがありました。授業は全て韓国

語で行われると聞いて初めは絶対無理だと思いましたが、担当の先生はとても優しい方で

分かりやすい韓国語を使って授業をして下さいました。私達のクラスは自分で文章を作り、

それをみんなの前で発表することが多かったです。そのおかげで単語や文法を新しく覚え

ることが出来たと思います。また、ユンノリという双六のような韓国の伝統的なゲームも授

業でしたのですが日本の双六に比べて少し難しく、とても面

白かったのでまた遊んでみたいです。授業の無い日は全体で

の体験プログラムや、友達とソウルまで遊びに行ったりしま

した。全体で行ったプログラムとして、チマチョゴリを着た

こと、漢江に行ったこと、エバーランドに行ったことが特に

楽しかったです。チマチョゴリは自分の好きなものを選んで、

景福宮でたくさん写真を撮り、貴重な体験となりました。漢

江ではキチンなどを頼んで韓国人のバディ達と一緒に食べま

した。ピクニックみたいでと

ても楽しかったです。エバー

ランドは絶叫系が色々あっ

て、たくさん乗ったので疲れましたが、とても楽しかった

ので、また行きたいと思います。他にも色々な所に連れて

行ってもらって韓国の文化を体験することが出来ました。

仁川はソウルに比べて観光客が少なく、日本語があまり通

じませんでした。その為、自分の韓国語が通じた時、会話が

出来た時、店員さんの言葉を理解できた時は本当に嬉しか

ったです。これからもっともっと韓国語が話せるように頑

張ります。



アジア文化学科 2 年 

 

～仁川大学での生活～ 
研修中は、仁川大学の学生寮で生活し、韓国語の授業も仁川大

学の教室で受けました。仁川大学はとても広くて、大学内に様々

な施設があり、コンビニやカフェ、銀行や郵便局、大学のグッズ

を売っているところなどがありました。仁川大学は海のすぐ近

くにあり、授業や研修のプログラムに入っている体験学習が終

わったあと、友達と海の近くのカフェで過ごしたり、運動器具で

運動したり、ソルビンを宅配してもらって海の近くにあるベン

チで食べたりしました。 

韓国語の授業は、まずテストを受けて５つのクラス分け

をしました。クラス分けから数日間はクラスの移動ができ

るので、自分のレベルに合ったクラスで授業を受けること

ができました。授業についていけるのか不安でしたが、先

生がとても優しくわかりやすく教えてくださるので大丈夫

でした。お昼休憩のときは、クラスでご飯を食べました。

そのときに、教室にあるスクリーンにユーチューブでみんなの好きな音楽を流し、楽しく過

ごしました。お昼ご飯は、お弁当、チキンやピザなどを食べました。また、授業中はずっと

勉強というわけではなく、韓国のゲームをしたり、先生が紹介した曲を歌ったりして、韓国

の文化を楽しく学びました。 

これまで、仁川大学での生活について述べてきましたが、大

学外でのレクレーションや文化体験、休日のショッピングな

ど、他にもたくさんの出来事があり、楽しく過ごしました。研

修ならではの体験ができ、とても充実した１９日間でした。 

 

 

画像右上：仁川大学近くのバス停 

画像左：授業風景 

画像右下：エバーランド(遊園地)



仁川研修について 

アジア文化学科 2 年 

 

