
東国大学

東国大学 国際語学院

東国大学は、1906年5月8日に設立され、仏教精神に基づいて、民族と人類社会の理想実現に貢献するリーダー的人材の養成
を教育目標としています。
2021年に開校116周年を迎えた東国大学は、長い歴史とともに、韓国の高等教育における革新的な教育機関として確固たる
地位を築いており、未来志向的で学生中心的な教育に焦点を当てています。東国大学は、ソウルの中心部に位置しており、現
在、ソウル、慶州、高陽キャンパスに一般大学院、3つの専門大学院、11の特殊大学院、21の単科大学、100以上の学科を備
え、約2万8千人の学生が学んでいます。また、一山、慶州、盆唐で病院を運営しており、高陽キャンパスには薬学大学、バイ
オシステム大学、医科大学、漢方医学大学の学生が勉学に励んでいます。

東国大学国際語学院の韓国語課程は、世界の舞台で存在感を増している韓国に注目し、韓国語を学ぼうとする外国語と在外韓
国人を対象に、2002年に新設されました。
本課程は、計6段階で構成されており、韓国語と韓国の文化・歴史を学ぶことができます。国際語学院韓国語課程は、優れた
講師陣が最新の教授法に基づいて、東国大学が独自に制作した教材を使用して、学習者のレベルを考慮した体系的な教育を行
っています。近代的な教育方式、さまざまな授業を通じて、外国語と在外韓国人学習者が韓国語と韓国文化を正しく理解する
ことができるよう、日々最善を尽くしています。また、韓国語課程4級以上を修了した方には、TOPIKスコアを提出しなくて
も、本校に進学する機会を提供しています。
国際語学院では、授業のほか、〈文化体験プログラム〉を実施して、韓国の文化を体験し、理解する機会を提供しています。
また、本校の学生と語学研修生をつなぐ<グロバールバディプログラム>を通じて、韓国語学習と文化の理解をサポートして
います。本課程の学生は、世界各国から来た交換学生と共に韓国語教育を受けることによって、幅広い交友関係を築くことが
できます。

[04620] ソウル特別市 中区 筆洞路 1ギル30 恵化館 5階501号 国際語学院行政チーム

行政チーム +82-2-2260-3471(中国語)、3758(ベトナム語)、8796(英語)
FAX +82-2-2260-3879
メール klc@dongguk.edu
ホームページ http://interlang.dongguk.edu  
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正規課程

ビザ申請

級別教材の構成

正規過程教材の紹介

授業料納付方法(口座振替)

正規課程 登録金 

特別プログラム

文化体験プログラム

寮

中央図書館

グローバルバディプログラム 
(Global Buddy Program)

出願資格 高校卒業以上の学歴を有する者

※ 学期別10週間課程(週５日授業)、年4学期
※ 授業時間は計4時間/日(10:10~14:00)
※ ビザ申請が不要な方の場合、ビザの有効期間内に授業期間が含まれること。
※ レベルテストは、開講10日前にオンラインで実施(実施日は別途案内)

年度 学期 授業期間
申込締切

ビザ申請が 必要な方 ビザ申請が 不要な方

2021年

春学期 2021.03.22 ~ 2021.06.02 2021.02.08 2021.03.08

夏学期 2021.06.21 ~ 2021.08.27 2021.05.10 2021.06.07

秋学期 2021.09.13 ~ 2021.11.24 2021.08.02 2021.08.30

冬学期 2021.12.13 ~ 2022.02.23 2021.11.01 2021.11.29

2022年 春学期 2022.03.14 ~ 2022.05.30 2022.01.31 2022.02.28

東国大学が研究・開発した
＜共に学ぼう　韓国語(함께

배워요 한국어)＞は、外国人
学習者のコミュニケーショ
ン能力および韓国語能力の
向上のために制作された国
際語学院正規課程の教材です。
本教材は、１日４時間の授業を基準とし、授業の流れに沿って
教授・学習できるよう構成されており、幅広い練習問題や課題
活動を提示することで、学習者が自己主導的に学習することが
できるよう構成されています。また、過去に学んだ内容を拡張
し、繰り返し提示することで、学習者が自然に内容を身につけ
ることができる螺旋型カリキュラムを実現しています。

