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韓国中部の大田に位置
標準語を使用
新行政首都の世宗特別自治市に隣接
留学生の誘致·管理能力認証大学(IEQAS)
TOPIK韓国語能力試験の実施機関

Daejeon
Metropolitan City

Chungnam
National University

大田(テジョン)

忠南大学

1大田広域市(Daejeon Metropolitan City)は釜山市、大邱市、仁川市、光州市、蔚山市と共に大

1952年に忠清地域では初めて設立された国立大学

韓民国の６大広域市の一つであり、大韓民国の中部に位置する交通の要所です。
ソウルから近
いため(韓国の高速鉄道KTXで70分)、地方にありながらも標準語を使用している都市でもあり
ます。大田は行政、科学、教育に最も敵した所です。韓国鉄道公社や韓国造幣公社などの公企
業が本社を置き、関税庁や統計庁、特許庁などの政府庁舎が位置する行政都市であり、
さらに
大徳研究開発特区のある都市でもあります。大田は先端科学技術都市でもあるため、韓国科学
技術院(KAIST)や韓国電子通信研究院(ETRI)、韓国航空宇宙研究院(KARI)など、韓国政府出資
の研究機関や韓国電力公社の電力研究院、そしてKT、SK、LG化学など大企業の研究所、
さらに
ベンチャー企業などが密集しています。
また、行政中心複合都市である世宗特別自治市が車で
15分ほどの距離にあります。

17の学部、95の専攻コースで構成
世界65ヵ国の有名校430大学、機関と姉妹提携(2021年10月現在)
広々とした緑の多いキャンパス(面積:1,600,778㎡)
研究所、行政施設の密集地域として最高のインフラ
外国人留学生を対象に、韓国文化への適応、
ストレス緩和プログラムを実施

CNU Institute of International Language Education

KOREAN LANGUAGE
PROGRAM
韓国語研修課程
● 年間900名が韓国語研修課程に登録

教育プログラム
韓国語正規課程

‘22

● 国立国際教育院(NIIED)指定、
TOPIK実施機関
● 年間授業時数800∼1,000時間に加え、
様々な韓国文化体験の機会を提供
● 学部・大学院への入学に必要な韓国語能力について大学独自の試験を実施

(忠南大学の学部入学時の条件であるTOPIK3級は大学独自の試験に代替可能)

出願締め切り

レベルテスト
後日通知

2022.03.07. ~ 2022.05.13.

夏

2022.03.13.

後日通知

2022.06.07. ~ 2022.08.12.

秋

2022.06.12.

後日通知

2022.09.05. ~ 2022.11.11.

冬

2022.09.11.

後日通知

2022.12.05. ~ 2023.02.10.

春

2022.12.11.

後日通知

2023.03.06. ~ 2023.05.12.

夏

2023.03.12.

後日通知

2023.06.05. ~ 2023.08.11.

秋

2023.06.11.

後日通知

2023.09.04. ~ 2023.11.10.

冬

2023.09.10.

後日通知

2023.12.04. ~ 2024.02.09.

春

● 国立国際教育院(NIIED)選定、
政府招聘外国人大学院奨学生の韓国語研修機関(2013∼2022)
● 教育経歴3年以上の優秀な講師陣

学期

‘23

2021.12.12.

授業期間

● 様々な奨学金制度(学部進学奨励奨学金、
クラス別奨学金など、

※ 1年4学期制、毎学期10週間。上記日程は事情によって変更されることがあります。
※ 国ごとにビザの発給手続きによって出願締切日が異なることがあります。

● 韓国人によるチューター制度や入試のためのメンタリングを運営

授業編成

詳細は学生支援プログラムを参照)

1) 時間 : 1日4時間 - 午前：09:00∼12:50 / 午後：13:30∼17:20
区分

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

午前

09:00~09:50

10:00~10:50

11:00~11:50

12:00~12:50

午後

13:30~14:20

14:30~15:20

15:30~16:20

16:30~17:20

2) 曜日 : 月～金 (週5日)
3) 定員 : １クラス15名以内
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教育目標・授業内容
レベル

申請書類
教育目標及び内容

学習時間

1

韓国語の知識が全くない学習者がハングルの子音と母音の原理、発音法から学
び、簡単な韓国語の文章を作って基礎的なコミュニケーションができる。

10週
(200時間)

2

実生活で使われる基本的な意思表現をすることができ、市場・銀行・郵便局など
韓国内の公共機関を一人で利用する程度のコミュニケーションができる。

10週
(200時間)

3

大部分の日常的なコミュニケーションは韓国語でほとんど理解し表現できる。
よ
り複雑な文法や作文の授業により、文章の理解、意思表現ができる。

10週
(200時間)

4

様々な語彙と表現に慣れ、韓国の基本的な社会的状況を理解し、職場や大学の
講義を受ける際に必要なコミュニケーション能力を身につける。

10週
(200時間)

5

韓国における日常的な社会的状況を理解して表現でき、大学・大学院への進学
を希望している学生の読み書き能力をさらに向上させる。

10週
(200時間)

6

韓国における社会生活で使用される大部分の韓国語を使いこなし、韓国の映
画・ドラマ・ニュースを聞き取る上で問題がなく、韓国人と自由にコミュニケーシ
ョンをすることができる。

10週
(200時間)

研究クラス

韓国の社会・文化・歴史・芸術などに関するテキストを理解し、関連ドキュメンタ
リーの視聴を通じて、実用的な韓国語の聞き取りや読み書きの訓練をする。

10週
(200時間)

