
K-POP

2018

 

プログラム期間：

プログラム費⽤：授業料

語学だけじゃない！多様な切り⼝で韓国を知る

韓国の名門大学が提供する

間の夏季コース

仁荷大学は

する東洋大学の協定校

2004

学生が集まる人気のプログラムです。

【注意事項】

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をと

ます）。

料・⾷費・通信費等が別途かかります

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

加による授業欠席は公欠扱いにはなりません）。

POP からテクノロジーまで多彩な韓国文化・韓国語コースから選択可能

2018

プログラム期間：2018

プログラム費⽤：授業料

※3/30

語学だけじゃない！多様な切り⼝で韓国を知る

韓国の名門大学が提供する

間の夏季コース 

大学は、ソウル近郊のインチョン市に位置

東洋大学の協定校

2004年から実施されており、世界中から多くの

学生が集まる人気のプログラムです。

【注意事項】東洋大学の協定校

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をと

ます）。日本円での価格は

料・⾷費・通信費等が別途かかります

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

加による授業欠席は公欠扱いにはなりません）。

からテクノロジーまで多彩な韓国文化・韓国語コースから選択可能

2018 年度

2018年 7 月 23 日（月

プログラム費⽤：授業料 800US ドル

3/30（⾦）までの仁荷⼤学への申込・⽀払で早割適⽤⇒授業料

語学だけじゃない！多様な切り⼝で韓国を知る

 
韓国の名門大学が提供する

 

、ソウル近郊のインチョン市に位置

東洋大学の協定校。本サマースクールは

年から実施されており、世界中から多くの

学生が集まる人気のプログラムです。 

東洋大学の協定校等が実施するプログラムで

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をと

日本円での価格は 2018 年

料・⾷費・通信費等が別途かかります

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

加による授業欠席は公欠扱いにはなりません）。

からテクノロジーまで多彩な韓国文化・韓国語コースから選択可能

年度夏季

日（月）〜2018

ドル （約 8.5 万円）

までの仁荷⼤学への申込・⽀払で早割適⽤⇒授業料

語学だけじゃない！多様な切り⼝で韓国を知る

 

 

韓国の名門大学が提供する 3 週

、ソウル近郊のインチョン市に位置

。本サマースクールは

年から実施されており、世界中から多くの

 

 

が実施するプログラムで

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をと

年 1 月時点のレートに基づく参考価格です。支払時の為替により変動の可能性が

料・⾷費・通信費等が別途かかります。記載されているプログラム内容は

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

加による授業欠席は公欠扱いにはなりません）。 

申込期間

【問合せ先】東洋大学国際教育センター

〔開室時間〕⽉〜⾦

〔電話〕

からテクノロジーまで多彩な韓国文化・韓国語コースから選択可能

夏季仁荷

2018 

2018年 8 月 10

万円）宿泊費 

までの仁荷⼤学への申込・⽀払で早割適⽤⇒授業料

語学だけじゃない！多様な切り⼝で韓国を知る

レベル別語学コース＆

文化コースから選択可能

初級・中級・上級のレベル別語学科目に加え、

K-POP、韓ドラ・映画、韓国経済・社会・テクノ

ロジーなどをテーマとする

択可能。⾃分の関⼼にあうテーマを切り⼝に韓

国の社会・⽂化を理解していきます。

が実施するプログラムであり、東洋大学のプログラムではありません

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をと

月時点のレートに基づく参考価格です。支払時の為替により変動の可能性が

記載されているプログラム内容は

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

間 2018 年 3

東洋大学国際教育センター

〔開室時間〕⽉〜⾦ 9：

〔電話〕  03-3945-

からテクノロジーまで多彩な韓国文化・韓国語コースから選択可能

仁荷大学短期

2018 Inha

10⽇（⾦）※7/22

 700US ドル(約

までの仁荷⼤学への申込・⽀払で早割適⽤⇒授業料

語学だけじゃない！多様な切り⼝で韓国を知る

レベル別語学コース＆多様な韓国

文化コースから選択可能

初級・中級・上級のレベル別語学科目に加え、

、韓ドラ・映画、韓国経済・社会・テクノ

ロジーなどをテーマとするユニークなコースから

。⾃分の関⼼にあうテーマを切り⼝に韓

国の社会・⽂化を理解していきます。

あり、東洋大学のプログラムではありません

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をと

月時点のレートに基づく参考価格です。支払時の為替により変動の可能性が

記載されているプログラム内容は主催機関・研修先

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

3 月 26 ⽇（⽉）〜

東洋大学国際教育センター（白山キャンパス

：30〜18：00

-8666 〔Email

からテクノロジーまで多彩な韓国文化・韓国語コースから選択可能

大学短期

Inha University 

7/22（日）現地到着必須

約 7.5 万円) 

