
<韓国短期研修>  アジア文化学科 2 年 

 

私は 8 月 11 日から韓国のソウルで 20 日間の語

学研修に行きました。長い滞在は初めてだったた

め行くまで緊張していたものの、着いて数日で現

地に慣れることができました。研修は午前中に授

業があり午後は基本的にフリーだったので友人

と毎日出かけました。週に 2 度全体での活動があ

り、ロッテワールドや観光地へ行ったり韓服を着

る体験をしました。ロッテワールドでは朝から天

気も良く外のアトラクションにも乗ることがで

きました。園内でもスタッフの方に積極的に韓国語で話しかけたり、日常的に韓国語を使う

ことが多くなりました。友人同士でも日頃から「今の単語の意味なんだっけ」と考えあった

りして生活全てが勉強になるものでした。また、

筑紫女学園大学以外からも他県から４人の研修

生が来ており、研修生同士でも仲を深めることが

出来てとても良い機会になりました。研修に来た

ばかりの時、ペダルを頼もうとしたものの現地の

電話番号がないとネット注文ができないことが

わかり、寮の警備員さんに一生懸命韓国語で伝え

て宅配を頼んでもらったこともありました。それ

以来警備員さんとも仲良くなって、韓国語でしか

会話が出来なかったためお互い携帯で翻訳など

も使いながらたくさん会話をするようになりま

した。1 度美味しいコプチャンも御馳走してくれました。韓国では本当に美味しいものが多

く、毎日どこかへ食べに出かけては安くて美味しいものを食べ歩きました。韓国はサービス

もとても充実していてセフルサービスでキムチが置いてあるところもほとんどで、お店の

人がサービスで出してくれることもありました。そういったところも韓国の人の優しさを

感じることができました。寮では、4 人一部屋で筑紫女学園大学の 2 年生と同じ部屋だった

ので毎日楽しく過ごせました。衣食住をずっと共に過ごして、お互いをもっと知ることもで

きて、この研修があったからこそ仲を深めていくことができたと感じます。またこういった

機会があれば、積極的に参加していきたいと思いました。 



徳成女子大学夏季研修 

アジア文化学科 2 年 

  

私は 8 月 11 日から 31 日まで韓国のソウルにある徳成女子大学へ 3 週間の短期研修に行

きました。このプログラムは 3 週間、韓国のソウルにある徳成女子大学へ行き、韓国語の

授業を受けながら、韓国の文化も学ぶことができるとても自分のためになるものでした。 

 まず、韓国語の授業は月曜日から金曜日まで毎日ありました。韓国語の先生は 2 人いて

交代で教えてくださいました。授業は全て韓国語で進むので初めは不安でしたが、分かり

やすく短い文で教えてくださるので、文法も学べて、同時にリスニング力も鍛えることが

できたので、私にとって毎日の授業がとても楽しかったです。また、ペアで会話練習をし

たり、休みの日に遊びに行った写真を使って紹介したり、教室にいるみんなと話すので新

しい友達もたくさんできました。 

 そして、平日のお昼からや、土日は自由時間がありました。毎日ソウル市内に遊びに行

ったり、大学の近くの水踰駅というところにはお店もカフェもたくさんあるので、疲れて

いるときは、水踰駅で買い物をしたり、カフェで勉強をしたりしました。水踰駅は観光地

ではなく、日本人も全くいないので、韓国語の実力を活かすためにはとてもいい環境でし

た。 

そして、韓国人の友達に連れて行ってもらった낙산공원 という公園から見た東大門の夜

景が、この研修の中での 1 番の思い出です。その公園から見るソウル市内は本当に綺麗

で、福岡では見られない景色でした。 

 短期研修に行くことで、行く前よりも考えが変わったことも多く、同時に日本のことに

ついてもより深く知りたいと思うようになりました。韓国語の勉強をしながら、好きな国

で自分の好きなことをたくさんできた 3 週間でした。言葉が伝わらない大変さや、日本と

の文化の違いに戸惑うこともありましたが、それも全部含めて楽しい短期研修でした。こ

れから、両国の人達が自由に旅行をしたり、関係を築いたり、今よりももっと近い存在に

なればいいなと思いました。私も、もっと韓国語を勉強して、架け橋になれるように頑張

ります。本当に私にとって大切な 3 週間になりました。 

  