8 月 8 日から 8 月 26 日までの約 3 週間仁川大学へと研修に行った。その時の体験記や感

想を簡単に記していこうと思う。 

まず初めに研修中の生活についての感想を述べたいと思う。寮での生活で部屋は 2 人部屋

であった。私たちの学校は基本的に学籍番号順に 2 人づつ振り分けられてあった。設備も

しっかりしており不便な点は何もなかった。では肝心の研修プログラムについて述べてい

こうと思う。研修プログラムは全体的に少しハードであるなと感じた。土日以外の日は必

ずどこかへ出かけ体験するというプログラムが組まれてあったのだが、大学からは少し遠

いところが多く、バスでの移動が少し大変であるなと感じた。たくさんのプログラムがあ

り、全てを書くことは難しいので絞って書いていこうと思う。まずソウル見学について

だ。こちらでの一番の思い出はやはり韓服体験だ。自分で好きなものを選ぶのだが可愛い

ものが多く小物も多いためどれにしようか非常に迷った。しかし自分が選んだものを着て

景福宮という歴史的建物を見学するという経験は韓国の昔にタイムスリップしたかのよう

な雰囲気になり、貴重な体験になった。私の中で印象深いプログラムといえば映画鑑賞で

ある。これは最後のほうのプログラムであった。約 2 週間の韓国語の授業を経てどのくら

いの韓国語の力がついたのかを試すことができる時間であった。私自身全部の言葉を理解

するということはまだやはり難しいと感じた。しかし韓国に来た初日中で比べるとやはり

聞く力は少し上達したように感じた。また韓国の映画館を体験するという経験もできた。

おそらく自分で旅行に来ただけであれば映画など見ないだろう。そのためこういった研修

で韓国の人たちの日常を体験することができるということはとても嬉しかった。次に授業

の話をしようと思う。授業は 5 段回のクラスに分けられるのだが移動することも可能であ

り、自分に合ったクラスで授業を受けることができた。全て韓国語での授業になるが先生

はゆっくりはっきりと話してくださるため、聞き取りやすく理解するのにも十分な時間が

あった。そのため聞き取りの力は初日よりもだいぶ上達する。授業形式は先生によって異

なるが、私たちのクラスでは聞き取り、書き取り、読む、話す、といったように全てのこ

とを先生が一人一人丁寧の寄り添って教えていただいた。不安なことも多かったが先生の

おかげで安心して上達することにだけ集中することができた。昼休みは授業のクラス皆で

研修の担当の先生が頼んでくださったお昼ご飯を食べた。では次にバディの話をしようと

思う。約 10 人のグループに対しバディは男女 1 人づつついてくださっていた。夜ご飯が

用意されていない日などは、バディの人たちがグループ皆を連れてご飯に連れて行ってく

れたりした。常に日本人学生のことを考えてくださっていた。またバディの人たちは基本

的に日本語が上手だったので言葉の壁も感じなかった。しかし日本語でのコミュニケーシ

ョンが普通になってしまい、あまり韓国語を使うという場面は少なかった。そこは少し後

悔している点である。いろんな経験をした 3 週間であったが、初体験ばかりであり大変で



あったが、学ぶことは多くこれからのチャレンジ精神にも大きく自信へと繋がる体験にな

ったという風に感じています。 



仁川研修について 

アジア文化学科 2 年 

仁川研修では、グループに分けられ、各グループに 2 人ずつ韓国人のバディがつきまし

た。19 日間、2 人 1 部屋で生活しながら、韓国語の授業、文化体験活動、レクレーション

などを行いました。 

韓国語の授業では、5 つのレベルに分けら、それぞれのクラスで授業が行われました。授

業はすべて韓国語で行われました。最初は、先生が言っていることを必死に聞き取り、韓国

語で文をつくり発表することも難しかったが、最後に近づくにつれてどちらも上達するこ

とができてよかったです。 

文化体験活動では、様々な体験をしました。特に印象に残っている体験は、韓服を着て景

福宮に行ったことと、みんなでサムゲタンを作ったことです。韓服体験では、自分の好きな

色や柄の韓服を選び、景福宮に行きたくさんの写真を撮りました。髪の毛もかわいくして頂

いてすごく新鮮で良かったです。サムゲタン作りでは、鶏の股から、もち米、栗、ナツメ、

ニンニクを入れて脚を閉じ、スープに入れて煮込みました。1 人 1 羽食べました。おいしか

ったです。 

レクレーションでは、エバーランド、ウォーターパークに行きました。エバーランドでは、

たくさん乗り物に乗りました。みんなで、頭にカチューシャ付けたりして楽しかったです。

ウォーターパークでは、流れるプールや、奥に行くほど足がつかなくなる波のプールなどが

ありました。その中で 1 番楽しかったものは、6 人乗りのスライダーです。すごく激しくて、

頭までびしょ濡れになり楽しかったです。また、平日の夜には仁川大学近くのカフェに行っ

たり、バディにデリバディーを頼んでもらったり、おいしいお店に連れて行ってもらったり

しました。おいしい食べ物をたくさん食べることができて幸せでした。休日には、韓国に住

んでいる友達に会いに行ったりしました。行きたいところにもいけ、たくさん買い物もでき、

すごく充実した 19 日間を過ごすことができました。



仁川研修を終えて 

アジア文化学科 2年 

 

