Ewha Womans University
梨花女子大学（EWHA）
公立/私立

私立

所在地

ソウル特別市 西大門区

WEBサイト

http://www.ewha.ac.kr

International Office

oia.ewha.ac.kr

大
学 学生数
学事暦

国際センター
最終更新日
2021/4/23

約24,000人
春学期：3月初旬～6月下旬

秋学期：9月初旬～12月下旬

https://www.ewha.ac.kr/ewhaen/academics/college.do
学部・専攻

留学期間

留
学 履修情報

生活情報
（諸経費な
ど）

※交換留学生に開講されていない学部：MBA,Medicine,Nursing,Pharmacy,Educationおよび、
Art&Design,Music,ELTEC Engineering,Scranton Honors Programでの一部科目
通年：2021.3～2021.12（10ヶ月間） 半期：2021.3～2021.6（4ヶ月間）
韓国語力があれば、韓国語での一般授業も履修可能。規定のTOEFL/IELTSスコアを満たしていれば、
英語の専門科目のみを履修することも可能。
英語科目コース：
https://eureka.ewha.ac.kr/eureka/my/public.do?pgId=P531005520

参考：http://oia.ewha.ac.kr/oia/1144/subview.do

寮のWEBサイト：http://my.ewha.ac.kr/engdorm/
I-House（学内寮）
学 学内寮
生
生
活

学校について

留学生寮のため７割は留学生だが、正規学生の新入生も住んでいる。キッチンは限られた棟にしかない
ため、料理をするのは難しい。（レンジなどは各階に設置）
※夏期休暇中は、夏期語学研修参加学生優先になる為、寮に滞在できない場合がある。滞在希望者
は、特別申請が必要なので、予め申告しておく必要がある。
韓国一レベルが高いと言われる女子大学で、附属の幼稚園から大学院まで設置されている総合大学。
女性学の研究が進んでいる。Peace Buddyと言われる留学生につくチューター制度が充実して
おり、留学生には非常に好評である。韓国語はもちろんのこと、寮生活や留学生同士での交流には英語
を使用することも頻繁にあるため、どちらの言語も学びたい人にはおすすめ。学内のサークル活動も活発な
ので、学期初めの新勧活動には思い切って足を運んでみると良い。大学のある新村付近には延世大学が
ある。女子大学であるが、男子学生も交換留学可能となっている。

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。

Hankuk University of Foreign Studies
韓国外国語大学（HUDS）
公立/私立

私立

所在地

ソウルキャンパス：ソウル特別市東大門区

WEBサイト

http://builder.hufs.ac.kr/user/hufs/index.html

International Office

https://sites.google.com/view/hufsinternationalexchange

学生数

約27,000人

学事暦

春学期：3月初旬～6月下旬 秋学期：9月初旬～12月下旬
http://hufsenglish.hufs.ac.kr/

大
学

学部・専攻

留学期間

留
学 履修情報

生活情報
（諸経費な
ど）

国際センター
最終更新日
2021/4/23

グローバルキャンパス：龍仁市

・ソウルキャンパス
English, Japanese, Chinese, Occidental Languages, Asian Languages & Cultures,
Social Sciences, Business and Economics, Business, Education, International
Studies
・グローバルキャンパス
Interpretation and Translation, Central and East European Studies, Humanities,
Business and Economics, Natural Science, Convergence Studies,
Engineering,International & Area Studies
※交換留学生に開講されていない学部：Language and Trade, Diplomacy, Law School,
Business College
通年：2021.3～2021.12（10ヶ月間） 半期：2021.3～2021.6（4ヶ月間）
外国語だけにとどまらない豊富な専門科目の中から、１セメスターあたり12～18単位の専門科目(韓国
語もしくは英語）を履修する。英語の専門科目を履修する場合は規定のTOEFL/IELTSスコアが必要と
なるため注意。語学堂で実施される韓国語クラス（Intensive Korean Language Course）は単
位付与ではないため履修
不可。なお、夏期・冬期休暇期間中は有料で韓国語クラスを履修できる。（単位は修得できない）専
門科目コース詳細はWebsite参照：
https://sites.google.com/hufs.ac.kr/hufsinternationalexchange