韓国研修 文集 

２年 アジア文化学科 

 

私は、この短期の留学で韓国の言語は勿論ですが国の文化に触れ知識を深めるこ 

とができました。正直最初は「20 日間だけでは、なにも上達できないのかもしれない」と

思っていたけれど、その 20 日の間ずっと韓国で暮らすことによって旅行で訪れる時とは違 

った面から韓国を知ることができ、韓国の友達もでき、お話しすることによって 

言語上達にも繋がりました。 

寮については 4 人部屋でしたが、一人一人の机があり、勉強する環境も整っていたため 

皆で協力して勉強できたのも、とてもいい思い出の１つです。 

そしてこの留学で一番の思い出と言えば、韓国人の友人が出来たことです。 

バディの子達にはオススメの韓国料理屋さんへ連れて行ってもらったり，知らない単語を

教えてくれたりと、とても勉強になり、そして韓国語でお話ができたことが何よりも本当に

嬉しかったです。 

今でも連絡を取っており、仲良くしてくれています。バディ

の子達の他にも、先生やカフェの店員さんや警備員の方など

とも、沢山お話をしました。 

ゆっくりと話を聞いてくれて間違った単語は変えて教えてく

れて、とても親切でした。また韓国を訪れる際に再会しよう

と約束をしました。 

 

ロッテワールドへ行ったのも韓服を着たのも始めての体験で、どの行事もとても 

楽しく、旅行で韓国へ訪れる時には必ずまた行きたいです。今の日韓の関係は良いといえな

い状況にありますが、この研修を通して政治同士が仲たがいしているだけで、国の人々は本

当に日本人の私達に対してとても親切であり、中には「よく来てくれた」と感心してくれる

方もいました。私はそのような温かい韓国が大好きです。日本との関係がまたよくなること

を祈っています。 



徳成⼥⼦⼤学 短期研修 

      アジア文化学科 2 年 

 

今回、約 3 週間の短期研修に参加しました。授業が難しかったらどうしよう、という不安 

があったけれど、聞き取りやすくゆっくりしたスピードの韓国語で授業を進めてくださ 

り、発⾳、会話、文法など様々な点から韓国語⼒を伸ばすことができたし、⾃分の韓国語 

の課題点を⾒つけることができたと思います。また、ロッテワールドに⾏ったり、韓服を 

着たり、DMZ に⾏ったりなど、様々な思い出も作ることができました。⼀番印象に残っ 

たのは DMZ の⾒学でした。普段の旅⾏では経験できないような所を⾒学できたし、軍⼈ 

の⽅からパスポートを確認されたりして、厳重な警備体制がなされていて、改めて国境の 

近く、北朝鮮の間近に⾃分がいるんだな、と実感することができました。 

時期が時期だったので韓国に⾏くまではとても不安な気持ちでしたが、⾃由時間にソウ 

ル市内に遊びに⾏った際に、町の⼈たちは皆優しくしてくださったので、とても嬉しかっ 

たです。また、学校があった場所は明洞などのように観光客が多くいるような街ではなか 

ったので、ローカルな韓国を体験することができて新鮮な気持ちでした。 

今回、研修に参加して現地で韓国語を学べたことはもちろん、たくさんの思い出を作 

ることができたし、バディの学⽣とも仲良くなれて、初めての海外の友達を作ることが出 

来て、３週間という短い期間だったけれど、とても濃い充実した 3 週間を送ることが出来 

ました。 

 

 

 



語学研修に参加して 

 

                              アジア文化学科 1 年 

 