私は今回の仁川研修を通して、一番変化したことは韓国に行く前より語学力が上がった

ことだ。研修での授業では、1 から 5 までのクラスに分かれ、自分に合ったレベルで韓国語

を学ぶことができた。授業は全部韓国語で最初は理解できるか不安だったが、それぞれのク

ラスの先生が本当に優しく分かりやすく教えて下さったおかげで自然と身に付いた。また、

先生との会話でのコミュニケーションも日を重ねるごとに抵抗がなくなり、自信がついた。 

授業のない休日には、バディーと一緒に班で出かけたり、友達と行きたいところに行った

り、とても有意義に過ごすことができた。班にはバディーが二人ずつ付いてくれて、私の班

のバディーは二人とも本当に日本語が上手で、とても喋りやすかった。地下鉄やお店など色

んなところで私たちを助けてくれて、お店での注文や通訳はもちろん、バスやタクシーなど

普段、私達だけでは乗ることが難しい乗り物の乗り方を教えてくれてとても有難かった。正

直、行く時期が悪く、日韓関係が悪かったので、バディーの存在が本当に大きかった。 

さらに、研修期間中に仁川見学や民族村、ソウルタワー、

エバーランド、漢江、南怡島など韓国の有名な観光地に行

くことができた。仁寺洞では韓国の伝統衣装であるチマチ

ョゴリを着て、景福宮を見学した。ドラマなどでも使われ

る伝統的な建物がとても大きくて綺麗だった。料理体験で

は、サムゲタンとキムチチゲ作りをすることができ、皆と

楽しくおいしくできたので良い体験になった。また、映画

館で韓国映画を鑑賞して、とても面白かったので楽しく観ることができた。だけど、聞き取

れない単語や文法での会話も多く、自分の語学力のレベルを痛感した。 

この研修で様々な人と出会い、たくさんの体験をして、

勉強もして本当に毎日が楽しすぎて終わるのが嫌になる

くらい濃い 19 日間だった。私にとってかけがえのない時

間になった。この研修での経験を活かして、これからもっ

と韓国語のレベルが上がるようにたくさん勉強していき

たいと思う。また、授業を通して、韓国の方と話すことに

慣れたので日常生活でもたくさん韓国語で会話する機会

を増やしたいと思った。 

 

 

 



仁川研修レポート 

アジア文化学科 2 年 

 

これから、私が仁川研修で、実際に体験したこと、感じたことを細かく紹介する。 

 まずは三週間過ごす寮について。寮は二人部屋で、研修に参加した筑女生の中で学籍番号

前から二人ずつがルームメイトとなった。それなりの設備は整っており、部屋の広さも十分

だったため、過ごしやすい部屋ではあったが、トイレが詰まりやすいのと、エアコンが少し

扱いにくいのが難点だった。トイレに関して言えば、最初のオリエンテーションでトイレッ

トペーパーが二つしか支給されなかったため、日本から二つ程持っていくのが良いと思う。 

次に食事について。朝食は、自由時間の日以外は食堂

を利用し、土曜日など食堂の開いていない日は、サンド

イッチやお粥などが支給された。食堂が寮から少し離れ

ていて、朝から暑い中、歩いて食べに行かなければなら

ないのが大変だった。昼食は、授業のある日は、支給さ

れるお弁当か、先生にペダルして頂いたチキンやピザな

どが主だった。夕食は、スケジュールのある日は街のご

飯屋にバスで移動して食べに行き、夕食のついていない日は、バディや日本人の友達と一緒

に食べに行った。韓国料理ではないが、バディのお姉さんと仁川のプピョンという街に食べ

に行ったパスタ（RolingPasta）が、安くて非常に美味しかった。（写真は食堂の朝食） 

 韓国語の授業について。まず、一番初めの授業でクラス

分けテストが行われ、その日のうちに、レベルに合わせて

１～５までのクラスに分けられた。私は４クラスで、リス

ニングの音声を聞いて穴埋めなどの座学中心だった。会話

力をもっと上げたかったので、発表形式の授業がもっとあ

ればよかったなと感じた。 

   