参考：https://sites.google.com/hufs.ac.kr/hufsinternationalexchange/StudentServices?authuser=0

・Globee Dorm ソウルキャパス / HUFS Dorm グローバルキャンパス（学内寮）
(休暇中の滞在費は別途必要）
一通りの家具は揃っているが、キッチン機能はない。門限や規則が定められており破ると罰点が課される。
学内寮
学
生
生
活

学校について

・HUFS International House s A&B ソウルキャンパス（学外寮）
休暇中の滞在費は別途必要）
キャンパスまでは徒歩で３分程度。Aは女子学生限定。門限なし。基本的に自炊だが、炊飯器やレン
ジ、包丁等が備えられていないため初めは一通りそろえる必要がある。
1954年の創立以来、韓国外国語大学(HUFS)はグローバル社会で活躍する能力を持ったCEOや外交
官を数多く輩出し、韓国の発展のために重要な役割を担ってきた。現在、Kim In-Chul学長のもとで
HUFSは45か国の外
国語を教え、韓国のグローバル大学としてはトップの位置づけとなっている。 人文・法律・社会科学・経
営・コンピューターサイエンスなどの分野も併せて履修することで、学生は専門的な知識と語学力を兼ね揃
えたグローバルリーダーとして育成される。各国の言語を学べる大学でもあるため、日本語を学んでいる現
地学生と知り合うこともできるだろう。一方、在学する日本人は比較的少なく、他の韓国にある協定校と
同じく韓国語を学びつつ、生活するうえでは英語を使用する機会も多い。

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。

Keimyung University
啓明大学（KMU）
公立/私立

私立

所在地

大邱（テグ）達成区

WEBサイト

http://www.kmu.ac.kr

International Office

http://www.kmu.ac.kr/uni/eng/main.jsp

大 学生数
学 学事暦

国際センター
最終更新日
2021/4/23

約24,000人
春学期：3月初旬～6月下旬

秋学期：9月初旬～12月下旬

https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3529&
学部・専攻

留学期間
留
学 履修情報

生活情報
（諸経費な
ど）

※交換留学生に開講されていない学部：Medicine, Nursing, Pharmacy, Digipen and
Special Art(Music)
通年：2021.3～2021.12（10ヶ月間） 半期：2021.3～2021.6（4ヶ月間）
多くの交換留学生は基本的にKorean Language Practiceを履修し、並行して留学生用の英語での
開講科目を履修している。主に韓国語で開講される学科の授業を履修したい場合には、学部センター
か、直接教授にお願いする必要がある。英語によるコースはWebsite参照：
http://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3584&

参考：https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3461&
寮のWEBサイト： https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3632&

学内寮
学
生
生
活

学校について

学内には複数の寮があるが、これまで交換留学生は主に【KELI House（Keimyung English
Language Institute House）】に入寮することが多かった。使用言語は英語。全て二人部屋で、シャ
ワーやトイレなどは共
同利用。ルームメイトはランダムに選ばれる。他にもGeneral Hall, Intl' Hall for Male, Intl' Hall
for Femaleと３つの寮があり、Intl' Hallに関しては個別のBathroomが部屋に
ついている。※ベッドリネン等は各自用意が必要。休暇中も滞在する場合は、別途費用がかかる。

韓国第三の都市テグは、ソウルからKTXで最短1時間40分。キャンパスへは、さらに地下鉄を乗り継ぐ。
大学のキャンパス周辺は環境が良く、留学生を多く受け入れているため、キャンパス内に外国人が多い。
キャンパスが非常に綺麗で、食堂、売店、図書館、自主学習施設、PC室なども充実しており、留学生の
満足度が高い。交換留学生には一人ずつBuddyをつけてくれて、面倒見も良い。実際に各国から来てい
る留学生からは「現地学生がとても親切で、ウェルカムな雰囲気」という声が聞かれる。学内ではイベントも
豊富でフィールドトリップや運動会の開催も。

