
HUFS!
Hankuk University of Foreign Studies

世界最高の言語教育大学

•外国 語教育研究の パイオニア
•世界４５の言語教育
•韓国の代表的ポータルサイト（NAVER, Daum）に多言語辞書コンテンツを提供
•韓国内最高水準の韓国語・韓国学教育機関

専攻系列

- 学部：韓国語教育科，外国語としての韓国語教育　連係専攻 

- 一般大学院：国語国文学科（外国語としての韓国語教育　専攻）

- 教育大学院：外国語としての韓国語教育　専攻

- 国際地域大学院：韓国学　専攻

CKLC, HUFS!
Center for Korean Language & Culture, HUFS

グローバルな韓国語教育の中心機関

•世界約１００ヵ国の学生が通う、多国籍クラス 
•多言語に対応できる専門講師陣
•学習者に合わせたレベル別教育

• 韓国語文化教育院が独自に開発したレベル別教材使用
•コミュニケーション能力向上を中心に据えた韓国語教育

•多様な韓国文化体験プログラム

受講生特典

- オンライン講義　無料(１～３級)

-  韓国語能力試験〔TOPIK〕対策講座　無料

- 韓国生活に慣れるための支援と心理相談

- 多様な奨学金制度 

Come to HUFS, Meet the World!

Hankuk University of 
Foreign Studies

ソウル市  東大門区  里門路 １０７　外国語研修評価院 １０１号

Tel. 82-2-2173-2260   Fax. 82-2-2173-2257

www.korean.ac.kr

韓国語文化教育院 
教室・事務室 H
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キャンパスマップ

空港からのアクセス
•空港直行バス：
  仁川国際空港バス乗り場(4A,5B,6A,6B) にて清涼里(チョンニャンニ、청량리) 行　6002番に乗車　→
  清涼里(チョンニャンニ、청량리）から韓国外国語大学まではタクシーを利用

•地下鉄：
  仁川国際空港で空港鉄道に乗車　→   ソウル駅にて下車、地下鉄1号線に乗り換え　→
  外大前(ウェデアプ외대앞）駅で下車

仁川 国際空港 

大学路
（恵化）景福宮

鍾路(鐘閣) 東大門

明洞

COEX

汝矣島

清渓川
南大門
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韓国語 正規課程
• 概要： コミュニケーション能力向上を中心とした総合的な韓国語教育
• 入学資格： 高校卒業以上
• 授業構成：「読む・書く・聞く・話す 」のバランスのとれた授業
• 日程：１年に４学期実施（春学期、夏学期、秋学期、冬学期）
• 授業時間：１学期１０週 ２００時間（１日４時間/週５日）
• レベル別授業： レベルテスト（筆記試験及び１対１のインタビュー試験）を通じて、
                                    それぞれの韓国語能力に応じたクラスに分けられます（１級～６級）
• ６級を卒業する際には、韓国外国語大学校　総長名での修了証が授与されます

通訳・翻訳のための韓国語課程
• 概要：通訳・翻訳の基礎理論を学ぶほか、言語別（日本語・英語・中国語）
                   クラスでの通訳・翻訳実習を通じ、専門家を養成する韓国語高級レベル課程
• 入学資格：上級レベルの韓国語を使いこなせる者（語学堂５級修了もしくは韓国語能力試験
                        〔TOPIK〕６級取得者）
• 授業構成：翻訳課程（春・夏学期）、通訳課程（秋・冬学期）
• 日程：１年 ２学期制（翻訳－春・夏学期、通訳－秋・冬学期）
• 授業時間：１学期２０週 ４００時間（１日４時間/週５日）
• １学期（２０週）修了時には、韓国外国語大学校　総長名での修了証が授与されます

韓国語 短期課程
• 概要：文化体験と短期集中型の韓国語教育
• 入学資格： 高校卒業以上
• 授業構成：「読む・書く・聞く・話す 」のバランスのとれた授業
• 日程：１年に２学期実施（春学期 3月，夏学期 ８月）
• 授業時間：１学期 ４週 ８０時間（１日４時間/週５日）
• レベル別授業： レベルテスト（筆記試験及び１対１のインタビュー試験）を通じて、
                                    それぞれの韓国語能力に応じたクラスに分けられます（１～６級）
• 文化体験： 週１回　様々な韓国文化体験プログラムを実施　
                        （茶道体験、韓服試着、韓国料理教室、陶芸体験等）

Hコースの
紹介 F入学案内U
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S韓国語
教員 養成課程 (KFL)