学習者の語学力の向上と目標達成を支援するために、
ハングルビギナークラス(特別基礎クラス)、発音補習
クラス、文法補習クラス、試験準備クラス、スタディ
ルームなどを無料で利用することができる。

正規課程に登録した受講生は、東国大学の寮(南山学
舎)に入居申請することが可能。(申請は先着受付、定
員に達し次第締め切り)

韓国と韓国文化に対する理解を深めることを目的とし
た、さまざまな文化授業や見学プログラム(学期ごと
に1回実施)

正規課程に登録した受講生は、東国大学の中央図書館
を利用することができ、図書の貸し出しや資料の検索
など、さまざまな活動を行うことができる。

本校学生で構成された韓国語ボランティアが、韓国語
正規課程を受講する留学生を対象に、韓国文化の理解
と韓国語能力の向上をサポートする活動を展開するプ
ログラム

• 初級(1~2級)：日常生活に
密接な関連のあるテーマ
をもとに、基礎的な言語
能力を取得することがで
きるように構成

• 中級(3~4級)：日常生活レ
ベルから一段階上がり、社会的・文化的テーマを理解するた
めの練習や活動を提示して、学習者が自分の意見を自由に表
現することができるよう構成

• 上級(5~6級)：学問的・社会的争点となる専門的な領域を深
く掘り下げ、討議、討論、発表、報告書などのように、大学(
院)での学業遂行に必要な能力を伸ばしていけるよう構成

出願書類

- 2学期以上登録した場合、標準入学許可書の発行が可能
- ビザは、当該国の領事館に学生が直接申請

- 選考料: 60,000ウォン
- 登録金: 1,670,000ウォン/1学期
※ 選考料および保険料は返金されません。
※ 教材および保険を含む
※ 韓国語正規課程の在学生の場合、学校の団体保険を適用
    (ただし、交換学生および本校在学生を除く)

※  払い戻し: 関連法令(生涯教育法施行令)に基づいて返金

銀行名 Shinhan Bank
(Dongguk university Branch)

銀行所在地 Dongguk Univ., Pildong-ro 1-gil 
30, Choong-gu, Seoul, Korea

口座番号 140-006-285088
預金者名 KOREAN PROGRAM

SWIFT CODE SHBKKRSE

選考料・登
録金納付

書類審査および
個別通知

書類提出
(郵送または事務所に提出) 

入学許可書、授業
料納付証明書発行

クラス分
け試験

(オンライン)

入国
(新規登録)

現地領事
館でビザ

申請

登録手続き

教材の紹介 学校生活

登録金(授業料)学事日程

正規課程の登録案内
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短期特別課程
- 2〜4週間韓国語の基礎をしっかり学び、毎週行われる文化体験を通じて、韓国の文化を体験することができ、効果的な灌頂
- K-POPダンス特別コースの選択が可能

出願者の留意事項

No. 提出書類
区分

備考ビザ申請が必
要な方

ビザ申請が
不要な方

1 出願書 O O - 本院様式の原本

2 パスポート O O - コピー

3 外国人登録証 X O - 外国人登録証は、所持者のみ両面のコピーを提出

4 写真 O O - 2枚  

5 卒業証明書 O O - 最終学校卒業証明書
- 原本または公正証書

6 本人名義の銀行残高証明書 O  - 原本
- 詳細な内容は下段を参照(出願時の注意事項)

7 空白証明書類 O - 原本
- 卒業後2年経過した場合、追加提出

1. 国ごとに提出書類が異なるため、必ず国際語学院に事前にお問い合わせください
2. 銀行残高証明書
  - 申請日基準30日以内に発行されたもの
  - 残高10,000USD以上(2学期登録基準) 
  - 登録学期数に応じて必要な残高が異なります
3. 理由に応じて、追加書類の提出を求められることがあります 
4. 提出された書類は返却しません
5. 出願書は、国際語学院のホームページからダウンロード可能