この研修はエバー ランド、南怡島見学、サムゲ

タン作りなど、アクテ ィビティや文化体験も充実し

ていた。旅行ではあま り行くことのない仁川チャイ

ナタウンの見学や、映 画館での映画鑑賞など、刺激

的な体験をすること ができ、非常に満足のいく内

容だった。 

 ちょうど日韓関係が悪化していた時期に、研修が行われたので、行く前は少し心配してい

たが、怖い目に合うこともなく、バディも皆良い人達ばかりで親しくなれたし、お店の方も

非常に親切にして下さったため、その点については何も心配することは無いと思う。    

簡単に私の体験をまとめてみた。少しでも参考になれば幸いだ。



仁川大学夏期研修 

アジア文化学科  2 年 

 

韓国語の授業 

初めにクラス分けをするために先生が韓国語だけで 1 人  

1 人に質問します。それから自分に合ったクラスで勉強 

していきます。クラスはレベル 1~5 のクラスに別れて 

自分はレベル 3 のクラスでした。授業をする時は全て韓 

国語で先生が日本語が話せなかったのでリスニングや進 

んで韓国語を話せたと思います。先生がほんとに優しく 

１つ１つ丁寧に教えてくれました。 

 

文化体験やアクティビティ 

文化体験では韓服を着て景福宮に行ったり、仁寺洞      

やソウルタワーにも行きました！1 人では行けない 

ような所にたくさん行くことができてよかったし 

思い出になりました。アクティビティでは 1 番 

楽しかったのはエバーランドです！色んな乗り物に 

乗って日本の遊園地より広い感じがしました！ 

なので歩くのが大変でした笑 

 

寮生活・食事等 

大学の中にある寮で生活をしました！2 人部屋で     

結構広かったので生活しやすかったです！門限は 

12 時でした。食事は平日は授業があるので昼ごは 

んはピザやチキンやお弁当など豪華なものばかりでした！ 

夜ご飯はその日によって違ったけど結構みんな 

で食べに行くことが多かったです。休みの日は食事は出ませ

んでした。なので友達とどこかへ食べに行っ 

てました！ 

 

約 3 週間長いと思ってたけどほんとにあっという間でした。   

そのくらい楽しく学べて色々な経験が 

できました。またバディーの方全員すごく優しかったです！ 

仁川大学夏期研修に参加してほんとによかったです！ 

自分自身成長できたと思います！



仁川大学短期語学研修レポート 

アジア文化学科 2 年 

 

