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出願から渡韓までの手続き案内

1次書類出願

• 12月22日(金)まで
オンラインシステム
入力

標準入学許可書発給
及び2次書送付

• 1月初旬郵送予定

2次書類出願

• 1月31日(水)まで
Eメール送信

渡韓日及び
オリエンテーション

• 2月26日(月)渡韓

• 2月27日(火)
オリエンテーション



リスト 参考

①交流学生志願書 (オンライン入力)

②Dormitory Application (オンライン入力)

③Study Plan (オンライン入力)

④Personal Statement (オンライン入力)

⑤韓国語課程志願書 (オンライン入力)

⑥在学証明書(英文)原本★

⑦成績証明書(英文)原本★

⑧推薦書(和文)1通★

⑨パスポートのコピー１枚★

⑩写真(4cm×3cm) ★

オンライン入力は直接入力してくださ
い。1つのコマも入力しない場合は次
の書類作成ができません。

すべての書類は必ずセーブしながら
作成してください。

③～⑤の書類はハングル若しくは英
語にて作成してください。漢字の場合
は文字化けの可能性があります。

★書類はアップロードしてください。

1次出願書類案内：12月22日(金)まで入力



送付資料リスト 参考

標準入学許可書

入学許可書

身元保証書

飛行機情報シート

大使館提出用

本学発給用

法務部指定様式

標準入学許可書及び2次書類郵送：１月初旬

2次書類出願：１月31日(水)まで

以下の資料をEメールまたはFAX送付

飛行機情報シート



留学期間による予想費用：1学期(6ヶ月)

 私費留学生は50%減額される学費を支払います。金額は約
¥1,800,000(1学期)です。

 宿舎費用は国際館を基準として記載しております。

 2014年度より生活館の規則が変更され、6ヶ月(休み期間を

含む)基準として寮費を支払うようになっております。また、ヌ
リ館(校外宿舎)の場合6ヶ月(休み期間を含む)ごとに
¥ 780,000を支払います。休み期間の払い戻しはありません。

ご承知くださいませ。

 本学の外国人留学生保険は義務加入です。

 生活費は個人差はありますが、食事や居酒屋などを利用す
る場合月に約¥400,000～¥500,000がかかります。

 携帯費用は月に約¥30,000～¥80,000ぐらいかかります。

区分 金額

学費 免除

宿舎費 ¥930,000

保険料 ¥80,000

その他
(定期的食事会、フィールドトリップ参加費など)

¥150,000

合計 ¥1,160,000



留学期間による予想費用：2学期(12ヶ月)

区分 金額

学費 免除

宿舎費 ¥1,860,000

保険料 ¥130,000

その他
(定期的食事会、フィールドトリップ参加費など)

¥300,000

合計 ¥2,290,000

 私費留学生は50%減額される学費を支払います。金額は約
¥1,800,000(1学期)です。

 宿舎費用は国際館を基準として記載しております。

 2014年度より生活館の規則が変更され、6ヶ月(休み期間を

含む)基準として寮費を支払うようになっております。また、ヌ
リ館(校外宿舎)の場合6ヶ月(休み期間を含む)ごとに
¥ 780,000を支払います。休み期間の払い戻しはありません。

ご承知くださいませ。

 本学の外国人留学生保険は義務加入です。

 生活費は個人差はありますが、食事や居酒屋などを利用す
る場合月に約¥400,000～¥500,000がかかります。

 携帯費用は月に約¥30,000～¥80,000ぐらいかかります。



保障内駅 プラン名:外国人留学生福祉保険 最小自己負担金額

障害死亡 ₩50,000,000

★通院治療の時(1日当り)
1次病院: ₩10,000
2次病院: ₩15,000
3次病院: ₩20,000

★入院治療の時
総診療費の1割は自己負担

★薬製費用
1日当り₩8,000

死亡後遺障害 ₩10,000,000

障害入院治療実費 ₩10,000,000

障害通院治療実費 ₩250,000

障害処方調製 ₩50,000

疾病入院治療実費 ₩10,000,000

疾病通院治療実費 ₩250,000

疾病処方調製 ₩50,000

保険料(1人12ヶ月) ₩130,000

本学の外国人留学生は義務で留学生保険に加入しなければなりません。1年基準の保険金は

₩130,000(6ヶ月は₩80,000)です。詳細は以下の御確認ください。

外国人留学生保険案内



ヌリ館は大田広域市･大田広域市所在の大学連合・EXPO化学公園が共同で建て、

2007年9月開館している外国人専用宿舎として、韓国語及び韓国の文化研修、グロー

バルマナーなど様々なプログラム及び外国人留学生が生活する韓国内第1号外国人留

学生生活館である。

宿舎情報案内：ヌリ館(大田広域市直接運営)