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。

Kookmin University
国民大学（KMU）
公立/私立

私立

所在地

ソウル特別市 城北区

WEBサイト

https://english.kookmin.ac.kr/

International Office

https://english.kookmin.ac.kr/

学生数

約18,000人

大 学事暦
学

春学期：3月初旬～6月下旬

国際センター
最終更新日
2021/4/23

秋学期：9月初旬～12月下旬

https://english.kookmin.ac.kr/academics/undergraduates/globals
学部・専攻

※学部の一部の科目は交換留学生に対して制限されている可能性がある。
Design/Architecture/Fine Arts applicantsの学部を希望する場合はポートフォリオの提出が必
要。

留学期間

通年：2021.3～2021.12（10ヶ月間） 半期：2021.3～2021.6（4ヶ月間）

留
学 履修情報

生活情報
（諸経費な
ど）

学
学内寮
生
生
活

学校について

1セメスターあたり12～15単位の専門科目（韓国語もしくは英語）を履修する。交換留学生向けの韓
国語コースもあり、レベルが分かれているため自分の習熟度に合わせてコースを選択することができる。英語
の専門科目を履修する場合は英語で専門科目を受けられる程度の英語力が必要（TOEFL/IELTSス
コアは不要）。語学堂で実施される韓国語クラス（Intensive Korean Language Program）は
履修不可。なお、夏期休暇期間中は有料だが、単位は修得できない韓国語と異文化体験クラスを受け
ることができる。

参考：https://english.kookmin.ac.kr/study/living
寮のWEBサイト：https://english.kookmin.ac.kr/study/living?tab=1
・On-Campus Dormitory（学内寮） KRW 705,600 /4Months
・Jeongneung Dormitory（学外寮） KRW 705,600 /4Months
・Gireum Dormitory（学外寮） KRW 685,100~987,700 /4Months
・Stay for You Dormitory（学外寮） KRW 2,200,000 /4Months
1946年に設立された国民大学は、国家建設の人材を養成するための教育機関として発足した人文社
会、社会科学、理工、芸術、体育系列の諸学部を擁する総合私立大学である。ソウルの総合大学の中
では5番目に規模が大きく、特にデザイン（造形美術）と自動車工学では韓国でトップクラスを誇る大学
である。北漢山のふもと、国立公園にも隣接する広大なキャンパスで、すべてデザイナーによって設計された
美しい建築物が特徴的である。

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。

Korea University
高麗大学（KU）
公立/私立

私立

所在地

ソウル特別市 城北区

WEBサイト

http://www.korea.ac.kr/mbshome/mbs/en/index.do

International Office

https://gsc.korea.ac.kr/usr/main/main.do

学生数

約30,000人（ソウルキャンパスのみ）

学事暦

春学期：3月初旬～6月下旬

国際センター
最終更新日
2021/4/23

秋学期：9月初旬～12月下旬

大
学
http://korea.edu/mbshome/mbs/en/subview.do?id=en_030101000000
学部・専攻

留学期間

留
学 履修情報

学
生
生
活

※交換留学生に開講されていない学部：Medicine, Nursing, Pharmacy, Law, Teacher
Education, Division of Information Security (Department of Cyber Defense) Art &
Design及びSejong Campusで開講されている学部 また、Business SchoolとMedia and
Communication及びInternational Studiesは希望者が大変多く、現地学生でも履修が難しい。

通年：2021.3～2021.12（10ヶ月間） 半期：2021.3～2021.6（4ヶ月間）
単位付与の韓国語クラス（週10時間程度：1日2時間/週４~５日、会話、Reading、Writingな
ど）を履修し、専門科目（韓国語もしくは英語）を並行して履修する。十分な韓国語能力があれば、
専門科目のみ履修することもできる。 なお、規定のTOEFL/IELTSスコアを満たしていれば、英語の専門
科目のみを履修することも可能。Business SchoolとMedia and Communication及び
International Studies の授業は非常に
人気があるため、交換留学生は希望しても履修できない場合がある。
Course List: http://sugang.korea.ac.kr