夏休みの３週間、韓国の徳成女子大学へ語学研修に行きました。この研修に参加しようと

思ったきっかけは、今勉強している言語を現地に行って実際に使う上で、今よりも更に向上

させたいという一心からでした。午前は語学堂で授業を受け、午後は自由時間といった１日

で研修中の生活はとても充実していました。授業では発音や文法、聞き取りをテキストを使

って重点的に勉強しました。先生方は気さくで丁寧に教えてくださるので、良い環境の中、

楽しく授業を受けることが出来ました。徳成女子大学からバディが 2 人ついてくれて、研

修中は私達のお世話をしてくれました。最初の頃の自分は知っている単語がすぐに思い浮

かばず、なかなか相手に伝えたいことを表現することが難しかったですが、慣れてくると

徐々に言えるようになり、会話も弾みました。他の大学からも参加している子達がいて、交

流していくうちに刺激を受けたので勉強する意欲が更に高まりました。 

研修する前は日韓関係の悪化で心配事も多かったですが、実際行くと道中で困っていた

ら助けてくれるなど現地の人は親切に接してくれました。またドラマのロケ地や DMZ、韓

国の伝統料理体験といった普段の旅行では行かないような場所に行って貴重な体験をした

り、前期まで交換留学生として筑女にいた留学生とも再会したりして楽しいひと時を過ご

すことが出来ました。 

また何か留学や研修等で参加できる機会があったら、積極的に参加したいです。今回の研

修で培った経験と達成感をきっかけに今後の韓国語の上達に向けて頑張りたいと思います。 

   



徳成女子大学短期研修に参加して 

アジア文化学科 1 年 

今回 8 月 11 日から 8 月 31 日まで韓国の徳成女子大学に語学研修に行きました。 

行く前はちょうど日韓関係が悪く、親や親せきにとても心配されていましたし、

実際に自分自身もよくある日韓関係の悪化のレベルとは違く、大丈夫かなと心配

していました。しかし実際に行ってみると担当の先生もずっと一緒にいてくれた

バディのお姉さんもみんな暖かく優しい人でとても安心しました。特に私が驚い

たことは道を歩いているときや食堂などに入った時にお年寄りの方にどこから来

たの？と声を掛けられ、日本です！といったときに「今、日韓関係が悪化してい

るけど、政治上は関係が悪くても文化は尊重しなければならない。だから私たち

はこれからもずっと仲よくしよう」と言ってくださったことです。私の個人的な

考えで、韓国にいる半日方はお年寄りの方が多いと思っていました。なので先ほ

ど話したことがあったときにとても驚いたし、固定概念はよくないと思いました。 

研修期間中の 3 週間は午前中に韓国人の先生と韓国語だけでの授業があり、午後

は自由時間そして週に 1 回文化体験をしに韓国人の学生のバディさんとソウル市

内に行って韓国の文化を体験するという流れでした。 

研修を通して、私はもともと好きだった韓国をもっと好きになることができたし、

午後の時間などを利用して実際に韓国に住んでいるバディさんと街に出て、旅行

では行かないようなところに行けくことができました。この研修で学んだことを

これからの韓国語の勉強に活かし、また研修に行く前よりももっと韓国語の勉強

を積極的に行いたいです。 

 

 

 

 

 



徳成女子大学研修 

研修生活を終えて 

アジア文化学科 1 年 

 

 今回私は 8 月 11 日から 8 月 31 日の 19 日間、徳成女子大学研修に参加しました。 

最初私は韓国語あまりわからず、これから生活していけるのか多くの不安を抱えていたけ

れど多くのことを吸収して自分が成長して帰ってくるのも目標に日々を過ごしました。 

 授業について 

平日の午前に授業が行われました。授業は全て韓国語で、わからない部分があれ

ば先生が日本語で少し説明をしてくれるという感じで自然と授業に食らいついて学

んでやる！という意欲が沸いていきました。授業内容としては文法を中心に説明し

ていたが習った文法を生かして研修に参加していた先輩や他の大学の方々や先生と

のコミュニケーション、2 人 1 組で行う活動など楽しく学ぶことができた。研修の

最初あたりは先生の話を聞くのに精一杯で内容理解にかなり時間がかかっていまし

たが最終的にはある程度理解できるまでになり、自分でも実感することができた。 

 