参考事項

大田広域市が管理・運営している

管理費、水道代、光熱費、ガス代含、シャトルバス代
含む(食事代は含まれてない)。

他の大学で在学中の外国人留学生との交流が可能。

繁華街から近い。

6か月分を一括で支払うため、休み期間による精算が
不可能。

共同調理室で食事を作ることが可能。もしくは売店を
利用。

シャトルバスが学期中のみ運行するため、休み期間
中は交通費がかかる。

ヌリ館(NURI HALL)

部屋 2人1室

施設
ベッド、机、箪笥、クーラー、お風呂、トイレ、ネッ
ト付(ネット線は別途購入)、共同洗濯室、共同リ
ビング、ジム、食堂

住所
3-10, Doryong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, 305-
340, KOREA

位置 市内バスで20分(学期中には大学バス3回運行)

金額 ₩780,000／6ヶ月

参考 http://www.nurihall.or.kr/eng/main.do

宿舎情報案内：ヌリ館(大田広域市直接運営)



ヌリ館(2人1室)の部屋写真



ヌリ館の便益施設写真

会議室 休憩室
(4,7Fゼミ室/6F卓球場使用中)

体力鍛練室

共同炊事室
(インダクション・コイル/電子レンジ)

洗濯室
(コインランドリー、乾燥機)

食堂(厨房含む)



参考事項

韓南大学校が運営、生活館所属となる。

休憩室、共同洗濯室、閲覧室、PC室、会議室、セミ
ナールーム利用可能。

門限あり(PM11:00)：生活館の規定を守るべき。

無許可外泊が3回以上の場合は、退舎となる。

大学と距離が近いため、交通費が多くかからない。

共同シャワールームと共同トイレあり。

国際館(International Student Dormitory)

部屋 3人1室

施設

ベッド、机、箪笥、クーラー、シャワー室、トイレ、共同
シャワールーム、共同トイレ、ネット付(ラン線別途購入)、
共同洗濯室、共同リビング、閲覧室、PC室、会議室、セ
ミナールーム

住所
740-23, Ojeong-dong, Daedeok-gu, Daejeon 306-817, 
KOREA

位置 校外、語学堂まで約2分、大学まで歩いて約10分。

金額 ₩930,000／6ヶ月

参考 http://dormi.hannam.ac.kr/

宿舎情報案内：国際館(本学外国人留学生寮)



国際館(3人1室)の部屋写真



国際館の便益施設写真(1F、B1F)

PC室 セミナー室 会議室 閲覧室

休憩室 B1F ジム 洗濯室



21単位

受講可能

韓国学講座*

(6単位)

学部科目

(15単位)

学部授業のみ受ける場合

21単位

受講可能

学部科目受講

(9単位)

韓国学講座*

(6単位)

学部科目

(3単位)

韓国語学堂

(12単位)

聞く/話す

/書く/読む

韓国語学堂の授業を受ける場合

受け入れ交流学生単位認定案内

*韓国学講座？
日本人交換留学生を対象として毎学期2科目ずつ開講され、受入れ学生は必修科目として履修すべきである。



韓国語学堂授業を受ける受入れ交流学生の留
学時期案内

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

学部 1学期(15週)* 夏休み 2学期(15週)* 冬休み

語学堂 春学期(10週)* 夏学期(10週) 秋学期(10週)* 冬学期(10週)

韓国語学堂の学期が4学期制度と変更され、交換学生は春学期及び秋学期の

授業が無料で受けられる。

夏学期及び冬学期は50%減免された受講料を支払って授業が受けられる。

日本人学生の必修科目⇒韓国学講座は前期には2科目、後期には選択1科目を

必修で受ける。



CIR事務室住所
大田広域市 大徳区 韓南路70

韓南大学校国際交流チーム(〒34430)

メールアドレス
hnujpn@hnu.kr

電話：+82-42-629-7923

 FAX：+82-42-629-7779

問い合わせ先