自由時間について 

想像以上に自由時間がありました。自分のグループのバディーは忙しくて一緒に遊びに行

く機会はありませんでしたが、ほかの班に混ぜてもらって行動しました。仁川大学の近くに

はお店はないので路線バスで地下鉄の仁川大学入口まで行くとロッテマートや飲食店があ

ります。韓国に行ったことはありましたが、韓国の地下鉄や路線バスに乗ったことはなかっ

たので日本との違いをたくさん感じました。最初は緊張しましたが慣れると地下鉄もバス

も乗れます。平日は午後まで授業があるのでソウルに行きたいなら時間に余裕がある土日

がいいと思います。地下鉄の乗り換えもスマホで検索したりすれば大丈夫でした。 

授業について 

最初に筆記と面談のテストがあり、すべて韓国語で行われました。一応クラス分けはされま

すが自分のレベルと合わないと思ったら変更もできます。テストの先生によってクラスの

分け方も様々なので遠慮しないで、自分のレベルと合うクラスで授業は受けた方がいいと

思います。授業は思っていた以上に自分で文を書いたりして発表する機会がありました。 

寮生活について 

各部屋には Wi-Fi が備え付けていたのでとても便利でした。トイレとシャワーは間に敷居

がないのでトイレのほうに水がかからないようにするのが大変でした。最初に洗面所で使

用するスリッパと箱のテｨッシュが各部屋に 1 つとトイレットペーパーが各部屋に 2 つ、タ

オルが一人二枚というものが支給されました。約二週間半は生活するのでトイレットペー

パーは支給分では足りないと思います。1 つ 2 つ持って行く事をおすすめします。寮には門

限があり、時間を過ぎると入れなくなるので要注意です。女子寮の部屋からは海が見えるの

で夜に見える景色は綺麗でした。寮の部屋はとても綺麗でした。 

食事について 

朝食は食堂で事前に配られた食券を持って行って食べます。辛いチゲも朝から出てくると

いうことに驚きましたが、次第に慣れてくると思うので大丈夫でした。研修ではたくさん時

間があるのでいろんな韓国料理にチャレンジすることが出来ます。ファーストフード店も

行きましたが、メニューが日本とは違うのでとても新鮮でした。授業の日のお昼ご飯は弁当

やチキンやピザでした。 

まとめ 

普段日本で生活とは違った生活を送ることができました。外国語を勉強する上で自分の今

の実力を試すいい機会になりました。まだまだ勉強が足りないと改めて感じたのでとても

良い機会でした。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



～仁川大学夏期研修～ 

アジア文化学科 2 年 

  

 ８月８日～26 日の 19 日間の研修では、主に韓国語の授業、学外でのレクレーションを

行いました。韓国語の授業はテストを受けて 5 クラスに分かれて私のクラスでは主に、授

業内で与えられた課題に沿って、自分で文章を考えて発表をしました。この授業のおかげ

で人前で韓国語で話すことに躊躇がなくなりました。そして授業は全て韓国語で行われる

ので聞き取る力も以前より上がり、先生と韓国語で会話もできたのでとてもいい経験にな

りました。 

レクリエーションでは、参鶏湯作り、エバーランド、漢川などに行きました。レクリエー

ションでは旅行ではなかなかできないこと、場所に行けたのでとても楽しかったです。 

 授業後にレクリエーションがない日は、バディがご飯を食べに連れて行ってくれたり、

バディに宅配注文をしてもらって寮で友達とチキンやソルビンを食べたり、学校近くのカ

フェに行ったりと、とても楽しく充実していました。 

休日はソウルにも行きましたが、仁川から 30 分の場所にある富平という所に初めて行き

ました。富平には地上にも地下街にも服屋やコスメショップ、飲食店などがたくさんあり

本当に楽しかったです。 

 韓国で 19 日間過ごしてみて、行く前は初めて海外に 19 日もの間滞在するのでとても不

安でした。正直にいうと 10 日すぎたくらいで少し疲れが出たりもしましたが、授業もレ

クリエーションも休日も全てが楽しかったです。韓国で生活してみないと体験できないこ

とがたくさん経験でき、旅行よりはるかに長く滞在できるので様々な場所を楽しめまし

た。貴重な経験ができ、とても充実した 19 日間を過ごすことができました。この研修に

参加して本当によかったと思います。



2019 年度仁川大学夏期研修                  アジア文化学科 2 年

 

１．毎日の過ごし方 

 基本的に毎日 9:30～14:30 まで５クラスに分かれた韓国語の授業がありました。入寮の翌

日にテストと面接があり、その成績によってクラスが分けられます。実際に授業を受けてみ

てクラスを変更することもできます。午後まで授業があって、そのあと２で紹介する様々な

場所へ出かけました。授業がなく、丸１日レクリエーションの日もありました。日曜日は授

業がないので自分の過ごしたいように過ごすことができます。 

 

