
2017 年 2 年⽣学年合宿報告書 
⽂責：荒⽊ 

＜はじめに＞ 
2017 年 11 ⽉ 3 ⽇から 11 ⽉ 5 ⽇にかけて漢拏⼭（韓国、済州島）にて⾏った学年合宿に
ついて報告する。 
 
＜参加者＞ 
荒⽊詩乃、池﨑⼤智、伊藤朱⾥、須賀雄次郎（CL）、福⽥弘樹 
 
＜⾏動記録＞ 
11 ⽉ 3 ⽇（⾦）天気：曇 
出国 
9：00〜 福岡空港集合 
11：40 福岡空港離陸（アシアナ航空） 
13：00 ⾦海国際空港着&⼊国審査完了 
13：30 国内線へ移動、昼⾷ 
15：05 ⾦海国際空港離陸（アシアナ航空） 
16：00 済州国際空港着 
17：00 ホテル着 
出国を問題なくすることができた。 
福⽥は到着が 1 ⼈だけ遅かったため、ひとまず彼以外の 4 ⼈で 10 時前後にチェックインし
た。（彼はいつ着くか聞かれ、10 時 30 分くらいと答えると⼤丈夫だった。）その後福⽥と合
流した。 
⾦海国際空港国際線ターミナルを出て、左⼿に歩いて⾏くと国内線ターミナルがある。そこ
で昼⾷をとった。 
済州国際空港からのタクシーはジャンボタクシーが 3,4 台⽌まっておりそれに乗った。乗る
前に値段を聞くと 15000W と⾔われた。（ジャンボタクシーの値段は普通タクシーの 1.5 倍
らしい、5 ⽇にホテルから空港まで普通タクシー2 台に分乗した際、1 台あたり 4000W だ
ったため後から考えると⾼かったと思う）結局はホテル到着後、須賀が交渉して 10000W に
してもらった。 
 
11 ⽉ 4 ⽇（⼟）天気：曇のち晴れ（⼭頂は雪） 
漢拏⼭登⼭ 
6：00 出発 
6：25 タクシー拾う 



6：45 観⾳寺登⼭⼝着 
7：00 登⼭開始 
7：15 休憩 
    「⾃然を感じられるところ」の表記有 
7：50 ノーマルエリア終 

お墓のようなところへ寄る（150m） 
8：45 休憩 
9：30 休憩所 Samgakbong Shelter（三⾓峰避難⼩屋） 
10：35 休憩 
10：40 頂上 Baengnokdam（⽩⿅潭） 
11：30 休憩所 Jindallaebat Shelter（つつじ畑避難⼩屋） 
12：40 休憩所 Sokbat Shelter 
13：30 城板岳登⼭⼝ 

登⼭⼝にある売店（広い）で⼀服 
14：25 バス乗⾞ 
朝は（メインストリートだったが）ジャンボタクシーがめったに⾒つからなかったため、2
⼈と 3 ⼈で分乗した。 
登⼭道は終始⽊道メインで、道迷いの⼼配は皆無であった。また道の具合で easy, normal, 
difficult に分けられており、初めは雑な⽯畳と⽊道と階段が続く normal エリアだった。こ
こが終わると次は difficult エリアで、いきなり⻑い⻑い階段が登場。息が上がった。途中に
お墓と碑があったので少しより道もした。そのあたりから多少傾斜が緩くなり、ベンチが出
てきたので休憩。なお登るとだんだんと空気が刺すような冷たさを帯び、⽊に雪が付き始め、
同時にガスに包まれ始めた。三⾓峰避難⼩屋では三⾓峰の雄姿を拝めることを楽しみにし
ていたのだが、残念な結果であった。ここから easy エリアを⼀瞬で通過し、再び difficult
エリアで急な階段を何か所か登った。いつの間にか周囲の景⾊は冬⼭のそれになっており、
⻘と⽩の世界がきれいだった。凍った⽊道に注意して進むと、稜線に出たとたんに暴⾵に襲
われ、⾵から逃げようと歩を進めようとしたが、その暴⾵域中に⼭頂があった。⽩⿅潭は吹
きあげる⾵に阻まれて覗くこともできず、寒さも尋常でなかったので、集合写真だけ収めて
逃げるように⼭頂を後にした。ちなみにここで顔が判別できる写真を撮り、城坂岳登⼭⼝の
ビジターセンターに持っていくと、登頂証明書を⼀⼈ 1000W で発⾏してもらえる。 
頂上から城板岳登⼭⼝への道のはじめは岩が多かった。よってアイゼンなどは全く必要な
いが、かなり寒いためダウンやニット帽など防寒着は絶対必須だ。 
城板岳登⼭⼝からのルートは途中で雪のためであろうが、進⼊できなくなっていた。こちら
のコースは初⼼者も含め登⼭者が⾮常に多いので、冬装備必須な⼭頂の状況をみて⽴ち⼊
り禁⽌規制が敷かれたのだと考えられる。こちらから登っていたら規制のため登頂できな
かっただろう。観⾳寺登⼭⼝から登ってよかった。 



