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  光云大学の自慢
光云大学はとてもいい位置を持っていて学校施設もとて

もいいです。特に好きな場所は図書館とアイスリンクで

す。学校の近くに学生が遊べる所も多く交通施設もとて

も良いです。光云大学は住みやすくて、勉強もできるし、遊

ぶところも多い場所です。大学生活をまともに感じられる

所だと思います！

  英語産業学科を選択した理由
最近は全てのことが世界化されてデジタル化される世代

です。当学科は、今の時代に必須能力である英語だけで

なくコーディング、コンピュータ科学まで教育します。人材

市場の競争が激しくなるほど、会社は求職者に要求するこ

とが多くなります。なので、これからのもっといい未来の

ため英語産業学科を選択しました。

  入学する後輩たちに言ってあげたい言葉
入学後は、勉強と趣味のバランスをとってください。勉強

だけ邁進して他のことを遠ざけるよりは勉強と並行して多

くの友達と時間を持つことが望ましいです。大学は勉強だ

けするところではなく社会を感じて学ぶところです。楽し

みながら大学生活をしてください！

  光云大学の自慢
こんにちは。ロシアから来たアイグルと申します。韓国語

をロシアで勉強し始めましたが、もっと上手になるために

韓国で勉強を続けることを決心しました。数ある大学の中

から光云大学を選択したので後悔はなかったです。良い

立地と大学の財政的支援、そして何よりも有能な教授達

の講義が光云大学の自慢です。

  国語国文学科を選択した理由
韓国語を完璧に知ることが韓国留学の主な目標だったの

で、国文学科を選択しました。外国人学生は韓国の学生

たちと同等な立場で韓国語で勉強します。多くの教授が

本も出版し、留学生のために多くの活動をします。このよ

うな時、国語国文学科の学生であることが誇らしく感じ

ます。そして、学期ごとに言語能力のレベルが高まるのを

感じていて嬉しいです。 

  入学する後輩たちに言ってあげたい言葉
もちろん大学を選ぶことは人生で最も重要なことの一つ

なので責任感を持つのは退屈です。ですが、有名な教授

たちと一緒に勉強して、様々なプログラム、大会、プロジェ

クトに参加して、多様なテーマで話し合いながら過ごし、

同時に韓国語を常に話したいなら、光云大学に入学すべ

きだと思います。ここはあなたの能力を向上させ、周りの

人との交流関係を広げ、未来に役に立つ忘れられない経

験ができる場所だからです。

  光云大学の自慢
語学堂で勉強しながら韓国の大学についてたくさん調べて光

云大学に入学しました。我が学校は優秀な能力と長年の経験

を持った教授達が多く, 留学生たちにとても親切です. また、当

学校は留学生のための多くの奨学金を提供しているだけでな

く、留学生のために韓国文化を経験できる多くの活動がありま

す。また、本校では留学生が大学に早く適応できるよう、留学

生専用科目も設けています。

  国際通商学部を選択した理由
大学を選択する際、自分が勉強する専攻も重要だと思います。

なのですべての専攻の教育課程を読んでから最も自分にふさ

わしい専攻を選択しました。自分に合わない専攻を選ぶと大

学生活に満足できないかもしれないからです。国際通商は世界

経済と国際貿易に関心のある留学生に最適な専攻です。 国際

通商学科では、世界各国の経済を知ること、国家が国際的に貿

易することについて学ぶことができます。 また、必須科目の英

語の他に中国語と日本語を追加で選択し、第2外国語を学ぶこ

ともできます。国際通商学は学問の幅が広い分野なので、この

専攻で卒業すれば就職する際に選択の幅が広がります。

  入学する後輩たちに言ってあげたい言葉
光云大学は良い大学です。光云大学の学生なら、学校の学生で

あることを誇りに思っていただければ幸いです。専攻を選択す

る時は、よく調べて自分に合った専攻を選択してください。韓

国での大学生活に慣れるためには学校の文化体験とサークル

にも参加すると良いと思います。光云大学で楽しく面白い大学

生活を送られることを願います。

  光云大学の自慢
1号線にある光云大学はインソウル大学で、アクセスもよ

くたくさんの便利さを持ち、地理的長所を持っている大

学です。光云大学では、学習だけでなく、私が夢見ていた

韓国大学生活も十分に楽しめるので、光云大学を選択し

ました。 

  メディアコミュニケーション学部を選択した理由
光云大学メディアコミュニケーション学部は、韓国4年制

大学の中で、最新実習機材とプログラムを運営している

大学で、3つの専攻に分けられ、メディアコミュニケーショ

ンに関する知識をさらに深く得ることができます。また完