生活情報
（諸経費な
ど）

参考：https://gsc.korea.ac.kr/usr/service/student_life.do

学内寮

寮のWEBサイト：https://gsc.korea.ac.kr/usr/international/accommodation.do
・CJ International House（学内寮）
1人部屋、2人部屋の選択あり。
バスルームはユニット単位で共有。地下2階、地上5階建て。カフェテリア、ジム、洗濯室など完備。
・Anam Global House（学内寮）
2人部屋、3人部屋の選択あり。
バス・トイレは各階で共有。
近年は留学生が多く、申請をしても入寮できないことがある。その場合はoff-campusの住居を探すことに
なるが
Off-campusの学生向け住居も豊富で、比較的学校へのアクセスも良好。

学校について

高麗大学は1905年に設立され、1946年に総合大学として創設された。ソウルの東北に位置し、近くに
は世宗大王記念博物館がある。小高い丘の上にあり、新築された建物も多く、国際色豊かなキャンパスと
なっている。学内では英語を使う機会も多く、英語・韓国語両言語の力を伸ばしたい学生に最適な環境
で、世界的にも評価の高い大学の１つ。学風は「韓国の早稲田」と呼ばれることがある。学内ではKUBA
と呼ばれる留学生向けのBuddy AssistanceSystemがあり、世界中に友達ができると好評。サークル
活動も盛んなので、参加してみると「生きた韓国語を学べる」との声もある。

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。

Seoul National University
ソウル大学（SNU）
公立/私立

国立

所在地

ソウル特別市 冠岳区

WEBサイト

https://en.snu.ac.kr/index.html

International Office

http://oia.snu.ac.kr/page/exchange_program.php

学生数

約28,000人

大 学事暦
学

学部・専攻

留学期間

留
学 履修情報

生活情報
（諸経費な
ど）

学内寮
学
生
生
活

学校について

春学期：3月初旬～6月下旬

国際センター
最終更新日
2021/4/23

秋学期：9月初旬～12月下旬

https://en.snu.ac.kr/academics/programs/undergraduate
※交換留学生はLaw, Medicine, Dentistry, Vocal Music, MBAの授業は履修できない。
Business Administrationを専攻したい学生は、経済学・経営学を学んでいることが必要で、かつ交換
留学生の受入はかなり厳しく制限されている。Computer ScienceとEngineeringについては関連する
講義を少なくとも15単位取得している必要があり、こちらも受入は制限されている。また
Korean/History/Psychology/Statistics/Pharmacyを専攻したい学生は、TOPIK5級以上の証
明書を必ず提出する必要がある。
通年：2021.3～2021.12（10ヶ月間） 半期：2021.3～2021.6（4ヶ月間）
基本的には韓国語または英語で選択科目を履修するが、レベルの高い授業が進むため、
KLAT/TOPIK5級以上もしくはTOEFL iBT 88/IELTS 6.0以上の能力があることをソウル大学側が推
奨している。Korean History/
Psychology/Statistics/Pharmacyを専攻したい学生は、TOPIKもしくはKLPTの5級以上が必須。
なお、
BusinessAdministration,Computer Science及びEngineeringへの所属を希望する場合、条件
があり
かつ交換留学生の受け入れ人数を制限しているため注意が必要。（出願前に国際センターへ要相談）
韓国語のクラス（15週集中プログラムや1日4時間/週5日のプログラム）もあるが、交換留学生は受講
する場合有料。

参考：https://oia.snu.ac.kr/page/exchange_program2.php
寮WEBサイト：https://dorm.snu.ac.kr/eng/
大学内に多数の寮がある。入寮のための細かい条件があり、競争率が高い。棟によるが、6人が１つのユ
ニットに住み、さらにその中で２人部屋ずつに分かれている。６人に対し、留学生は1人～２人で割り当て
られる模様。寮内にキッチンはないが、食堂、コンビニがある。その他、浴場、洗濯室、娯楽室、ＴＶ部屋
などは共同利用。・寮費はソウル大寮規則に基づき決定される。・休み中も滞在する場合は、支払いが必
要。※入寮の選考から漏れた場合は、大学から紹介された不動産会社と学生が直接やり取りし、契約す
る必要がある。
韓国一レベルが高いとされている国立大学。1946年に当時あった9つの専門学校を統一し、初めての国
立大学として創設された。世界の多くの大学と学生交換協定を結んでおり、英語で教えられている授業も
多く、世界の名立たる大学との学術交流も盛んである。キャンパスがとにかく広大で、バスで移動することも
しばしば。チューター制度に登録すると、成績優秀なソウル大生が個人チューターとして週に2時間以上勉
強をみてくれる（チューター1人につき留学生2名。勉強の内容は韓国語・もしくは教養科目の範囲内であ
れば不問）
【出願に関する注意事項】 本学で候補者として選定されても、ソウル大学での選考で不合格となる可能
性があるのでそのことを考慮したうえで出願すること。