つつじ畑避難⼩屋では楽しみにしていた名物のカップラーメンは窓⼝が閉まっていて⾷べ
られなかったが、地元のおじさま⽅に gimbap（キムパ、韓国⾵海苔巻き）を⼆本分けてい
ただいた（カムサハムニダ）。こちらの道も⽊道メインで危険個所はない。⽊道のないとこ
ろは⽕⼭性の岩がゴロゴロと転がっていて、ソールの柔らかい靴だと少し痛かった。最後の
休憩所からの平坦な 4.1 ㎞ではシカを横⽬に⾒ながら駆け抜け、⾼低差 1300m 超の（案外）
⻑い⾏程を無事終了した。 
帰りは城板岳登⼭⼝バス停から済州市役所までのって、そこからホテルまで歩いた。（20 分
ほど）バス料⾦は⼀律 1200W のようだ。安いので積極的に利⽤したい。 
 
 
11 ⽉ 5 ⽇（⽇）天気：晴れ 
帰国 
6：00 ホテル発 
    タクシーは分乗 
8：30 済州国際空港離陸（アシアナ航空） 
9：30 釜⼭国際空港着 
    〜釜⼭観光〜 
16：00 空港に戻る 
17：40 少し到着の遅れた⾶⾏機に搭乗（アシアナ航空） 
18：45 福岡空港着 
国内線は出⼊国の⼿続きがないのでもう少し朝はゆっくりしても良かったかもしれない。
しかし備えあれば患いなしということで良しとする。タクシーを降りて済州国際空港に
GATE1 から⼊ったが、そこは 3 階らしい。（1 階だと思っていたので⼾惑った）その他こ
の⽇は⾏動記録として特筆すべき事項はない。 
 
 
 
＜交通について＞ 
u タクシー 

今回済州島内で、空港〜ホテル、ホテル〜観⾳寺登⼭⼝、ホテル〜空港とタクシーを
利⽤した。どの区間も所要時間は 20 分程度であった。料⾦の詳細は会計報告にて⽰
す。 
注意としては、メーターのついたタクシーに乗ること。1 ⽇⽬の⾏動記録にあるよう
に、⾃分たちで値段交渉をする必要が出てくるといらない労⼒を使う。またタクシー
を呼び出したいときは⽇本語または英語の通じるホテルなどに頼るのが良い。韓国な
らば「カカオタクシー」というアプリを使う⽅法もあるようである。 



u バス 
城坂岳登⼭⼝からの帰りに利⽤した。利⽤したのは 281 番済州バスターミナル⾏き。
バス料⾦は⼀律 1200W で前払いのようだ。 
今回情報収集の段階では観⾳寺登⼭⼝へはバスがないと書いてあるブログなどが多か
ったのでタクシーを利⽤したが、実際にはこちらにもバスも通っていた。後⽇調べた
ところによると路線バスは 475 番の 1 と 2 が朝早くから運⾏しているが、出発地が済
州⼤学付近なので中⼼街からだと乗り継ぎが必要となる。また毎⽉第⼆、第三⼟曜⽇
と⽇曜⽇のみ明道岩から東⾨、市庁などを経由する済州市内バス 1 号路線も運⾏して
いるようだ。 

u 担当者の反省（池﨑） 
☆航空券は早めに予約すべき（⾏くことは早めに決めるべき） 
今回は出発の 1 ヶ⽉と少し前に、韓国に⾏くことが決まり、またその⽇が 3 連休
だったため、かなり価格が⾼騰していた。結局福岡済州間の往復に５万円弱かか
ってしまった。また格安のフェリーは１か⽉前にはほぼ残っていなかった。 
タクシーが安かったため、バスはほとんど使わないと思っていたのでバスについ
て調べていなかったが、やはり交通⼿段の選択肢として、調べておいたほうが良
かった。以下にバス情報が載っているページの URL をのせる。 
 