備された設備のあるメディアラボ室を利用して実習科目で

学んだ内容を復習することもできます。

  入学する後輩たちに言ってあげたい言葉
光云大学で2年間勉強した学生として後輩たちに、必ず言

ってあげたい言葉が一言あります。皆さんが光云大学に

入学したら、勉強以外にもたくさんの面白いことがありま

す。光云大学は、外国人学生のための奨学金などの特典

が多く、様々な留学生プログラムを運営しています。私が

光云大学で待っていますので、早く来てください！

英語産業学科 19学番 

テンアレクサンダー カザフスタン
国語国文学科 19学番 

アイグル ロシア
国際通商学部 20学番

パンイェリン ベトナム
メディアコミュニケーション学科 20学番　

ジンムッカン 中国 

留学生インタビュー留学生インタビュー
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1. 選考日程

4  2022학년도 1학기(3월 입학) 학부 외국인 신·편입학 모집요강

Why Kwangwoon?

편리한 교통과 위치

매우 편리한 교통, 서울 주요 시내

(시청, 동대문, 명동 등)까지 20~30분 거리

서울시내 최고 수준의 장학금

• 입학 첫 학기에는 30~80%의 장학금을 받을 수 있으며, 입학 후에는 최대 100%의 장학금 혜택

•  교내 총동문회 장학금, LG 산학연계 장학금, 한국이민재단 장학금 등 외국인 유학생들을 위한 다양

한 장학금 제공

Global Standard를 충족하는 광운 교육 시스템

•�광운대학교, 교육부 교육국제화역량 인증(IEQAS)

•�공학계열 11개 학과(부), 한국공학교육인증원(ABEEK) 인증

•�경영학부, 한국경영교육인증원(KABEA) 인증 

•�건축학과, 한국건축학교육인증원(KAAB) 인증

 

취업·창업이 강한 대학

•�취업·창업 대학평가 종합 10위(2020년 한국경제 주관)

•�재학 중 대기업 취업확정 협약 프로그램 등 유학생 전용 취업 특화 프로그램 운영

•�국내대학 1위 창업지원 제도 운영

Multi-Care 프로그램

•�외국인 유학생의 일상고민이나 대학 생활에 대한 상담시스템 제공

•�한국학생과의 1:1 멘토링 프로그램 및 학습공동체 프로그램(튜터링, 스터디그룹)을 운영

•�유학생 지원 학생동아리, 튜터그룹 등 다양한 외국인 유학생 프로그램 운영

다양한 유학생 활동

•�대외국제처 산하 유학생 멘토단(KIF) 운영

•�국적별 유학생회 운영 및 지원

•�유학생 전용 동아리 운영(축구, 봉사활동 등)

30분�소요

광운대종각시청

지하철

호선

○ 便利な交通及び位置 便利な交通及び位置

 

       便利な交通アクセス、ソウル主要市内(市庁、東大門、  

       明洞など)まで20~30分の距離

○ ソウル市内で最高水準の奨学金制度 ソウル市内で最高水準の奨学金制度

●  入学した最初の学期には30~80%の奨学金を受ける

     ことができます。入学後、最大100%の奨学金を受け

    ることができます。
●  校内総同門会奨学金、LG産学連携奨学金、韓国移  

     民財団奨学金など外国人留学生のための様 な々       

     奨学金を提供しています。

○ Global Standardを満たす光云教育システム

● 光云大学、教育部教育国際化力量認証(IEQAS)
● 工学系列11学科(部)、韓国工学教育認証院(ABEEK)認証
● 経営学部、韓国経営教育認証院(KABEA)認証
● 建築学部、韓国建築学教育認証院(KAAB)認証

○ 就職·創業に強い大学

● 就職·創業大学評価総合10位(2020年韓国経済主管)
● 在学中に大企業就職確定協約プログラムなど留学

   生専用就職特化プログラム運営
● 国内大学1位創業支援制度を運営

○ Multi-Care プログラム

● 外国人留学生の日常の悩みや大学生活に関する相 

   談システムを提供
● 韓国人学生との1対1メンタリングプログラムと学習

  共同体プログラム(チュータリング、スタディグルー

  プ)を運営
● 留学生支援の学生サークル、チューターグループなど、    

     様 な々外国人留学生プログラムを運営 

○ 様々な留学生活動

● 対外国際処傘下の留学生メンター団(KIF)を運営
● 国籍別留学生会の運営および支援
● 留学生専用サークルの運営(サッカー、ボランティアなど)

Why Kwangwoon?