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。

Seoul Women's University
ソウル女子大学（SWU）
公立/私立

私立

所在地

ソウル特別市 蘆原区

WEBサイト

http://www.swu.ac.kr/index.do

International Office

http://www.swu.ac.kr/irengindex.do

大
学生数
学
学事暦

国際センター
最終更新日
2021/4/23

約7,000人
春学期：3月初旬～6月下旬

秋学期：9月初旬～12月下旬

https://www.swu.ac.kr/english/departko.html
学部・専攻

留学期間

留
学 履修情報

生活情報
（諸経費な
ど）

学
生 学内寮
生
活

学校について

※交換留学生には母国語・専攻・学年によって制限がある為、学部の一部の科目は履修できない可能
性がある。
通年：2021.3～2021.12（10ヶ月間） 半期：2021.3～2021.6（4ヶ月間）
基本的には留学生向けの韓国語のクラスを履修し、それ以外の時間で専門科目（韓国語もしくは、英
語での開講科目）を履修することが多い。単位付与の韓国語クラス(Intensive,NonIntensive)も用
意されている。英語開講科目は40～60程度ある。1学期、韓国語のクラスの単位を含め、18単位まで
履修可能。教職科目、必須教養科目の英語Ⅰ～Ⅲ、各自の母国語の科目（例：日本語）は留学
生は履修不可。
※webで閲覧できるシラバスは韓国語のみ。

参考：http://www.swu.ac.kr/ireng/inboundac.html
寮のWEBサイト：http://domi.swu.ac.kr（韓国語）
・International Residence Hall（女子学生専用）
2人部屋
寮のカフェテリアの食事プランあり。またはカフェテリアで使用できる食事チケットを事前に購入できる。食事チ
ケットは通常に支払うよりも割引があり返金も可能。シャワー、トイレ、洗面所、キッチンは共同利用。出願
時に申請する。セキュリティー面はしっかりしているが、規則（点呼、無断外泊禁止等）があり罰点を超え
ると退寮になる。開閉門時間あり。
1961年、キリスト教の精神に基づいて設立された大学。ソウル郊外の美しいキャンパスで、社会のリーダー
となる知性と徳性を兼ね備えた女性の育成をめざしている。国際交流にも力を入れており、日本にも協定
校が多数ある。留学生数が少ない為、授業の人数も少なく先生も親身に教えてくれる。

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。

Sogang University
西江大学（SU）
公立/私立

私立

所在地

ソウル特別市 麻浦区

WEBサイト

http://www.sogang.ac.kr

International Office

http://goabroad.sogang.ac.kr

学生数
大
学 学事暦

国際センター
最終更新日
2021/4/23

約15,000人
春学期：3月初旬～6月下旬

秋学期：9月初旬～12月下旬

https://wwwe.sogang.ac.kr/wwwe/undergraduateschool.html
学部・専攻

※交換留学生に開講されていない学部：Law School, Grad School of MOT
以下の学科は希望者が大変多く、履修が難しいと言われている（Business Administration,
Journalism, Media and Entertainment, Global Korean Studies, Art & Technolog）