２．文化・歴史見学・レクリエーションとして行った場所 

    
民族村      チャイナタウン   景福宮      ソウルタワー 

    
エバーランド      漢江      サムゲタン作り     南怡島 

  
            カリビアンベイ     映画鑑賞 

３．感想 

18 泊 19 日は本当にあっという間でした。授業では先生からよく当てられるので、いつ当

てられても答えられるように集中して受けました。授業はすべて韓国語なのでリスニング

力もつくと思います。私は言っている意味はなんとなく分かるけど自分の伝えたいことを

韓国語で話すことができなかったので、すごくもどかしかったです。 

 仁川大学の先生やバディの方が本当にいい方たちで、毎日楽しくてすごく充実した日々

を過ごすことができました。時期的にあまりよくなかったので私も少し不安でしたが、実際

の韓国は日本のメディアの報道と違うところばかりでした。私は今回の研修が初の海外だ

ったので、やはり実際に現地に行くべきだなと思いました。本当に参加してよかったです。



仁川研修での日々と、触れたもの 

アジア文化学科 2 年 

仁川大学での研修は、身内の不幸により１週間早めの帰国となった為、それまでの約 2 週

間の話をしようと思います。 

 仁川空港へ着いて、仁川大学のバディーの方と先生が迎えに来てくれていました。大学の

バスで大学まで連れて行って貰えたのでなんの心配もなく大学へ着きました。そこで二人

一部屋の寮の部屋分けを学籍番号順で行い、部屋のカードキーと食券、一部屋にトイレット

ペーパーを二つ、タオルを 1 人 2 枚、布団類を受け取りました。 

 2 日目のオリエンテーションで行動のグループ分けが発表され他大学の人とも同じグルー

プになりました。バディーと対面しさっそくどこへ行きたいか、研修中に何がしたいが、何

を食べたいかなど私達の要望を沢山聞いてくれて、研修期間中に色んなところへ連れて行

ってくれました。旅行では来ることが出来ないだろうなという所を教えてくれたり、とても

親切でした。 

 クラス分けテストは、ペーパーと簡単な面接があって、5 つのクラスに振り分けられまし

た。授業を受けてみて自分には難しい、易しいと思ったら変更することも可能でした。私は

1 番上の 5 クラスで全て韓国語での授業で難しい所もありましたが、分からない単語も全て

分かりやすく教えて下さり、知らなかった文法や、私より

もレベルの高い人がいる中で受けた授業でとても刺激を受

けました。  毎週月～金曜日まで 1 日 50 分を 4 コマうけ

て、その後に全体のスケジュールがあったり、なかったら

自由行動だったり班でご飯に行ったりしました。毎朝、学

食へ行き朝ごはんを食べました。 

 日曜日は完全な一日休みで、ソウルへ行ったり、旅行に来

ている友達に会ったり、門限 12 時ギリギリまで外出していました。ある日、途中で路線が

枝分かれする電車に乗り、目的地ではない方へ電車が行ってしまい、引き返さなくてはなら

なくなりました。門限が迫っていて慌てていたため近くにいた人にすぐ声をかけると、この

電車に乗ったらいいよ、とか何番ホームだよ、とわざわざ調べて助けて下さいました。バデ

ィーが駅まで迎えに来てくれたり、寮に着いたか電話してくれたりもしました。 

 毎日のお昼ご飯は有名なお店のチキンやピザ、ビビン

バなどの日本にはない韓国らしいお弁当など、毎回違っ

てとても楽しめたし、美味しかったです。 

 チマチョゴリを着て景福宮へ行ったり、民族村へ行っ

たり遊園地へ行ったりと、文化体験もできました。 

2 回目の日曜日はバディーに何を食べたい、どこに行

きたい、何を買いたいと言うと連れて行ってくれまし



た。その次の日の昼休みに帰国しなくてならない急ぎの連絡が入りました。すぐに先生に相

談すると、すぐに日本旅行さんに連絡を取ってくださって、自分一人で空港へ向かうつもり

が、仁川大学の他の先生が空港まで送ってくださりその日の夕方の便で帰国しました。別に

フライト代はかかってしまいましたが、緊急事態にも素早く対応してくださりすぐに帰る

ことが出来ました。 

 この研修で、多くの韓国の方に助けて頂き、多くの優しさに

触れることができました。日韓関係が冷え込み、周りから危な

いと反対されながらも行った韓国は、とても優しい国でした。

最後まで参加できずとても残念でしたが、とても充実してい

て、帰りたくない！また行きたい！と思うほどでした。バディ

ーとは今でも連絡を取るほど仲良くなりました。韓国人の友

達も、他県の大学の友達も出来て、想像以上に多くの事を得る

ことができました。参加して本当によかったです。 

  