外国人学部課程への入学外国人学部課程への入学

地下鉄地下鉄

視聴視聴 鐘閣鐘閣

30分所要30分所要

区分区分 2022年度 2学期(1次)2022年度 2学期(1次) 2022年度 2学期(2次)2022年度 2学期(2次) 備考備考

入試および
学科説明会

2022.04.08(金)
·時間や場所の詳細は追ってお知
    らせします

オンライン
出願および
書類提出

2022.04.13(水)
~29(金)

2022.05.25(水)
~06.10(金)

·オンライン出願
     (締切日の18:00まで)
  - http://www.uwayapply.com
· 書類提出(締切日の18:00まで)
  - 訪問または郵送による受付
    (締切日に到着した分まで有効)
· 住所 
     ソウル市 蘆原区 光云路 20、
     光云大学校 東海 文化芸術館 
     111号国際交流チーム(01897)

筆記試験 2022.05.11(水) 2022.06.22(水)

·校内韓国語試験
· 時間や場所の詳細は試験2日前に
     本校ホームページに記載
  - oia.kw.ac.kr

最終
合格者の発表

2022.05.27(金) 2022.07.08(金)
·17:00以降に本校ホームページに  
     掲載します
  - oia.kw.ac.kr

入学登録
2022.05.30(月)

~06.03(金)
2022.07.11(月)

~15(金)
·入学登録金の支払い : 指定銀行

標準入学許可書
の発給(予定)

2022.07.13(水) 以降 2022.07.20(水) 以降

新入生オリエンテー
ション

2022.8月中旬
· 時間や場所の詳細は追ってお知
      らせします

開講 2022.09.01.(木)

* 上記の日程は学内·外の事情により変更されることがあります。
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大学大学 募集単位募集単位 専攻専攻

電子情報
工科大学

電子工学科

電子通信工学科

電子融合工学科

電気工学科

電子材料工学科

ロボット学部 情報制御専攻、知能システム専攻

ソフトウェア
融合大学

コンピュータ情報工学部 コンピュータ工学専攻、知能情報工学専攻

ソフトウェア学部 ソフトウェア専攻、人工知能専攻

情報融合学部 ビジュアルテクノロジー専攻、データサイエンス専攻

工科大学

建築学科(5年制)*

建築工学科(4年制)

化学工学科

環境工学科

自然化学大学

数学科

電子バイオ物理学科

科学科

スポーツ融合科学科

人文社会
科学大学

国語国文学科

英語産業学科

メディアコミュニケーシ

ョン学部

メディアエンタテイメント専攻、インタレグティブメディ

アコミュニケーション専攻、戦略コミュニケーション専攻

産業心理学科

東北亜文化産業学部 文化交流専攻、文化コンテンツ開発専攻

政策法学大学

行政学科

法学部 一般法学専攻、国際法務専攻、科学技術法務専攻

国際学部 国際地域専攻

経営大学
経営学部 経営学専攻

国際通商学部 国際通商専攻

2. 募集単位 3. 出願資格

4. 選考方法

* 建築学科(5年制)は1学期(3月)のみ募集

* 単科大学及び学科の紹介

* 韓国語ができなくても条件付き選考で学部に出願できます。

区分区分 内容内容

国籍
·  本人及び両親ともに外国国籍の外国人
· 二重国籍者のうち、韓国国籍を有していない者

学歴

新入学
国内外において、韓国の小·中·高の全教育に相応する12年正規課程
を卒業(見込)した者

2年次

編入学

·  2年次 : 単科大学の卒業者または4年制統合大学で1年以上修了した者
      (最低25単位以上を履修)

3年次

編入学

· 3年次 : 単科大学の卒業者または4年制統合大学で2年以上修了した者
      (最低60単位以上を履修)