留学期間

通年：2021.3～2021.12（10ヶ月間） 半期：2021.3～2021.6（4ヶ月間）

留
学 履修情報

生活情報
（諸経費な
ど）

学 学内寮
生
生
活

学校について

基本的には韓国語または英語で専門科目を履修する。KLAT/TOPIK4級以上必須。約20%の科目
が英語で開講されていて、英語で履修したい場合はTOEFL iBT79/IELTS6.5以上の能力があることを
推奨している。
Course List: http://sis109.sogang.ac.kr/sap/bc/webdynpro/sap/zcmw9016?saplanguage=EN#
交換留学生は単位付与の韓国語クラスも履修できる。（Intensive Korean Language Course
10週間、
1日4時間/週5日）韓国語/韓国学/東南アジア学のいずれかを専攻している学生のみ申請が可能。最
低でも1科目(3単位)は通常の科目を履修をする必要がある。有料だが本学の教授からの推薦状を提
出すれば奨学金を申請することができその奨学金で授業料全てをカバーすることができる。
その他にも夕方に行われる韓国語クラスもある(有料、奨学金なし)。

参考：https://wwwe.sogang.ac.kr/wwwe/campus_facilities_01.html

寮のWEBサイト：https://gonzaga.sogang.ac.kr/home/main.jsp
Gonzaga Hall（学内寮）
KRW１,543,000/Semester（別途料金で食事プランあり、KRW0～651,000）
KWR 2,329,000/Semester+Vacation（別途料金で食事プランあり、KRW0～990,000）
2人部屋、プライベートキッチンなし、ベッド・箪笥・椅子・シャワールーム・エアコン・Wifiあり
（ベッドリネン等は各自で用意が必要）
1960年に設立されたカトリック系大学。ソウル一の学生街として知られる新村にキャンパスがあり、延世大
学と梨花女子大学も近い。英語教育が有名であること、学生数が少ないこと、イエズス会が経営母体で
あることから「韓国の上智」と言われる。上智大学とは1980年代から学生交換をしていて、2010年からは
毎年スポーツ交流会も開催されている。歴史は比較的に短いが、アメリカ人神父による英語教育＆リベラ
ル・アーツ教育に力を入れ、韓国5大名門校として成長した大学。全般的にSKYに続く偏差値だが、経営
学、経済学、コミュニケーション学、英文学は特に難関。韓国語学堂は会話中心の授業が好評であり、
他大学と比べて欧米人留学生の割合が高い。

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。

Sungkyunkwan University
成均館大学（SKKU）

国際センター
最終更新日
2021/4/23

公立/私立

私立

所在地

ソウルキャンパス（人文･社会科学系）：ソウル特別市 鍾路区スウォンキャンパス（自然科学系）：京畿道 水原市 長安区

WEBサイト

http://www.skku.ac.kr/eng

International Office

https://www.skku.edu/eng/International/StudySKKU/Introduction.do

大 学生数
学
学事暦

約35,000人
春学期：3月初旬～6月下旬

秋学期：9月初旬～12月下旬

https://www.skku.edu/eng/edu/education.do
学部・専攻

留学期間

留
学 履修情報

生活情報
（諸経費な
ど）

※交換留学生に開講されていない学部：Medicine, Pharmacy, Global Leader, Law, Art(Art
は英語での開講科目が非常に少ないため、制限されている）
通年：2021.3～2021.12（10ヶ月間） 半期：2021.3～2021.6（4ヶ月間）
基本的に留学生向けの英語開講科目もしくは韓国語開講科目を履修し、並行して韓国語の語学クラス
を履修することが可能。韓国語クラスはRegular Korean/Intensive Korean/Basic Koreanに分か
れており、
Regular Koreanを履修するには本学で韓国語・もしくはアジア系の文化・言語を専攻としている必要が
あり、
かつ他の専門科目を並行して履修することはできない。そのため、本学からの留学生は基本的に
Intensive
KoreanかBasic Koreanを選択する。なお、交換留学生にオープンになっている授業はほとんどが英語
開講
科目のため注意が必要。韓国語開講科目は数が限られていたり、そもそも留学生を対象にしていない場
合も多いので到着後に個別で教授に許可を得る必要がある。