 

 自由時間について 

ある日の午後はルームメイトと江南や弘大や明洞、カロスキルなど多くの場所に行って

買い物やご飯を食べたりなどして過ごした日もあれば部屋でまったりと日本のドラマや韓

国ドラマを見つつ、韓国料理やラーメンなど食べたりしていた日もある生活をしていた気

がします。また、筑女に留学に来ていた韓国人留学生と久々の再会をし、チキンを食べな

がらたくさん話したりした日もあります。1 日 1 日が貴重でした。 

プログラムに組まれていた場所にも行きました。私はそこで印象に残ったのがロッテワ

ールドに行ったことです。自分もう死んでしまうのではないかと思わされるくらいの絶叫

系の乗り物に乗ったり、メリーゴーランドに乗ったり、綿菓子を食べたりなど行ってみた

かった遊園地を楽しむことができました。日本も韓国も乗り物の怖さは変わらないのだな

と感じさせられました。またロッテワールド以外に DMZ や韓国の伝統衣装やドラマの撮

影場所などを巡ったりした思い出もたくさんあります。 



   

 

 最後に 

今回の研修で私は多くの出会い(他の大学の方や韓国人のバディ)がありました。文集だ

けでは語れないほどの思い出がたくさんできました。もう少し生活していたかったなと思

う部分もありますが研修を通して自分はもっと韓国語や文化などを学ぶために留学したい

という気持ちが強くなりました。言語も文化も違う国で大変な部分もたくさんありました

がルームメイトやバディの方など多くの方に助けてもらったおかげで無事に研修を終える

ことができて本当に感謝しかないです。これからも出会った縁を大切にし、韓国語頑張っ

ていきたいと思います。 

徳成女子大学の研修に参加することができて本当によかったです。 

 



＜徳成女子大学短期研修＞ 

アジア文化学科 1 年 

 

私は、３週間の徳成女子大学の研修に参加しました。参加したきっかけは、韓国で生の韓国

語を学びたいという気持ちがあったからです。その他にも、韓国の文化に触れてみたいとい

う気持ちもあったので、今回の研修に参加しました。 

まず、研修に行く前にとても不安に思っていたのは、どのような授業が行われるのかという

ことです。実際に授業は、先生は日本語を一切話しませんが、私たちが理解できるように簡

単な単語でゆっくり話してくださったので安心して勉強することができました。 

研修は、勉強だけでなく、韓国の文化体験もありました。その中でも「韓服」を着て写真を

たくさん撮ったことがとても楽しかったです。その他にも、「韓国宮中料理」を食べたり、

「DMZ」に行って北朝鮮を見たり、普段の旅行ではできない体験をすることができました。 

   

さらに、平日の午前中だけが授

業なので、平日の午後や週末は

基本自由時間なので、友達と一

緒に韓国の色々なところに観光

に行きました。江南や弘大、明洞

だけでなく、友達と行きたい場

所を決めて電車で行ったり、好

きなアイドルの誕生日の広告を見に行ったり、買い物やカフ

ェ巡りに行ったりなど、ゆっくり観光することができました。 

 

研修中の食事は、大学の近くにある食堂のクーポンをもらったので、

そのクーポンを使ってご飯を食べたり、自分たちで外に食べに行った

り、先生にデリバリーを頼んで部屋で食べたり、自由だったので自分

の食べたいものを食べることができ、満足でした。 

 

 

 

今回、研修に参加してみて、自分の目的であった韓国語の勉強をすることができました。日

本語が通じないという日本ではない状況で勉強してみて、日本で勉強するより多くのこと

を吸収できたし、発音なども少し聞き分けられるようになりました。休日も友達と観光でき、

多くのことを経験することができました。参加して自分のためにとてもなったと思います。

これからもこの経験で学んだことを忘れずに、韓国語の勉強を頑張っていきたいと思いま

す。 