までの仁荷⼤学への申込・⽀払で早割適⽤⇒授業料 750US ドル

語学だけじゃない！多様な切り⼝で韓国を知る 3

多様な韓国

文化コースから選択可能 

初級・中級・上級のレベル別語学科目に加え、

、韓ドラ・映画、韓国経済・社会・テクノ

ユニークなコースから選

。⾃分の関⼼にあうテーマを切り⼝に韓

国の社会・⽂化を理解していきます。 

あり、東洋大学のプログラムではありません

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をと

月時点のレートに基づく参考価格です。支払時の為替により変動の可能性が

主催機関・研修先⼤学の都合により変更の

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

⽇（⽉）〜2018 年

（白山キャンパス

00、土 9：30〜

Email〕 mltanki@toyo.jp

からテクノロジーまで多彩な韓国文化・韓国語コースから選択可能

大学短期韓国

University 

）現地到着必須 

 

ドル（約 8 万円）

3 週間 

 

多様な韓国

初級・中級・上級のレベル別語学科目に加え、

、韓ドラ・映画、韓国経済・社会・テクノ

選

。⾃分の関⼼にあうテーマを切り⼝に韓

 豊富な

国の大学生・仁荷大

文化機関や企業訪問、フィールド

アクティビティ

者との交流だけでなく、韓国⼈学⽣との交流の

機会もあります。

あり、東洋大学のプログラムではありません。主催機関への申込、参加費の海外送⾦・航空券

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をとって進める必要があります（その際、英語を使用し

月時点のレートに基づく参考価格です。支払時の為替により変動の可能性が

⼤学の都合により変更の

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

年 4 月 20 ⽇（⾦）

（白山キャンパス 8 号館 1 階）

〜13：00 

mltanki@toyo.jp 

からテクノロジーまで多彩な韓国文化・韓国語コースから選択可能 

韓国語学

University Summer 

万円）  

海外促進奨学⾦

「 チャ

対 

豊富なフィールドスタディ

国の大学生・仁荷大

文化機関や企業訪問、フィールド

アクティビティを予定。また、世界中からの参加

者との交流だけでなく、韓国⼈学⽣との交流の

機会もあります。 

。主催機関への申込、参加費の海外送⾦・航空券

って進める必要があります（その際、英語を使用し

月時点のレートに基づく参考価格です。支払時の為替により変動の可能性があります。渡航費・海外旅⾏保険

⼤学の都合により変更の可能性があります。

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

⽇（⾦） 

階） 

語学留学

Summer School

海外促進奨学⾦

チャレンジ型

  象 ！！

フィールドスタディ＆世界

国の大学生・仁荷大学⽣との交流

文化機関や企業訪問、フィールドトリップ、

また、世界中からの参加

者との交流だけでなく、韓国⼈学⽣との交流の

。主催機関への申込、参加費の海外送⾦・航空券

って進める必要があります（その際、英語を使用し

あります。渡航費・海外旅⾏保険

可能性があります。授業期間中に⾏

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

申込みはこちら！

留学 

School

海外促進奨学⾦

レンジ型 」 

！！ 

＆世界各

学⽣との交流 

トリップ、文化

また、世界中からの参加

者との交流だけでなく、韓国⼈学⽣との交流の

。主催機関への申込、参加費の海外送⾦・航空券

って進める必要があります（その際、英語を使用し

あります。渡航費・海外旅⾏保険

授業期間中に⾏

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

申込みはこちら！ 



1 日のスケジュール

1 日のスケジュール

【⽉曜〜⽊曜】

AM（

昼休み（

PM（13

 

【⾦曜】

フィールドトリップ（終日）

 

【土・日】

⾃由⾏動

コースの特徴

①韓国語のスキルは不問！

韓国

化に興味のある方は参加を歓迎します。

②英語も使います！

授業は英語で⾏われます。参加申込・⼿続

では英語を使用するため、英語のトレーニン

グにもなります。

 

宿泊先
仁荷大学の

・4 人部屋を他の参加者とシェア。

・その他宿泊先詳細⇒

募集内容・申込⽅法・奨学⾦について
募集人数・対象

1）⼈数：若⼲名

2）対象：

● 東洋大学在籍の学部生、大学院生であり

韓国文化や

● プログラム全日程に確実に参加できる方

● 今後の東洋大学国際教育センターの各種

広報活動へ協⼒できる⽅

奨学⾦

●東洋⼤学海外留学促進奨学⾦｢チャレンジ

型｣（

プログラムです。

●対象言語スコア：韓国

 