参考：https://www.skku.ac.kr/eng/CampusLife/convenience/DiningHallsMenu.do

寮のWEBサイト：https://www.skku.ac.kr/eng/CampusLife/support/dormitory02.do

学 学内寮
生
生
活

学校について

・ソウルキャンパス
学内には寮がなく、学外に寮がある。食事はないため基本的にちょっとした自炊（インスタント系）や外食
となるが、大学の近くに安くたくさん食べられる市場や学食も安いためそこまで食費がかかることはない。
・スウォンキャンパス
５つの学内寮があり、多くが2人部屋となっている。各寮の部屋設備や公共設備はwebで確認することが
できる。
申請すると寮、部屋共にコンピュータでランダムに選ばれる。部屋が足りなくて入寮できない可能性もある。
2008年度からの協定校。学校の設立は1398年と大変歴史があり、1946年に大学となった。韓国で最
古の大学と言われる。ソウルキャンパスには文系と芸術・体育系の学部が、水原（スウォン）キャンパスに
は理系の学部がそれぞれ置かれている。39カ国、188の大学と学生交換協定を結んでおり、国際交流に
力を入れている。そのため、学内で英語を使用する頻度はとても高い。韓国内ではもちろん、世界的にも
評価が高い大学の１つ。大学の最寄り駅周辺はたくさんのお店が立ち並び、余暇も充実するだろう。

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。

Yonsei University
延世大学（YU）
公立/私立

私立

所在地

メインキャンパス ：ソウル特別市 西大門

WEBサイト

http://www.yonsei.ac.kr/en_sc/

International Office

https://oia.yonsei.ac.kr/

学生数
大
学 学事暦

国際センター
最終更新日
2021/4/23

約29,000人（ソウルキャンパスのみ）
春学期：3月初旬～6月下旬

秋学期：9月初旬～12月下旬

https://www.yonsei.ac.kr/en_sc/admission/dep.jsp
学部・専攻

留学期間

留
学 履修情報

生活情報
（諸経費な
ど）

※交換留学生に開講されていない学部：Medicine, Dentistry, Nursing, Pharmacy, Music,
Law, MBA及びCourses offered in Sondgo International Campus
※Business に関しては、Business専攻学生に限り4コースまで履修可

通年：2021.3～2021.12（10ヶ月間） 半期：2021.3～2021.6（4ヶ月間）
交換留学生の多くは語学堂（交換留学生は午後クラス4pm-6pmのみ履修可能）の韓国語講義と
並行し、空き時間で留学生に開講されている専門科目を履修している。ただし、授業を理解できる十分
な韓国語力や英語力がある場合は、専門科目を中心に予定を組み、語学堂を履修しないことも可能。
韓国語の専門科目を履修する場合は授業初日に担当教授に許可を得る必要がある場合も。
また、語学堂中心の履修であっても韓国語/英語どちらかの語学能力試験結果（TOPIK等）が必須な
ので注意。
参考：https://oia.yonsei.ac.kr/campus/quicklinks.asp
寮のWEBサイト： https://oia.yonsei.ac.kr/campus/preHousing.asp
・SK Global House
1人部屋、 2人部屋の選択。
ラウンジ、ランドリールーム、音楽室、ジム、共用キッチン。トイレは各部屋についている。

学内寮
・International House
2人部屋
ラウンジ、ランドリールーム、共用キッチン。トイレはフロアで共有。
※夏休み期間中は退寮するか、滞在延長申請が必要、別途費用がかかる。

学
生
生
活

学校について

1885年設立の名門校。ソウル一の学生街として知られる新村にキャンパスがある。韓国最大規模の韓
国語学堂を開設しており、日本人や在日韓国人留学生も多く在籍している。学風は「韓国の慶應大学」
と言われる。国際交流に力を入れていて、Global Loungeを設けたりBuddy Programを実施してい
る。Yonsei globalと呼ばれる国際交流サークルが様々なイベントを開催してくれることも。寮に住むと英
語しか聞こえない、という声もあるほど、学校生活では英語を使う機会がかなり多いため、英語・韓国語両
言語を学びたい学生には最適。道を隔ててすぐ隣には梨花女子大学があり、周辺は学生が多く集う環境
となっている。

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。