韓国語能力

新入学 学部課程の受講が可能な韓国語能力を有している者

2年次

編入学
下記の条件のどれかに該当する者
·  TOPIK(韓国語能力試験) 3級以上 所持者
· 本校の国際教育院の語学堂で3級以上修了した者
· 他の大学の韓国語教育センターで3級以上修了した者
· 本校の韓国語筆記試験に合格した者

3年次

編入学

区分区分 選考段階選考段階 選考の案内選考の案内

一般
選考

書類選考

及び

筆記試験

· 書類選考と筆記試験を行う
· 筆記試験では韓国語能力(TOPIK 3級レベル)をテストし、TOPIK 3級
       以上または本校の韓国語過程の4級を修了した者は筆記試験を受ける
       必要がない
· 不合格の場合、本人が望めば条件付き選考合格が可能である

条件付き選考 書類選考

·選考に合格した者は、必ず本校の国際教育院で「韓国語過程」を受  
     講する必要があり、TOPIK3級以上の証書の提出または本校の韓国語
     課程中級2修了時、次の学期に学部に進学できる。
·条件付き合格者は留学(D-2)滞留の資格に変更できない
·滞留資格の変更または延長ができず、合法的に韓国内に滞留できな 
    くなった場合、合格が取り消されることがある。
·条件付き合格の猶予期間は2年を超えることはできない
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5. 提出書類  

区分区分 提出書類提出書類 形式形式 新入新入 編入編入

1 入学出願書  ※オンライン出願後プリントアウト 原本 ○ ○

2 自己紹介書及び学習計画書  ※オンライン出願後プリントアウト 原本 ○ ○

3 学力照会同意書  ※オンライン出願後プリントアウト 原本 ○ ○

4 高等学校卒業(予定)証明書 公証付き ○ ○

5 高等学校の全学年の成績証明書 公証付き ○ ○

6 専門大学(短大)/大学の卒業証明書（修了証明書） 公証付き X ○

7

専門大学(短大)/大学の全学年成績証明書

※翻訳本(韓国語または英語)を必ず提出しなければならない。

※単位認定のために全学年成績及び単位が表示されて

 いなければならない。(単位未表記の場合,出願不可)

公証付き X ○

8

最終学歴証明書

※新入学出願者：高等学校の卒業事実を認証するもの

※編入学出願者：専門大学(短大)/大学の卒業事実を認証

 するもの (現在大学修了または在学中の場合、高等学校卒業

 事実認証書を追加提出)

原本 ○ ○

9 本人のパスポート 写し ○ ○

10

外国人登録証(表·裏面)
※外国人登録を済ませて、国内に滞在中の場合は必ず提出
すること

写し △ △

11

家族関係証明書

※中国外国籍：出生証明書または家族関係証明書

※中国国籍：戶口簿写し及び親族関係証明書の翻訳公証

公証付き ○ ○

12 本人及び両親の身分証 写し ○ ○

13

USD20,000 以上の銀行残高証明書原本(本人又は両親)

※下記の２つから１つを選ぶ

- 韓国内銀行の残高証明書及び最近3ヵ月間の取引明細  (受付日基準)

- 海外銀行の残高証明書 (証明書の有効期間は入学日以降まである)

原本 ○ ○

14

韓国語能力証明資料

※韓国語能力試験(TOPIK)資格証書

※韓国語課程修了証(成績)及び出席証明書

(D-4ビザを取得している者は必ず提出)

原本 ○ ○

15
選考料 120,000ウォン
※オンライン出願時に納付(クレジットカード決済または銀行振込)

- ○ ○

※ 書類は郵便または本人が提出することを原則とし、指定された日まで書類が到着しないと評価対象から外される。

※ 3ヶ月以内に発給された書類で提出することを原則とする

※ 郵便による書類が到着したかどうかは個別に確認することができない。

※ 全ての書類は原本提出を原則とし、提出された書類及び選考料は一切返却しません。提出された書類及び選考料は一切返却しません。

※ 韓国語または英語で発行された書類でない場合は、韓国語または英語に翻訳公証後提出すること。韓国語または英語で発行された書類でない場合は、韓国語または英語に翻訳公証後提出すること。