日のスケジュール

日のスケジュール

【⽉曜〜⽊曜】 

9：00-12：00

昼休み（12：00-13

13：00-16：

【⾦曜】 

フィールドトリップ（終日）

【土・日】 

⾃由⾏動 

コースの特徴 

国語のスキルは不問！

韓国語初心者であっても、韓国語や韓国文

化に興味のある方は参加を歓迎します。

②英語も使います！ 

授業は英語で⾏われます。参加申込・⼿続

では英語を使用するため、英語のトレーニン

グにもなります。 

宿泊先について
仁荷大学の寮利⽤

人部屋を他の参加者とシェア。

その他宿泊先詳細⇒

募集内容・申込⽅法・奨学⾦について
募集人数・対象

）⼈数：若⼲名（先着順）

）対象： 

東洋大学在籍の学部生、大学院生であり

文化や韓国語の学習に興味がある方

プログラム全日程に確実に参加できる方

今後の東洋大学国際教育センターの各種

広報活動へ協⼒できる⽅

奨学⾦ 

東洋⼤学海外留学促進奨学⾦｢チャレンジ

70,000〜300,000

プログラムです。※別途申し込みが必要です

●対象言語スコア：韓国

【奨学⾦詳細

日のスケジュール

日のスケジュール 

00）授業 

13：00） 

：00）授業 

フィールドトリップ（終日） 

国語のスキルは不問！ 

語初心者であっても、韓国語や韓国文

化に興味のある方は参加を歓迎します。

 

授業は英語で⾏われます。参加申込・⼿続

では英語を使用するため、英語のトレーニン

について 
利⽤（チェックイン

人部屋を他の参加者とシェア。※キッチン・バストイレ共同

その他宿泊先詳細⇒https://summer.inha.ac.kr/studentlife/stu_life.aspx

募集内容・申込⽅法・奨学⾦について
募集人数・対象 

（先着順） 

東洋大学在籍の学部生、大学院生であり

語の学習に興味がある方

プログラム全日程に確実に参加できる方

今後の東洋大学国際教育センターの各種

広報活動へ協⼒できる⽅ 

東洋⼤学海外留学促進奨学⾦｢チャレンジ

300,000 円給付）の対象

※別途申し込みが必要です

●対象言語スコア：韓国語 

【奨学⾦詳細 QR

日のスケジュール・研修内容
 

語初心者であっても、韓国語や韓国文

化に興味のある方は参加を歓迎します。 

授業は英語で⾏われます。参加申込・⼿続

では英語を使用するため、英語のトレーニン

 

（チェックイン 7/22

※キッチン・バストイレ共同

https://summer.inha.ac.kr/studentlife/stu_life.aspx

募集内容・申込⽅法・奨学⾦について

東洋大学在籍の学部生、大学院生であり

語の学習に興味がある方 

プログラム全日程に確実に参加できる方 

今後の東洋大学国際教育センターの各種

 

東洋⼤学海外留学促進奨学⾦｢チャレンジ

円給付）の対象

※別途申し込みが必要です 

QR コード】

 

・研修内容 

必修科目：

Korean Culture Workshop

選択科目：下記より

韓国語学コース

� Basic Korean  
� Intermediate Korean  
� Advanced Korean

韓国文化・社会コース

� Korea and East Asian 
International Relations  

� Introduction to Korea and Its 
Culture  

7/22、チェックアウト

※キッチン・バストイレ共同。寮内のジム設備使⽤可。⼤学徒歩圏内。

https://summer.inha.ac.kr/studentlife/stu_life.aspx

募集内容・申込⽅法・奨学⾦について
申込方法・

2018 年 3

2018 年 4

下記①と②の両方の手続が必要です

①東洋大学国際教育センターへの登録（オン

ライン）          

②研修先大学への

研修先大学側の受入可能人数枠に達した場

合は、申し込みをしても参加不可となることがあ

ります。 

必修科目：1 科目 

Korean Culture Workshop

選択科目：下記より 2

韓国語学コース 

Basic Korean   
Intermediate Korean  
Advanced Korean  

韓国文化・社会コース 

Korea and East Asian 
International Relations  
Introduction to Korea and Its 
Culture   

、チェックアウト 8/11）

。寮内のジム設備使⽤可。⼤学徒歩圏内。

https://summer.inha.ac.kr/studentlife/stu_life.aspx

募集内容・申込⽅法・奨学⾦について 

法・期間 

3 月 26 日（月

4 月 20 日（

下記①と②の両方の手続が必要です

①東洋大学国際教育センターへの登録（オン

           