済州島 バス路線図（ハングル） 
http://www.jeju.go.kr/pub/site/jejunet/ebook/ebook27/ebook.html#p=1 
済州観光公社ブログ 
http://jejutour-
jp.hatenablog.com/archive/category/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%A1%88%
E5%86%85 
済州観光公社 
http://www.ijto.or.kr/japanese/ 
 

海外はやはり緊張してしまうが、皆で協⼒すると案外なんとかなるので、部員には海
外の⼭にチャレンジしてほしい。 
 
 
 
＜宿泊について＞ 

u ホテル情報 
The Forest Hostel & Guesthouse 
7-1, Gwandeok-ro15-gill, Jeju-si, Jeju Island, South Korea, 03-6743-6580 



チェックイン 15：00〜22：00 
チェックアウト 7：30〜10：00 
朝⾷  8：00〜10：00 

上記時間より早くチェックアウトする場合は、前夜（22 時まで）に、フロントに鍵を
返す。また鍵の紛失に対するデポジットとしてチェックインの際に鍵ひとつに対し
100000W が必要であった。 

u 担当者の反省（伊藤） 
今回私は主に交通の下調べとホテルの⼿配を担当した。 
10 ⽉ 1 ⽇にホテルを⼀応⼆軒予約しておき、その後数⽇考えて⼀軒に絞った。正確に
はホテルではなくホステルで、ネットに上がっていた外観もかなり特徴的な感じがし、
しかしレビューは⾼評価だったので⼀体どんなところなのかわからず少し不安だった。
ところが⼼配は杞憂だった。フロントの⽅はフレンドリーで、部屋はこぢんまりとして
いるが清潔で整った雰囲気だった。ベッドのスプリングがとてもよくはねた。トイレは
ペーパーを捨ててはいけないことになっており、初めて海外に来たという実感がわい
た。 
反省に戻ると、今回は主に agoda という予約サイトの評判と価格だけを⾒て即決した
が、安全に泊まることができて安⼼した。 

 
 
 
＜会計報告＞ 
u はじめに 

今回私たちは、まず事前に 1 ⼈ 1 万円ずつ会計係が徴収し、まとめて換⾦した後、適
当な額を全員に等しく分配。残りを共同財布として会計係が管理し、タクシー代やデ
ポジットなどの共通経費や 5 ⼈まとめての⾷費などをそこから出すようにした。今回
に関してはこの⽅法であらかた問題はなかった。 

u レート 
l 福岡空港（SBJ 銀⾏、⼿数料 30%off）：10000 円→93500W 
l 現地両替：10000 円→97000W 程度 

今回のホテル近くの換⾦所は 10000 円→95000W 
ホテルに紹介してもらう現地の両替商に頼むのが無難 

u 会計報告書 
以下に会計係（須賀）の作成した会計報告書を添付する。 
タクシー料⾦などもここに⽰す。 
 



 

 
 
 
 

＜その他＞ 
u 気候、⾃然 

漢拏⼭は世界遺産に登録されており、⼊⼭料は無料である。⼭域では夜間の登⼭や宿
泊が禁⽌されているため、⽇没までに下⼭完了するための制限時間が設けられている
ので注意が必要である。具体的には季節によって変わるようだが、私達が⾏ったとき
は観⾳寺登⼭⼝からだと、三⾓峰避難⼩屋に 12：00 までに、⼭頂には 13：30 までに
到着する必要があった。また⼭域での⽕器の使⽤は厳禁である。 

共同財布支出明細

徴収 50000円

為替額 467,000w on 手数料込、レート10,000円→93,500w on

個人用 250,000w on 各人50,000w on 微妙に足りなかった

タクシー代

（空港～ホテル） 10,000w on 1日目、ジャンボ、メーターなし

（ホテル～観音寺登山口）21,800w on 2日目、2台、メーターあり

（空港～ホテル） 8,200w on 3日目、2台、メーターあり

電車代 25,000w on 空港～釜山往復

記念写真 10,000w on 釜山タワー

飯

(1日目夜) 100,000w on 焼き肉(プルコギ)