※ 上記の提出書類のほか、追加書類が必要な場合は提出を要請することがある。

※ 最終学歴証明書関連

   - 中国以外の国籍：卒業証明書を該当国家の政府機関から<アポスティーユ>を取得して提出するか、

       該当国家に所在している韓国領事館で<領事認証>または<在外教育機関確認書>を取得して提出すること。

   - 中国国籍

     1) 一般系高等学校 : 必ず卒業事実卒業事実について下記の機関から取った認証書(英文)認証書(英文)または卒業証明書の公証付き卒業証明書の公証付きを在

          中国韓国大使/館で領事認証を取って提出すること

       - 中国教育部学力認証センター http://www.chsi.com.cn、+86-10-82338424

       - 中国教育部学位認証センター http://www.cdgdc.edu.cn、+86-10-82379482

       - ソウル孔子アカデミー http://www.cis.or.kr、+82-2-554-2688

     2) 実業系高等学校 : 下記の ①, ② から１つを選ぶ

        ①該当学校から発行された卒業証明書(省教育庁+在中国韓国公館の韓国領事による認証必須)

        ②省教育庁から発行された卒業証明書(在中国韓国公館の韓国領事による認証必須)

※ 認証書発行まで約30日がかかるので予め申し込んで用意しておくこと

※ 提出した認証書は返却されない。なお、ビザ発行または変更に必要な書類は出願者本人が用意しておくこと

*  ○ : 提出必須、X : 提出不要、△ : 該当者のみ提出

ICT 特性化  No.1 Kwangwoon

KWANGWOON UNIVERSITY  9

외국인 학부과정 입학

※ 서류는 우편 또는 직접 제출하여야 하며, 지정된 날짜까지 제출서류가 도착하지 않으면 평가대상에서 제외됨

※ 우편접수 도착여부는 개별적으로 확인이 불가능함

※ 모든 서류는 원본으로 제출하는 것을 원칙으로 하며, 제출된 서류 및 전형료는 일체 반환하지 않음

※ 한국어 또는 영어로 되어 있지 않은 서류는 한국어 또는 영어로 변역 공증 후 제출

※ 상기 제출서류 외에 추가 서류 필요 시 요청할 수 있음

※ 최종학력증명 인증서 관련

 중국 이외 국적 	 	졸업증명서를	해당	국가의	정부기관으로부터	<아포스티유확인서>를	발급받아	제출하거나,	해당	국가에	소재한	

한국영사관에서	<영사확인>	또는	<재외교육기관확인서>를	받아서	제출

 중국 국적 	 1)	 	일반계	고등학교	:	반드시	졸업사실에	대해	아래	기관에서	받은	인증서(영문)	또는	졸업증명서	공증본을	주중	

한국대사관에서	영사확인을	받아	제출	

	 	 	 	 	 ·	중국교육부	학력인증센터	http://www.chsi.com.cn,	+86-10-82338424

	 	 	 	 	 ·	중국교육부	학위인증센터	http://www.cdgdc.edu.cn,	+86-10-82379482

		 	 	 	 	 ·	서울공자아카데미	http://www.cis.or.kr,	+82-2-554-2688

	 	 	 2)	실업계	고등학교	:	아래	①,	②	중	택일

	 	 	 	 	 ①	해당	학교	발행	졸업증명서	(성	교육청	+	주중공관	한국영사	확인	필수)

										 	 	 ②	성	교육청(또는	시교육국)발행	졸업증명서(주중공관	한국영사	확인	필수)

	 	 	 ※	중국	인적자원사회인력보장부	소속	실업계	고등학교의	경우	인적자원사회인력보장부	인증(주중공관	영사	확인	필수)

 ※ 인증서 발급까지 약 30일이 소요되므로 미리 신청하여 준비하기 바람  

 ※ 제출한 인증서는 반환되지 않으며, 비자 발급 또는 변경에  필요한 서류는 지원자 본인이 별도로 준비해야 함

ICT 특성화 No.1 KwangwoonICT 특성화 No.1 Kwangwoon

SW中心大学に選定 最先端ICT技術を備えた
中央図書館

ソウル市キャンパスタウン
造成事業選定

大学革新支援事業
自律協約大学選定
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大学大学 入学料(初学期1回納付)入学料(初学期1回納付) 授業料(1学期あたり)授業料(1学期あたり)