夏休みの思い出 

アジア文化学科 2 年 

 

 ８月 8 日から２６日まで韓国の仁川大学で語学研修へ行きました。先輩から聞いた話で

は自分から進んで韓国語を話さないとほぼ日本語での生活になると言われたけれど、実際

そうではなくてバディの子が全く日本語を話せない人もいたので思っていたより韓国語を

使う機会が多く、授業も全て韓国語で行われるためとても良い研修でした。 

 テーマパークや休日のショッピングや、バディとご飯行ったりして毎日が充実していま

した。また、来年から行く留学先でもあるため留学に対する不安が少しなくなったように感

じました。 

 

特に楽しかった体験をいくつか紹介しようと思い

ます。まずは、韓服体験です。各々上と下で好きなデ

ザインを選んで着るのがとても楽しかったです。ドレ

スを着ているような気分でした。私は、ピンクが好き

なのでピンクを選んだのですが、今度は違う色もきて

みたいです。 

  

次に、エバーランドやウォーターパークに行った時はお揃

いのズボンやスウェットを購入して着ました。普段はインド

ア派なので久しぶりにはじけて遊ぶことができてとても楽し

かったです。 

 もしまた今後行く機会があればお揃いの服を買って遊びに

行きたいです。 

 最後に紹介するのは、休日の過ごし方です。休日はお洒落なカフェ巡りをしたり、バディ

とご飯に行ったり、好きなアーティストの事務所に行ったり、友達のサイン会に同行したり

ととても楽しかったです。その時の写真をいくつか紹介します。 

 

旅行では経験できない体験をたくさんできました！



仁川研修 
アジア文化学科 2 年 

 仁川大学に 19 日間研修に行った。韓国には数回訪れたことはあったが、日韓関係が最

も悪い状況だったためワクワクよりかは不安しかなかった。だが、仁川大学のプログラム

はとても充実していて、15 万という値段であれだけの場所に行き、ご飯もほぼついている

のは素晴らしい。その中でも印象に残っているのは、景福宮とエバーランドだ。 

景福宮の近くには日本大使館があり、デモを実際に見て今の日韓関係を改めて感じるこ

とができたので恐怖ももちろん感じたが、いい勉強にもなった。景福宮に行った日はとて

も天気が良く、暑かったがその国の伝統衣装を着る機会なんて自分では絶対につくらない

のでとてもいい経験だったし、何よりも可愛くて写真もたくさん撮れて、韓国の学生とも

仲を深めることができたのでとても充実していたと今考えても思う。 

 エバーランドでは、時速 104 ㎞の速度で落下角度が 77 度というエバーランドの中で最

恐の Texpress というジェットコースターがあり、それに乗ろうとしたが直前で怖気づいて

しまい乗らなかったことにとても後悔している。ただ園内がとても広く、行く道に迷って

しまいお店の人に行き方を韓国語で聞き、返答の韓国語もちゃんと聞き取れたので自分の

成長を感じることができた。時間の関係で乗れなかった乗り物も多かったのでまた機会が

あれば必ず行きたい。 

 韓国語の授業に関しては、最初は韓国語が聞き取れるか不安だったが難しい単語も簡単

な韓国語で説明してくれたので安心して授業を受けることができた。 

 今回の研修では、やはり 19 日という短い時間で韓国語の能力を莫大に上げることは不

可能だったが、現地の人に韓国語で話しかけるスキルや観光客が来なさそうなお店に入る

勇気、韓国語を耳に慣れさせることに関しては身についたと感じる。それに韓国語へのモ

チベーションにもなり、韓国の文化についてもさらに意欲、関心が増した。日韓関係悪い

中、来てくれてありがとうなどとの言葉もかけてくれてとても優しくしてもらったので私

も日本に来ている韓国人の方の助けになるようなことを積極的にやっていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