(2日目夜) 40,000w on 牛スープ

合計 465,000w on

余剰金 2,000w on

両替不可金 102円 余剰金との合計金額はw ifi料金支払いに充当

２年生合宿会計（円）

荒木 池崎 伊藤 須賀 福田

飛行機 49608 49608 49608 49608 49608

ホテル 3747 3386.6 3747 3386.6 3386.6

イモトのw ifi 545.6 545.6 545.6 545.6 545.6

合計 53900.6 53540.2 53900.6 53540.2 53540.2

＊立替や清算は為替の関係で複雑になるので省略



そして合宿を通してとても寒かった。登⼭当⽇は⻄⾼東低に似た気圧配置も相まっ
て、想像を絶する寒さであった。⼭もふもとは紅葉がきれいな秋⼭だったのに、頂上
に近づくにつれて冬⼭になっていった。登⼭には冬の服装で限りなく肌の露出を無く
して臨むべきであった。また登⼭だけでなく町中もかなり寒かった。⽇本と違って⼤
陸の寒気の影響を直に受けるせいなのだろうか。 

u Wi-Fi 
海外で不⽤意に携帯を使うと⾼額な請求が来る恐れがあるので、あらかじめ各携帯会
社の HP などをみて各⾃携帯を設定しておくとよい。 
今回は 500MB/⽇、5 台まで接続可、盗難補償付きで３⽇間 2700 円程度のレンタル
Wi-Fi を 1 台利⽤した。今回は⾃分で海外パケットを⽤意した者、なぜかこの Wi-Fi
に接続出来なかった者、携帯を紛失する者が１名ずつおり、さらに町中に無料 Wi-Fi
が多数あったためあまり使わずに済んだが、本格的にこれに頼るとなると容量が⾜り
そうになかったので考慮する必要がある。 

u 学務への提出書類 
海外に⾏く際には団体で 1 通提出する合宿届に加え、それとは別に海外渡航届を各⾃
で学部の学務に届ける必要があるので要注意である。これも出発 1 週間前までに必ず
提出すること。 

u 保険 
今回は全員が加⼊しているのはモンベル⼭岳保険、海外旅⾏などに対する保険は各⾃
の判断に任すところとした。 

 
 
 
＜隊員雑感及び反省＞ 
荒⽊ 
登⼭中分かったのは、韓国では道中遅い⼈が道を譲ることはなく、速い⼈が割り込んでい
くスタイルで通っているということだ。今回我々もそれに倣ったが、すれ違いが難しい上
に⼈とぶつかりそうなので危ないと感じた。 
渡航に関して、私は⾏く前の準備が主な仕事であったため、現地ではみんなについていく
だけになってしまった。現地で事がうまく進むように取り計らってくれた隊員たちには⼼
から感謝したい。⼀応私は１年時に韓国語を履修していたのだが、D 判定は伊達ではなく
ハングルは読めるだけで意味が全く分からなかった。もっとまじめに勉強していればと⼤
いに反省する。 
そして私の最⼤の反省は合宿 1 ⽇⽬のホテルに向かうタクシー内で携帯を紛失したこと
だ。この件に関しては隊員やホテルの⽅、タクシー会社など多くの⼈に⼿間をかけさせて
しまい、本当に申し訳なかった。ひとえに⾃分の持ち物の管理がなっていなかったせいで



ある。海外についたばかりで浮⾜⽴っていたのだろう。恥ずかしい限りだ。新しい環境に
⾝を置いたときは、意識的に気持ちを落ち着かせて⾏動することが必要だと頭に刻み込ん
だ。今回海外パケット料⾦対策で機内モードにしていた上、タクシーナンバーを控えそび
れたため追跡もできなかった。タクシーナンバーは控えておくとよい。打つ⼿もないので
その場で私は携帯の回線を切る⼿続きをし、帰国後親には雷を落とされたわけだが、ここ
で勝⼿ながら後⽇談を記しておく。海外では拾われた携帯は売られてしまうのが普通らし
いが、なんとその時のタクシー運転⼿(しかも私たちはかなり料⾦を値切った)が警察に届
けてくれたらしく、ホテルの⽅からその旨をメールで伝えていただいたのだ。その後もメ
ールをやりとりしたが、ホテルの⽅は親⾝になって対応してくださり、結局警察から拾得
物の郵送はできないとわかるとわざわざ謝罪のメールまでくださるほどであった。隊員を
はじめいろんな⽅に迷惑をかけておいて⾔えたことではないが、初めて⾃分の⾜で海外に
赴き、このような⾔葉の壁を越えた⼈の温かさに触れることができて感動してしまった。
正直初めは渡航に対し不安しかなかったが、冬⼭と同じで、とにかく何事も経験してみる
ことが⼤切だと改めて感じた。初めての海外登⼭で様々ことを学び、同期とも仲を深めら
れ、⾮常に有意義な合宿であったように思う。 
 
