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韓国語教育院の紹介

▶  80余りの様 な々国からの学生
▶   韓国語を共通語として用い、

コミュニケーションする環境

▶  ソウルの副都心である新村に位置
▶   近くに様 な々大学があり、
   キャンパス文化の中心地
▶  各種商業施設と文化施設が
   集まっている地域

▶    外国人留学生向けの団体医療保険加入（教育院負担）
▶    学生証発行（西江大学図書館利用可）
▶    マルチメディア室、インターネット室、休憩室、
   相談室、体育館、保健室など
▶    西江大学のサークル（トンアリ）加入

▶  毎日4時間の授業のうち、
    2時間以上が会話活動
▶  早く韓国に慣れたい学習者に

最適

会話中心 様々な学生サポート

▶    自然に楽しく韓国語のコミュニケーションが
    できるようになる「西江韓国語教授法」
▶    会話中心授業のための「西江韓国語」シリーズ
▶    1級から6級まで計69冊発刊

西江韓国語教材

1990年

4,600名

設立年度

在学生の国家数

年間申込者数

累積学生数

学生の国籍別割合

35,000名

84カ国
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プログラムの紹介

大学または大学院への進学を予定している学習者
• 学問の習得に必要な文法と単語の書き取り、韓国文化などを自

然に身につけるために様々な学問的テーマに触れる
• 放課後、無料のTOPIK授業を提供 

学期毎に成績優秀者に対して奨学金を支給 
西江大学の学部へ進学する際には入学金免除
• 季節毎に1学期、年間計4学期運営
• レベル :１~６級
• 授業時間 : 月~金 13:30~17:30
• 授業料 :  1,770,000ウォン
•入学金 (新入生のみ) :  60,000ウォン

夏季特別課程(Korean Immersion Program)
韓国語のコミュニケーション能力を高めると同時に、韓国文
化に対する理解を深めたい学習者向けの夏季集中プログラム
• 韓国語授業（午前）、文化授業（午後）が毎日進行される4週

集中課程
• 教室活動及びグループプロジェクトを中心に韓国文化体験、

現場学習進行
•レベル : １~５級
•授業 :  言語授業  月~金  09:00~13:00 

文化授業  月~金  14:30~16:30
•授業料 :  2,260,000ウォン
•入学金 (新入生のみ) :  80,000ウォン
•寮費 (オプション) :  600,000ウォン

KGP200 / 1学期（10週, 50日）

SOGANG-KIP / 4週コース（6-7月中）KAP200 / 1学期（10週, 50日）

日中に通学できない学習者
•�週3日、楽しく明るい雰囲気の中でおもしろい素材を使って授

業を行う
•�仕事をしている外国人の要望に応えて学習者の目的に合わせた

授業を行う
•�年間2学期（春・秋）
•��レベル : 1a~3b級（1学期に1級の半分の分量を学習する）
•�授業時間 : 月・火・木 18:50~20:40
•�授業料 : 700,000ウォン
•入学金 (新入生のみ)  : 60,000ウォン

KGP60 / 1学期（10週, 30日）

実生活に必要なコミュニケーション能力を向上させたい
学習者
•�実生活に必要なコミュニケーション能力を向上させたい学

習者
•韓国語の会話・聞き取り・読み書きを総合的に教育
•�学期毎に現場学習及び文化特講(韓国語/英語)を2回提供 

様々な無料(発音・文法・映画・K-POPダンスなど)及び有料
選択授業(TOPIK・時事ニュース・韓国語教授法ワークショッ
プなど)を提供
•季節毎に1学期、年間計4学期運営
•レベル : 1~６級（7級は別途）
•授業時間 : 月~金 09:00~13:00
•授業料 :  1,830,000ウォン
•入学金 (新入生のみ) : 60,000ウォン
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学事日程及び入学手続き
学事日程
2023年（1学期10週 / 年4学期）

※ 受付及び登録は先着順とし、定員になり次第、締め切りとする場合があります。
※ 学事日程は内部事情によって変更される可能性があります。
※ 2024年学事日程は今後ホームページをご参照してください。

高校卒業または高校以上の学歴を有する者
資格

▶�共通書類 
    オンライン入学願書、 証明写真1枚、パスポートのコピー、 最終学歴の卒業証明書、 

外国人登録証の表面・裏面（該当者のみ）

▶�追加書類

▶�納付方法（口座振込）

▶�返金規定（KGP200 / KAP200基準）

提出書類

納付方法及び返金規定

D-4ビザの申請が必要ない場合、共通書類のみ提出

※ 入学金は返金不可

学期 授業期間 受付期間 レベル
テスト

オリエンテ
ーション

春 03. 07 ~ 05. 18 22. 12. 15 ~ 23. 01. 27 02. 28 03. 06

夏 06. 07 ~ 08. 23 03. 14 ~ 04. 27 05. 30 06. 05

秋 09. 07 ~ 11. 21 06. 15 ~ 07. 28 08. 31 09. 06

冬 12. 05 ~ 24. 02. 22 09. 12 ~ 10. 27 11. 28 12. 04

申込み手続き

最終合格者の
授業料納付

7

入金確認

8

レベルテスト
の予約

9

標準入学
許可書の発送

10

ビザ申請
（在外公館）

11

入学手続きの
最終完了

12

会員登録 MY PAGEログイン 入学願書の作成/
提出書類添付 書類原本提出書類審査及び

合格者通知

1 32 4 65

※  6, 10, 11 番はD-4ビザ申請の学生のみ

オンライン出願(http://klec.sogang.ac.kr)

区分 返金金額
開講前 授業料全額を返金
1~7日 授業料の約87%を返金
8~10日 授業料の約80%を返金
11~20日 授業料の約60%を返金
21~27日 授業料の約47%を返金
28~30日 授業料の約40%を返金
31~40日 授業料の約20%を返金
41~50日 返金不可

銀行名 Woori Bank, 
Sogang University Branch 名義 Sogang University

口座番号 1006-301-271661 Swift Code HVBKKRSE

銀行の住所 Arrupe Hall, Sogang University, 35 Baekbeom-ro, 
Mapo-gu, Seoul 04107, KOREA

本人名義, USD10,000ドル以上, 申請日から1ヵ月以内に発行されたもの 

※下記の書類をオンラインで提出した後、原本は郵送が必要/提出された書類は返却不可
銀行残高証明書

D-4ビザの申請が必要な場合（2学期以上の登録が必須）

申請日から90日以内に発行されたもの
最終学校卒業証明書学歴認定アポスティーユまたは韓国領事認証
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