電子情報工科大学、ソフトウェア融合大学、工科大学

190,800ウォン

4,266,000ウォン

自然科学大学、メディアコミュニケーション学部 3,753,000ウォン

東北亜文化産業学部、国際通商学部 3,630,000ウォン

経営大学 3,432,000ウォン

人文社会科学大学、政策法学大学 3,244,000ウォン

区分区分 幸福寄宿舎(ピッソルゼ)幸福寄宿舎(ピッソルゼ) International House

構造 2名1室 4名1室

費用 約1,500,000ウォン / １学期 (保証金 100,000ウォン)

個人施設
ベッド(寝具類は利用者本人が用意する)、本棚、机、椅子、クローゼット、トイレ、

シャワールーム、インターネットなど

公用施設 洗濯室、アイロン室、体力鍛練室、セミナー
室、共同厨房、無人の宅配保管室など

-

直前学期の成績直前学期の成績
奨学金奨学金

TOPIK3級以下(TOPIK未取得者を含む)TOPIK3級以下(TOPIK未取得者を含む) TOPIK4級以上TOPIK4級以上

4.3以上(97点以上) 授業料の80% 授業料の100%

4.0以上~4.3未満(90~96点) 授業料の60% 授業料の80%

3.5以上~4.0未満(85~89点) 授業料の40% 授業料の60%

3.0以上~3.5未満(80~84点) 授業料の20% 授業料の40%

2.5以上~3.0未満(75~79点) なし 授業料の20%

区分区分 奨学金奨学金

一般学生 授業料の30%

本校語学院出身学生 授業料の50%

TOPIK3級取得者/協定締結教育機関 授業料の70%

TOPIK4級以上取得者 授業料の80%

6. 入学料及び授業料

7. 奨学金

ロ.入学学期以降の奨学金ロ.入学学期以降の奨学金

* 学年度が変わる時に入学料及び授業料が変動されることがあります。

* 現在基準の金額であり、学期が変わる時に費用が変動することがあります。

* 学年度が変わると奨学金が変動する場合があります。

* 入学後、大韓民国国籍で帰化する場合、外国人奨学対象から除外されます。

8. 韓国語能力別による教育課程運営

韓国語能力試験(TOPIK)のレベル及び入学試験の結果に基づいて留学生活に適応できるように韓国語及び教養科

目カスタマイズ型教育を実施

9. 卒業条件

イ. イ. 卒業までに韓国語能力試験(TOPIK)4級の証書を提出しないと卒業できません。

ロ. ロ. 各学科ごとに卒業単位やその他の卒業条件が異りますので、必ず学科の事務室から確認してください。

10. 学生寮

11. 出願に際しての留意事項

イ. イ. 提出書類の記載内容が虚偽と判明したり、その他の不正な方法で合格した場合には合格が取消されます。なお、入学後にこのよ

     うな事実が発見された場合には在学中であっても入学許可が取消されることがあります。

ロ. ロ. 提出された書類は一切返却しません。ビザ申請または変更に必要な書類は出願者ご本人が用意しなければなりません。

ハ. ハ. 入学願書の記載内容の誤記によって本人に発生した不利益については、出願者ご本人の責任となります。

ニ. ニ. 入学願書に記載された選考期間中の連絡先は常に連絡が取れるようにしておかなければなりません。なお、電

      話番号や住所の誤記または変更により連絡が取れない場合に発生する不利益については、出願者ご本人の責任

     となります。

ホ.ホ. 最終合格者の中で卒業予定者または修了予定者の場合は、卒業または修了証明書を2022年8月12日(金)までに必 

      ず本校の国際交流チームの事務室に提出してください。

ヘ. ヘ. 翻訳上の間違いがある場合があるため、韓国語募集要綱の内容を原則とする。

ト. ト. インターネット願書の受付は電子決済が行われた後に完了し、受付された書類と選考料のキャンセルや変更、返還できません

イ. 入学学期の奨学金  イ. 入学学期の奨学金  
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正規課程は１級から６級までの6段階となっています。正規課程は１級から６級までの6段階となっています。

• 年間４学期(春、夏、秋、冬)で運営されます。

• 授業時間は、一日4時間、週5日、1学期あたり計200時間です。

• 実際の状況で様々な活動をしながら、クリエイティブな韓国語能力を備えることができます。

• 学期中にはテコンドー、サムルノリ、K-POP、ダンスなど韓国の文化を直接体験できます。

1.授業時間の構成

2.授業料
• 選考料 : 50,000ウォン(返金不可)