池﨑 
今回学年合宿について計画を練る時に思ったことは、時期が悪いということだ。今年から
学祭が、夏休みが終わってすぐの 10 ⽉に開催されることになり、その⻑い休みを利⽤で
きなかった。（今年は 11 ⽉に 3 連休があったのでよかったが）休みが⼗分に取れないと⾏
き先が近場中⼼になってしまい、特に 2，3 年には⾯⽩み、新鮮さがないと思う。また後
期の 11 ⽉は、標⾼の⾼い⼭では雪が積もり始めるため、これによりさらに⾏き先が制限
されてしまう。特に今年の 3 年⽣の合宿は上記 2 つの理由により、消去法によって⾏き先
が決められていたように思えてならない。よって来年度からは時季変更を検討しても良い
と思う。（そうはいっても移動させる先は夏合宿後が良いと思うので厳しい） 
また 2，3 年⽣の学年合宿の⽬的を再考しても良いと思う。1 年⽣は初めての⾃分たちだけ
での計画、登⼭になるので、⼤変意義があると思うが、2，3 年⽣にはもっと⾼度な⽬標を
設けても良いと思う。（例えばロープワークが必要な場所に⾏ったり、積雪期の始まりと
いうことで雪が積もっているところに⾏ったり）⼀⽅⾼度な⽬標ではなく、⽬標を同期の
親睦を深めたり、いつもとは違う合宿をして、違う⼭の楽しみ⽅をしたりすることに設定
することも良いと思う。登⼭において仲間には命を預けるので、仲間への信頼、親密さは
⾮常に重要だ。だからこの合宿を通して親睦を深めるのにも意義があると思う。（これは
これで⾼度？）とにかく 2，3 年の合宿については、⽬標をもう少し明らかにしたい。 
 
伊藤 
 全体的にいえることは、個⼈的な情報収集が⾜りていなかったことだ。特にハルラ⼭の



気温については間近になってから荒⽊さんから情報を寄せてもらい、急きょ⼿袋などの装
備をそろえたくらいであった。またタクシーを⽌める際の注意点など、現地に⾏ってから
調べておけばよかったとおもうこともたびたびあった。どこでも WI-FI の調⼦がいいとは
限らないので、旅⾏前に地図や連絡先などを紙媒体で控えておくべきだったと感じた。 
 いろいろな準備に奔⾛してくれたそれぞれの部員に感謝したい。 
 
須賀 
合宿前準備に関して、計画段階で係りの分担は決めたがＣＬを誰にするか決めていなかっ
た。なんとなく話しづらいことではあるが、そんなところもはっきり決めておかないと具
合が悪い。計画書作成は本来ＣＬの仕事であると思うが、今回は荒⽊さんがいつの間にか
作ってくれていた。（その計画書には私がＣＬだと書かれていた）また、海外渡航では専
⽤の届を学務に提出する必要があるが、それも荒⽊さんがいつの間にか済ませてくれてい
た。まさにおんぶに抱っこで情けない。来年からは私が主体になり部の計画をまとめてい
かなければならないが，私は抜けているところがあるので 3 年会議など密に連絡を取って
抜け漏れのない準備計画をしていかなければいけない。 
合宿中は、移動の節⽬に忘れ物がないかの確認を怠ったことと、⼣⽅の道⾏くタクシーを
全く捕まえられなかったことが反省点である。特にタクシーに関しては、ある程度⼤きい
道路であっても町の中⼼でなければ流しのタクシーは捕まえづらい。タクシー⾃体は多く
あるのだが、ほとんど乗客を乗せており⽇本のように上⼿くはいかない。町の⼈にタクシ
ーを呼んでもらおうと思っても、⼈は親切だが⾔葉や意図が伝わらず、グーグル翻訳も役
に⽴たない。⽇本語の通じるホテルの場所を把握したり、専⽤のアプリを活⽤するとよい
だろう 


