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Q1. プログラム中の活動内容を教えてください。また、どんな学びがあったのか教えてください。
Please tell us what activities were prepared in the program. What did you learn
from those activities?
渡航中は学校で韓国語の勉強だけではなく、休日にTAと一緒に韓国の景福宮や水族館などさまざま
な観光地を訪れました。さらに、授業後、友達と明洞、ホンデなどの有名スポットにも行って、韓
国の有名な料理やショッピングを楽しむことができました。プログラムに参加する間、韓国語の勉
強だけではなく、現地の文化も知ることができました。
During the program we did not only study Korean but also visited various Korean tourist spots
such as Gyeongbokgung and aquarium with TAs on weekends. Moreover, I enjoyed going
famous spots like Myeongdong and Hongdae to eat famous Korean food and for shopping with
friends after class. I had the opportunity to not only study Korean but also learn the local culture.

Q2. プログラムでの学びや経験を今後どのように活かしたいですか？
How do you want to make use of the skills and experiences from the program
to your future?
現地で修得した韓国語を帰国後も忘れないようにするために勉強を継続し、将来仕事で活かしてい
きたいと思います。私はサービス業界で働きたいと考えているため、韓国語の運用能力を向上させ
たいと思っています。また、日本ではなかなか体験のできない韓国の生活習慣や文化をこのプログ
ラムで体験できたので、この経験は今後の韓国人との関わりをもっと深めるのに役に立つと思いま
した。
I will keep studying Korean to not forget the language ability I acquired in Korea, and make good
use of it in my future. I’m thinking to work in a hospitality industry so I want to improve my
Korean language proficiency. I could experience Korean daily life and culture that I could never
experience in Japan, and I think this experience will help me to deepen my relationship with
Korean people.

Q3. 未来の参加者へメッセージをお願いします。
Please give a message to future participants.
韓国イマージョン・プログラムに参加して、日本で勉強するときよりも学びやすいと感じました。
韓国人と交流をすることで文法や単語が覚えやすくなり、勉強に対するやる気も増しました。
私はこのイマージョン・プログラムに参加して新しい友達ができ、韓国でとても楽しく貴重な思い
出を作ることができました。皆さんもぜひ参加してみてください。
Participating to Korean Immersion program, I realized that it is easier to learn Korean compare
to when I was studying in Japan. Through interacting with Korean people, it was easier to learn
grammar and words, and it helped me to increase my motivation to study Korean. Thanks to
this program, I got new friends and could get a fun and precious memory in Korea. Please do
participate in this program.

TAと水族館に行きました。
We visited an aquarium with TA.

授業後は友達と買い物に
行ったりしました。
We went Shopping after class.