• １学期あたり : 1,400,000ウォン(文化体験費用を含む)

•  1学期のみの受講から年間登録まで多様な選択肢が可能 

3.日程

* 上記の日程は学内.外の事情により変更されることがあります。

*  ベトナム、ウズベキスタン、モンゴルなど告示国家の学生の場合は 上記締切日より上記締切日より2週間早く受付を締め切ります。2週間早く受付を締め切ります。

*  韓国在留資格がある場合(D-4ビザが必要ない場合)は開講2週間前に受付を締め切ります。

*  国家別ビザ関係で早期締め切りとなる可能性がありますので、お気軽にお問い合わせください。

1934 ••• 朝鮮無線講習所開所

1976 ••• 光云工科大学に名称変更

光云電子工科大学に名称変更 ••• 1964

総合大学に昇格 ••• 1987

サムスン電子とオーダーメイド型人材育成のための情報通信 ••• 2005

TRACK運営協約 

教育部学部教育先導大学育成事業(ACE)選定 ••• 2014

雇用労働部企業連携型長期現場実習(IPP)支援事業選定 ••• 2016

韓国経済就業·創業力量評価維持就業率2位 ••• 2018 

ライデンランキング「上位1%論文の質評価」総合4位を記録 ••• 2020

韓国経済大学、就職創業評価で総合10位

LGイノテック(株)雇用契約型Scholarshipプログラム協約締結
   

1999 ••• BK21事業に物理化学分野選定学

2011 ••• サムスン電子とSamsung Talent Program(STP)
               運営協約
               LG電子と雇用契約型プログラム協約

2015 ••• アジア大学評価IT特性化大学56位選定

2017 ••• 科学技術情報通信部ソフトウェア中心大学事業選定
              ソウル市キャンパスタウン総合型事業選定
              (100億ウォン規模)

2019 ••• 工学教育認証評価「認証」獲得

2021 ••• 教育国際化力量認証制(IEQAS)3周忌教育部認証取得
               LGディスプレイ(株)雇用契約型Scholarship
               プログラム協約締結

年度年度 学期学期 受付の締切受付の締切 授業期間授業期間 レベルテストレベルテスト

2022

春 2022.1.28(金) 2022.3.14(月) ~ 5.23(月) 2022.3.8(火)

夏 2022.4.22(金) 2022.6.8(水) ~ 8.18(木) 2022.6.2(木)

秋 2022.7.29(金) 2022.9.14(水)~11.23(金) 2022.9.7(水)

冬 2022.10.21(金) 2022.12.7(水)~2023.2.16(木) 2022.11.30(水)

韓国語課程韓国語課程

授業日 授業日 授業時間授業時間 授業の内容授業の内容

月~金 09:00 ~ 13:00

会話、聞き取り、読解、作文 4スキルの統合教育
* 関連語彙や文法の実践的トレーニング
* 学習内容を実際的に活用するための様々な活動教育
* 体系化された発音教育を実施

History

History

13 2022年度第2学期(9月入学) 学部新入学・編入学の外国人留学生募集要項 ·
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참[Veritas] 사람

• 교양과 인성을 갖춘 사람

• 전공지식을 깊게 탐구한 사람

• 글로벌 소양을 계발한 사람

빛[Lux] 사람

• 융합적으로 소통하는 사람

• 혁신적 창의성을 발휘하는 사람

• 지속가능 미래에 기여하는 사람



住所 : ソウル市 蘆原区 光云路 20、光云大学校 東海 文化芸術館 111号 国際交流チーム(〒01897)住所 : ソウル市 蘆原区 光云路 20、光云大学校 東海 文化芸術館 111号 国際交流チーム(〒01897)

学部課程に関するお問い合わせ学部課程に関するお問い合わせ

電話電話：+82-2-940-5016    FAXFAX：+82-2-940-8682

ホームページホームページ：http://oia.kw.ac.kr 

メールメール：international@kw.ac.kr

韓国語過程に関するお問い合わせ韓国語過程に関するお問い合わせ

電話電話：+82-2-940-5308    FAXFAX：+82-2-940-8682

ホームページホームページ：http://kcklc.kw.ac.kr 

メールメール：international@kw.ac.kr

KAKAOTALKKAKAOTALK