•基礎的な会話、聞き取り、読解、作文
•身近な話題や表現中心の授業
 （自己紹介や趣味、天気）

•学生生活に必要な表現学習
•ロールプレイングによる日常会話能力向上

• 政治、経済、社会、文化に関連した
    高度な表現学習
• ことわざ・慣用句を使って流暢に話せるよう

になる

• 専門的な文書作成・公的な場での会話訓練
• 専門分野で活躍するための課題及び
    卒業制作作成

通訳・翻訳のための韓国語課程
• 通訳・翻訳　基礎理論学習
• 言語別（英語・中国語・日本語）通訳・翻

訳実習

1級

2級

5級

6級

韓国語教育  体系図  ▶

国内大学
入学 可能

-
 TOPIK

(韓国語能力試験) 
4級 

•多彩な表現学習
• 発表、インタビューなどを通じ意見伝達能

力向上

•細かな表現、語感の違い学習
•討論、新聞記事、メディアを活用した授業

3級

4級

Beginner

Intermediate

Advanced

Expert

韓国語 特別課程
• 韓国内外の企業、または公共機関の要請に合わせた韓国語教育委託課程を実施しています
• 実績

政府機関
及び

民間企業
 法務部 韓国国際

協力 (KOICA)
世宗学堂財団 国立国際教育院 サムスン ソウル特別市 大韓民国市道知

事協議会

教育
機関

天理大学
駿台観光＆

外語ビジネス
専門学校 

ソンクラー大学 法政大学 新潟県立大学
POLY

TECHNIC 
UNIVERSITY

UAEU

北京 第二外国語
大学

韓国芸術総合
学校

Kapiolani 
Community 

College
警察大学校 シンガポール NP 

大学
コリア外国
人学校財団

Ⅰ .  韓国語 正規課程、通訳・翻訳のための
    韓国語課程(１０週)
入学手続き

提出書類

韓国
法務部長官

が告示した国
(下記参照)

入学申請書
パスポートのコピー
身分証明書のコピー
最終学校の卒業証明書，成績証明書
銀行残高証明書
家族関係証明書
空白期間証明書類

その他の国
(北米、EU、

日本、香港、
台湾など)

※ 韓国法務部長官が告示した国（21か国）

中国、フィリピン、インドネシア、バングラデシュ、ベトナム、モンゴル、タイ、パキスタン、スリランカ、インド、ミャンマー、

ネパール、イラン、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ウクライナ、ナイジェリア、ガーナ、エジプト、ペルー

• 最終学校の卒業証明書、成績証明書については以下の①、②のうち一つを選択のこと
1) 中国
    ① 中国教育部 最終学力認証書 原本、卒業及び成績証明書のコピー 
    ② 韓国領事館　認証書類　原本（最終学校の卒業・成績証明書）
2) 中国以外の国
    ① アポスティーユ 締結国：アポスティーユ取得書類 原本
    ② 該当国の韓国領事館　認証書類　原本
• 銀行残高証明書
     9,000米ドル以上 (ただし、６ヶ月以上預金状態にあること)/ 発行日から一ヶ月以内の書類
     を提出 (中国：70,000人民元 (RMB) 以上）
• 空白期間証明書類：最終学校卒業日から2年以上経過している場合は、その期間に関連す

    る証明書類を提出のこと

入学に関するお問い合わせ
• 電話： ０２）２１７３－２２６０    Eメール： cklace@hufs.ac.kr

Ⅱ. 韓国語 短期課程(４週）

提出書類
（各国共通）

入学申請書
パスポートのコピー
最終学校の卒業証明書，成績証明書
(韓国語もしくは英語に訳されたもの）

入学に関するお問い合わせ 
• 電話： ０２）２１７３－２２７９
• Eメール： cklace@hufs.ac.kr

課程概要
• 韓国語と韓国文化について、専門的かつ体系的な理解と知識を備えた韓国語教員を養成す
     るための教育課程
• 修了後、韓国語教育能力検定試験を経て、韓国語教員資格３級の取得が可能
• 各言語（日本語、英語、中国語）に合わせた授業（誤用分析、発音教育論)
• １年 ４学期制（春，夏，秋，冬）/１学期 １２０時間以上

• 韓国外国語大学校　総長名での修了証　授与
• 韓国語教育能力検定試験対策　特別講義　無料
• 成績優秀者は韓国語文化教育院　講師採用時に加算点付与 

入学志願者資格
高校卒業以上の学力を有する者（外国人の場合、韓国語能力試験〔TOPIK〕６級取得者）

教育内容

科目 履修時間(必須)

韓国語学 30時間以上

一般言語学　及び　応用言語学 12時間以上

外国語としての韓国語教育論 36時間以上

韓国文化 12時間以上

韓国語教育　実習 20時間以上

合計 120時間以上

提出書類
• 入学願書
• 自己紹介書
• 最終学校卒業証明書　もしくは　在学証明書（原本）
• 外国語能力　証明書類（該当者）

入学に関するお問い合わせ
• 電話： ０２）２１７３－２６１０    Eメール： cklace@hufs.ac.kr

授業時間や提出書類に関する詳しい内容
www.korean.ac.kr  を参照してください

書類提出 入学許可書発行結果通知 ビザ取得学費納入 入国

初級

中級

上級

エキスパート

入学申請書
パスポートのコピー
最終学校の卒業証明書，成績証明書
銀行残高証明書
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