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留学生インタビュー

Q1.  光云大学に入学した理由

光云大学校は1934年に創立された大学で、長い歴史

を持っています。 学習能力だけでなく、様々な方面

で学生達の能力を育み、数多くの優れた人材を養成

しました。そして学校の雰囲気も良く、周りに公共

施設も多いです。 光云大学校は、私が夢見ていたキ

ャンパス生活を楽しむことができるので、光云大学

校を選びました。

Q2.  今通っている学科を選択した理由

私は高校時代から経営学について関心が高かったで

す。そして経営学が私の適性にもよく合うし後で私

がこの分野で就職したくて経営学科を選択するよう

になりました。

Q3. 光云大学を推薦する理由

光云大学での学習雰囲気はもちろん、学習プログラ

ムも多い上、外国人留学生のためのイベントも多

いです。光云大学での外国人留学生は勉強だけでな

く、韓国文化体験もあるのでとてもいいです。 この

ような理由で私は光云大学校を推薦します。

Q1.  光云大学に入学した理由

私は語学堂で2年の過程を経てから、最初はどの学校

を志望したらいいか悩んでいました。 そんな中、光

云大学のベトナム助教授が、私に光云大学を推薦し

てくれました。 光云大学校は、外国人学生の奨学金

特典と優秀な学生管理システムが整っており、外国

人学生が学校生活に適応できるよう格別に気を配っ

てくださる教授の方々、何よりも教育の質が良いと

おっしゃいました。そこで私は光云大学への入学を

決めました。

Q2.  光云大学を推薦する理由

私がこれから光云大学に入学する外国人学生に、光

云大学を推薦する理由は次のとおりです。 第一に、

「外国人学生の奨学金特典が優れている。第二に、

留学生たちの国別学生会が上手く組織化されている

ため、多くの助けを借りることができる。第三に、

外国人学生が学校生活に適応できるよう、教授は格

別に気を遣ってくださる。第四に、外国人学生管理

と支援システムが優れている」という点です。光云

大学校についてお悩みの外国人学生の皆様は、この

ようなことをご参考いただければ幸いです。

19学番 カオティフオベトナム

国語国文学科
18学番 ソンガドン 中国

経営学部
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留学生インタビュー

Q1.  光云大学に入学した理由

光云大学校に入学志願するようになったきっかけ

は、「ソフトウェア」学問を学びたいと決心した後

だったから、光云大学校はコンピューター関連学科

の競争力が優れているということを知っていたから

だ。 また、私は光云大学の象徴であるペガサスが大

好きだ。

Q2. 光云大学を推薦する理由

光云大学を推薦したい理由は事実上あまりにも多

い。

施設的にはスケートリンクなどの余暇生活を楽しむ

ためのスペースがある。

広い読書室とペガサスの彫刻像も目を楽しませてく

れる。また、周辺には住宅街があり、一人暮らしに

最適である。それだけでなく光云大学の学生という

理由でもらえる奨学金、様々なサークル、賢くて優

しい教授陣などがある。また、留学生のための様々

なサポートプログラムもある。例えば、韓国語がま

だ下手な外国人学生のためのチュータリングプログ

ラムもあり、韓国生活に適応していない留学生のた

めのメンタリングプログラムもある。

Q1.  光云大学に入学した理由

光云大学校は工科大、特に電子情報大が有名です。

また、光云大学校の奨学制度は非常に良いです。学

校を選択する際に、奨学制度だけでなく外国人留学

生の大学生活に適応するためにサポートするプログ

ラムがいっぱいの学校だと思い、入学しました。

Q2.  今通っている学科を選択した理由

高校の時からコンピューターでコーディングをしな

がらウェブ開発や小さなプログラム製作に興味を得

てソフトウェア開発者という夢を持つようになりま

した。そして多様な機会を基に成長できるSW中心大

学を選びました。

Q3. 光云大学を推薦する理由

学校のキャンパスは小さい方です。建物の間の移動

がとても楽です。図書館は新しくできて間もない 建

物なのでとても良いです。外国人は、大学生活に適

応するのが容易ではないという新入生にお勧めでき

るプログラムもたくさんあります。私は満足して通

っています。

21学番 アナスタシア ロシア 18学番 クアンドゥク カザフスタン

ソフトウェア学部 ソフトウェア学部
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Why Kwangwoon?

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
•  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々な 
 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、様々な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)

30分の距離

光云大学校鐘閣市庁

地下鉄

1号線
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Why Kwangwoon?