マスター
クラス

学部や大学院の専攻授業のための事前レビュー講義、
レポート作成法の訓練や
討論・発表を通じたチームプロジェクトを行ったり、ポートフォリオを作成したり
する。

10週
(200時間)

初級

中級

上級

1. D4 ビザの申請者

1) 入学申込書(http://dream.cnu.ac.krから様式をダウンロードして作成。)
2) 自己紹介書及び学習計画書(自由様式。ハングルまたは英文で作成。下段に自筆での署名が必須。)
3) 最終学歴の卒業証明書、
アポスティーユ(Apostille)認証を受けた学歴証明書類
4) 最終学歴の成績証明書
5) パスポートのコピー
6) 残高証明書($10,000)
7) 結核検査結果の証明書(コピー)
8) 個人情報公開同意書(http://dream.cnu.ac.krから様式をダウンロードして作成。)

2. D-4ビザ以外の申請者(C3-1, F, D2, E1, E2ビザ等)

1) 入学申込書(指定様式)
2) パスポートのコピー、
または外国人登録証のコピー
3) D2ビザの場合、在学証明書
4) Fビザの場合、韓国居住家族の身分証のコピー
5) Eビザの場合、在職証明書
6) 医療保険加入証明書

※ 全ての提出書類は韓国語または英文で作成したものでなければならず、韓国語または英語で
表記されていない書類は韓国語または英語の翻訳文を添付しなければなりません。
※ 全ての提出書類はお返ししません。

委託教育課程

1) 受講対象者 : 政府機関・企業及び海外機関から依頼を受けた受講生
2) 開設回数 : 随時(教育依頼のあった場合)
3) 受講場所 : 国際言語教育院（出講も可）
4) 受講料: 授業内容や授業の時間数により決定(教育依頼機関との協議後決定）
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学生支援プログラム
文化体験及び特別活動

韓国の伝統生活体験: 韓服体験、韓国の礼節学習、ユンノリ(韓国の伝統すごろく)など
韓国料理体験：プルコギ、
トックック(韓国のお雑煮)、ビビンバなど
韓国文化体験：安東の伝統河回村、
ソウルのロッテワールド、全州の韓屋村など
その他の活動：特技自慢大会、韓国映画の団体観覧など

生活案内
学生寮
1. 申し込み方法: 入寮を希望する場合、入学申込書の学生寮申請欄に「∨」
で表示
2. 施設設備: ベッド(掛け布団、敷き布団、枕を除く)、机、椅子、
タンス、
エアコン、有線インターネット、各室トイレ・シャワー付など
※ 申し込みの先着順に部屋を指定。
希望者が学生寮の部屋数を上回った場合、受け入れ不可。

3. 生活館 : 忠南大学キャンパス内の学生寮(主に学位課程の学生が入寮)

ヌリ館 : 大田マーケティング公社が大田市内の大学に在学中の留学生の
ために運営する共用学生寮(バスで10分)

保険加入
学金

1) クラス別奨学金

: 学期毎に各クラスで成績上位3名に支給される。(毎学期、研修生全体の15%に授与)
1位: 授業料の約30%(300,000ウォン) 2位: 授業料の約15%(150,000ウォン) 3位: 授業料の約7%(100,000ウォン)

2) 学部進学奨励奨学金 : 本校の韓国語正規課程(学部入学直前学期を含む)を4学期以上履修した後で忠南大学
の学部に 進学した学生の中から、学部入学直前の2学期分の韓国語正規課程を修了した者に対し、予算の範囲
内で支給される。

チューター・プログラム

 国人チューターと韓国語研修生たちでグループを作り、韓国語学習、韓国文化体験活動を支援するプログラム。
韓
- 韓国人チューターの役割 : 研修生の韓国語学習、文化活動、韓国生活への適応をサポートする。
-チューターの申し込み : 研修生は開講後2週以内にチューター・プログラムに申し込み、チューターの紹介を受ける。

入試指導クラス

 修生の円滑な学部、大学院への入学のために、専攻の選択から面接マナーなど、入試に関連した教育を行うプ
研
ログラム。学部入学時期に合わせて年2回運営。

模擬面接

研修生の円滑な学部、大学院への進学のために、模擬面接を実施することにより志願者をサポートし、面接のノウ
ハウを提供する プログラム。学部入学時期に合わせて年2回実施。

心理相談プログラム

 理・進路相談によって研修生、留学生の学校生活の悩みを和らげ、安心で充実した留学生活に導くようサポート
心
するプログラム。

韓国語正規課程の研修生は、義務として留学生保険に加入しなければ
なりません。性別や年齢によって保険料が異なり、個人保険所持者は保険の
明細書を事務室に提出しなければなりません。

教育費のご案内
教育費のご案内
区分

金額

入学申請費
授業料

60,000ウォン

入学申請費は払い戻しできません

忠南大学 生活館 / 1,500,000ウォン /
1学期(10週) / 2人1室 /
平日は2食を含む

年毎の物価変動により多少金額が
高くなることもあります
払い戻し不可

1,300,000ウォン / 10週(200時間)

学生寮費
保険料

150,000ウォン程度/七ヶ月

払い戻し規定参照

保険料は性別、
年齢によって異なります

※ 上記の金額は諸事情により変動することもあります。

払い戻し規定
払い戻し事由の発生日

払い戻し金額

開講前、開講当日の受講キャンセル

納付した授業料の全額(但し、入学申請費は除く)

総授業時間の1/2を経過する前

授業料の1/2に該当する金額を払い戻し

総授業時間の1/3を経過する前

開講後の授業日数が1/2を経過した後
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備考

授業料の2/3に該当する金額を払い戻し
払い戻し不可
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