
研修期間

日間
研修期間

研修旅行代金

募集要項

【申込みに必要な書類】　（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）

申込前に確認を！
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韓国ソウルの名門大学で学ぶ朝鮮語と
韓国文化体験！

韓国　ソウル

9月3日（日）～9月20日（水）
157,000

●最少催行人数：6名／最大募集人数：8名
●対象語学レベル：�朝鮮語力初級～上級
●宿泊先：学生寮（相部屋利用予定）
●食事：なし
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：�全日空、アシアナ航空、日本航空、大韓航空
●査証：�日本国籍の場合、不要。外国籍の場合は各自にて確認し取得して

いただきます。
※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※�最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

＜全プログラム共通＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付）
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー

＜プログラム別＞
・慶煕大学校指定入学願書
・慶煕大学校指定修学計画書
・�証明写真4枚（4×3ｃｍ）�内一枚は入学
願書に貼付
・和文在学証明書

研修費用・宿泊費／日程表の文化授業・現地学習／日程表に記載したエコノミークラス利用海外往復航
空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／早大プログラム開発運営費／企画料金（P.38
記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は20,700円と定め、研修旅行代金に充当します。

上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／教材費／通学費／課外活
動費／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,570円）・外国諸税（2,780円）・燃油サー
チャージ、旅客保安サービス料（800円）
※�羽田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

・上記のフライトスケジュールは全日空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

都市 隣国韓国の首都ソウル。朝鮮半島の中央に位置し、人口が
1000万人を超える世界有数の大都市で、韓国の政治、経済、

ビジネス、文化の中枢です。古い歴史を持つ史跡、活気のある市場や問屋街から
最新のファッションやエンターテイメントまで、古い伝統と新しい文化の融合が魅
力的な都市です。

留学先 慶煕大学校は1949年に創設され、韓国の大学の国際化をリー
ドし続けている名門私学のひとつです。朝鮮語プログラムを実

施する国際教育院は韓国政府など主要機関の朝鮮語・韓国文化研修の委託を受
け実施している優秀な専門機関として評価されており、毎年世界50余か国・1,200
名以上の学生が朝鮮語と韓国文化を学んでいます。

プログラム

国際教育院で朝鮮語を学ぶと共に、韓国文化研修を通して短期間でより深く韓国
を理解できるように構成されたプログラムです。朝鮮語授業と文化授業、現地学習
の3つからなり、朝鮮語授業では午前中にスピーキング、リスニング、文法を学びま
す。作文、読解は希望者が文化授業に代わり受講することができます。文化授業
では、韓国の歌や映画、伝統的な習慣を学ぶことができます。現地学習では例年
日帰りの課外活動があり、陶磁器作り、民俗村見学、ソウル市内ツアー等が行われ
ています。勉強のみならず韓国生活・文化についても理解を深めることができるプ
ログラムです。また現地学生が韓国での生活や朝鮮語学習のサポートをするトウミ
（チューター）制度が設けられており、一対一での会話練習などを通して現地学生と
の交流をすることもできます。

●参加者の主な国籍：日本、台湾、中国、アメリカ等
●平均的な参加者数：100名以上　●1クラスあたりの人数：9～ 15名

●早大生は実際の現地プログラム終了日よりも早く終了し帰国します。そのため、通常のプログラムの一部を消化できないことを理解のうえ申込みを
してください。●早大職員が参加する場合があります。●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載してい
ます。

★�韓国名門私立大学の定評ある朝鮮語学習プログラ
ムです

★�文化授業・現地学習を通じて韓国生活・文化に触
れられます

★�トウミ（チューター）制度等サポート体制が充実し
ています

☆研修旅行代金に含まれるもの

☆研修旅行代金に含まれないもの

日程表　
日 都市 予定

1
羽田

ソウル

【08：00～ 09：00】 羽田発、ソウルへ

【11：00～ 12：00】ソウル到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動� 〈学生寮泊〉

2
▽

17

ソウル プログラム参加
スケジュール
��9：00～���9：50
10：00～ 10：50
11：00～ 12：00
12：10～ 13：00
14：00～ 16：00

朝鮮語授業
朝鮮語授業
朝鮮語授業
朝鮮語授業
文化授業

※�スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※2～ 17日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。
� 〈学生寮泊〉

18

ソウル

羽田

午前中授業を受けた後、送迎車にて空港へ移動、各自
にてチェックイン
【20：00～ 21：00】 ソウル発、羽田へ

【22：00～ 23：00】羽田到着
到着後、解散

慶煕大学校 朝鮮語・文化研修
コース No.26

18

円



00009M6314
テキストボックス
※現地のスケジュール、内容は受け入れ側または天候等の都合により一部変更となる場合があります。



1. 성 / Family Name(eng) :    이름 / Given Name(eng) :    
 

2. 한국명 / Korean Name (if any) :     
 

3. 성별 / Sex :   
 

4. 생년월일 / Date of Birth : (         )년 / Year (          )월 / Month (           )일 / Day  
 

5. 국적 / Country of Origin :     
 

6.주소 / Address 

(본국내 주소와 한국내 주소를 각각 기재한 후 입학 통보를 희망하는 곳에 표시하십시오.)  

(Please write both addresses and mark where you wish to receive the notification of admission) 

본국내 주소 한국내 주소 

     Permanet Address (in your country)      Present Address (in Korea)  

       

 

 

        

     Phone.       Fax..       Phone.       Fax.  

     e-mail.      
  

7. 비자의 종류 / Type of Visa :     
 

8. 여권번호 / Passport No :     
 

9. 직업 / Occupation :     
 



10. 학력 / Academic Backgroud  

  학교명 / University & School 재학기간 / Dates (from-to) 전공 / Major 학위 / Degree 

              

              

              
 

11. 한국어 연수경험 / previous Study of Korean Language 

  기관 / Institute 장소 / Location 등급 / Course Level 기간 / Date 

              
 

12. 한국어 구사능력을 표시하십시오. / Fluency in Korean(Mark one) 

  불가 / None 초급Ⅰ / BeginnerⅠ  초급Ⅱ / BeginnerⅡ 

  중급Ⅰ / IntermediateⅠ 중급Ⅱ / IntermediateⅡ   

  고급Ⅰ / AdvancedⅠ  고급Ⅱ / AdvancedⅡ  한국학 / Korean Studies 

 

13. 한국어과정 연수 예정기간 / How long do you intend to study Korean at Kyung Hee University? 

  From. (      )년/Year (    ) 월/Month (    )일/Day to. (      )년/Year (       )월/Month (      )일/Day 
 

14. 입학허가서 발급 신청 여부 / Do you wish to recive a letter of admission to obtain the visa? 

  예 / Yes 아니요 / No 
 

15. 숙소 / Housing 

  기숙사 / Dormitory 하숙 / Boarding House 

  자취 / Lodging Without meals 기타 / Other(                      )  
 

16. 신원보증인(한국인) / Sponsor(Korean citizen) 

  성명 / Name in full  전화번호 / Phone  

  주소 / Address  

  신원보증인과의 관계 / Relation to the applicant  
 

 

 



修 学 計 画 書

名前

◈ 次の各項目に記入してください。（日本語または韓国語にて）

① 韓国語の勉強を始めたきっかけについて

② 韓国語課程在学中の計画、また、韓国にいる間にしてみたいことについて

③ 韓国語課程修了後の計画について

慶熙大学校 国際教育院 韓国語教育部
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