1. 選考日程

区分 2022年度 
1学期(1次)

2022年度 
1学期(2次) 備考

入試および
学科説明会 2021.09.24(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

2021.09.29(水)
~10.15(金)

2021.11.10(水)
~26(金)

•  オンライン出願(締切日の18:00まで)
 - https://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 2021.10.27(水) 2021.12.8(水)
•  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

最終
合格者の発表 2021.11.12(金) 2021.12.24(金) •   17 :00以降に本校ホームページに

掲載します

入学登録 2021.11.15(月)~19(金) 2021.12.27
(月)~31(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) 2022.01.03(月)以降 2022.01.10(月)

以降

新入生オリエン
テーション 2022.2月中旬 •   時間や場所の詳細は追ってお知らせし

ます

開講 2022.03.02(水)

※ 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。

外国人の学部課程への入学外国人の学部課程への入学
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外国人の学部課程への入学

2. 募集単位
大学 募集単位 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

言論情報専攻、インタラク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

※  建築学科(5年制) 2、3年生の編入学は前籍大学の専攻が「建築学」の場合のみ志願可能
※  単科大学及び学科の紹介 : 
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外国人の学部課程への入学

2. 募集単位
大学 募集単位 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

言論情報専攻、インタラク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

3. 出願資格
区分 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
•�本校の国際教育院の語学堂で4級以上修了した者
•�他の大学の韓国語教育センターで5級以上修了した者

3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) 4級以上
•�本校の国際教育院の語学堂で5級以上修了した者
•�他の大学の韓国語教育センターで6級以上修了した者

4. 選考方法
区分 選考段階 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、T O P I K 3 級 ( 3 年 次 編 入 の 場 合 、 4 級 ) 以 上 の 証 書 を 提 出 し
たり本校の韓国語過程中級2) (3年次編入の場合は高級1)を修了する
と、次の学期に学部へ進学できる
•�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、合格が取消される可能性がある

※ 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。
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外国人の学部課程への入学

5. 提出書類 
区分 提出書類 形式 新入 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
※編入学出願者が現在大学を修了または在学中の場合、高等学校卒業証
明書を提出する

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) - ○ ○

※ ○ : 提出必須、X : 提出不要、△ : 該当者のみ提出
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外国人の学部課程への入学

※  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。

※ 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。
※ 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 : 必ず卒業事実について下記の機関から取った認証書(英文)または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ご本人が用意しておく

こと

ICT特性化 No.1ICT特性化 No.1
KwangwoonKwangwoon

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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6. 入学料及び授業料
大学 入学料(初学期1回納付) 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

※ 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。

7. 奨学金
イ. 入学学期の奨学金 

区分 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 授業料の70%

TOPIK4級以上取得者 授業料の80%

ロ. 入学学期以降の奨学金

直前学期の成績

奨学金

TOPIK3級以下
(TOPIK未取得者を含む) 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%

※ 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。

外国人の学部課程への入学
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外国人の学部課程への入学

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. 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.  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
区分 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(寝具類は利用者ご本人が用意する)、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

-

※ 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。

11. 出願に際しての留意事項
	 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.  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.  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.  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.  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2月11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。
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유학생 인터뷰韓国語課程

正規課程は１級から６級までの6段階となっております。 
•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
授業日 授業時間 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

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ある

3. 日程

年度 学期 受付の締切 授業期間 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)

※ 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。



History
1934 朝鮮無線講習所開所

1964 光云電子工科大学に名称変更

1976 光云工科大学に名称変更

1987 総合大学に昇格

1999 BK21事業に物理化学分野選定

2005 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TRACK運営協約

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

2014 教育部学部教育先導大学育成事業(ACE)選定

2015 アジア大学評価IT特性化大学56位選定

2016 雇用労働部企業連携型長期現場実習(IPP)支援事業選定

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)

2018 韓国経済就業·創業力量評価維持就業率2位

2019 工学教育認証評価「認証」獲得

2020 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

      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

2021 教育国際化力量認証制(IEQAS)3周忌教育部認証取得

光云大学校  13
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•교양과 인성을 갖춘 사람

•전공지식을 깊게 탐구한 사람

•글로벌 소양을 계발한 사람

참[Veritas]
사람

•융합적으로 소통하는 사람

•혁신적 창의성을 발휘하는 사람

•지속가능 미래에 기여하는 사람

빛[Lux]
사람

•교양과 인성을 갖춘 사람

•전공지식을 깊게 탐구한 사람

•글로벌 소양을 계발한 사람

참[Veritas]
사람

•융합적으로 소통하는 사람

•혁신적 창의성을 발휘하는 사람

•지속가능 미래에 기여하는 사람

빛[Lux]
사람
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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

学部課程に関するお問い合わせ
電話：+82-2-940-5014~6
FAX：+82-2-940-8682
ホームページ：http://oia.kw.ac.kr  
                            http://www.kw.ac.kr
メール：international@kw.ac.kr
KAKAOTALK : 

韓国語過程に関するお問い合わせ
電話：+82-2-940-5014~6
FAX：+82-2-940-8682
ホームページ：http://kcklc.kw.ac.kr 
メール：international@kw.ac.kr