研修先大学への参加申込（オンライン）

大学側の受入可能人数枠に達した場

合は、申し込みをしても参加不可となることがあ

【オンライン登録

Korean Culture Workshop 

2 科目選択

  
Intermediate Korean   

   

Korea and East Asian 
International Relations   
Introduction to Korea and Its 

 

） 

。寮内のジム設備使⽤可。⼤学徒歩圏内。

https://summer.inha.ac.kr/studentlife/stu_life.aspx 

日（月）〜

（⾦） 

下記①と②の両方の手続が必要です。 

①東洋大学国際教育センターへの登録（オン

参加申込（オンライン） 

大学側の受入可能人数枠に達した場

合は、申し込みをしても参加不可となることがあ

【オンライン登録はこちらから

科目選択 

Korea and East Asian 

Introduction to Korea and Its 

  

� Introduction to K
Its Multicultural Aspects  

� Introduction to Health and 
Wellness in Korea   

� Introduction to the Korean 
Business and Economy  

� Reading Korean Culture 
through Korean Dance  

� Introduction to Korean Cinema  
� New Technology in D
� Learning Korean through K

Dramas  

 

 プログラム詳細

記載している内容は、

報です。最新の情報・プログラムの内容は、

Inha University

ェブサイト

【公式サイト

。寮内のジム設備使⽤可。⼤学徒歩圏内。 

①東洋大学国際教育センターへの登録（オン

 

大学側の受入可能人数枠に達した場

合は、申し込みをしても参加不可となることがあ

はこちらから】

 ビザ 

● 日本国籍以外の方

たり、追加書類の提出が求められる場合があり

ます。 

● ビザ取得が必要かどうか

となった場合

って⾏ってください。

 注意事項

1）国際教育センターの定める補償内容を満

たす海外旅⾏保険への加⼊が必須となります。

2）研修先大学で単位が付与されても東洋大

学での単位認定

て異なります

3）海外留学派遣者対象合同オリエンテーショ

ンに参加していただきます。（

定）※詳細別途連絡

 

Introduction to K
Its Multicultural Aspects  
Introduction to Health and 
Wellness in Korea   
Introduction to the Korean 
Business and Economy  
Reading Korean Culture 
through Korean Dance  
Introduction to Korean Cinema  
New Technology in D
Learning Korean through K
Dramas   

プログラム詳細 

記載している内容は、2018

報です。最新の情報・プログラムの内容は、

Inha University Summer 

ェブサイトで確認してください。（

【公式サイト QR コード】

 

日本国籍以外の方

たり、追加書類の提出が求められる場合があり

 

ビザ取得が必要かどうか

場合の手続は、参加者自身で責任持

って⾏ってください。 

注意事項 

）国際教育センターの定める補償内容を満

たす海外旅⾏保険への加⼊が必須となります。

）研修先大学で単位が付与されても東洋大

単位認定の可否

て異なります。 

）海外留学派遣者対象合同オリエンテーショ

ンに参加していただきます。（

定）※詳細別途連絡

Introduction to K-pop Drama & 
Its Multicultural Aspects  
Introduction to Health and 
Wellness in Korea    
Introduction to the Korean 
Business and Economy   
Reading Korean Culture 
through Korean Dance   
Introduction to Korean Cinema  
New Technology in Daily Life  
Learning Korean through K

2018年 1 月現在の情

報です。最新の情報・プログラムの内容は、

Summer School

で確認してください。（英語）

コード】 

日本国籍以外の方はビザ取得が必要となっ

たり、追加書類の提出が求められる場合があり

ビザ取得が必要かどうかの確認、また、必要

の手続は、参加者自身で責任持

）国際教育センターの定める補償内容を満

たす海外旅⾏保険への加⼊が必須となります。

）研修先大学で単位が付与されても東洋大

の可否は所属学部学科によっ

）海外留学派遣者対象合同オリエンテーショ

ンに参加していただきます。（2018年

定）※詳細別途連絡 

pop Drama & 
Its Multicultural Aspects   
Introduction to Health and 

Introduction to the Korean 
 

Reading Korean Culture 
 

Introduction to Korean Cinema  
aily Life   

Learning Korean through K-

月現在の情

報です。最新の情報・プログラムの内容は、

School 公式ウ

英語） 

はビザ取得が必要となっ

たり、追加書類の提出が求められる場合があり

、また、必要

の手続は、参加者自身で責任持

）国際教育センターの定める補償内容を満

たす海外旅⾏保険への加⼊が必須となります。 

）研修先大学で単位が付与されても東洋大

所属学部学科によっ

）海外留学派遣者対象合同オリエンテーショ

年 7 月予


