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韓国における大学国際化の動き 

 

 2004年より「Study Korea Project」開始。  
  外国人留学生 約４千人（2000年）20万人（2023年） 
 

 2008年「世界水準の研究中心大学の育成」 

        （WCU：World Class University) 
 

 教育部における国際化関連事業予算 

  約KRW640億 KRW2,250億 
           （2005年）                      （2012年） 

 出典： 韓国政府｢Education of International Students｣『Study in Koreaウェブサイト』， 
長島万里子（2014）「韓国の留学生受入れ・送り出し政策」『日韓大学国際化と留学生政策の展開』 
 

3.5倍 



韓国での外国人留学生数の急増 
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出典： 韓国・教育部ＨＰ 「教育統計」より発表者作成 



国籍別に見る外国人留学生数 
（2014年） 

韓国 日本 

1 中国 50,336 中国 94,111 

2 日本 4,344 ベトナム 38,882 

3 ベトナム 3,181 ネパール 16,250 

4 米国 3,126 韓国 15,279 

5 モンゴル 3,104 台湾 7,314 

6 台湾 1,873 インドネシア 3,600 

7 その他 19,313 タイ 3,526 

出典：文部科学省（2015），教育部(2014) 



事例紹介 

延世大学アンダーウッド国際大学 



延世大学 

  ソウル市中心部にある私立大学。 
 

１８８５年 プロテスタントの宣教師が設立。 

１９５７年  医科大学と合併し、総合大学が誕生。 

       現在、17学部、121学科、17特殊大学院がある。 
 

  学生数  学部：   27,444名  

  (2015)  大学院： 11,958名  

         外国人留学生： 4,120名 

                （うち1,591名が語学留学） 

 教員数 4,983名 (2015)  出典： 延世大学 ウェブサイト 



Underwood International College (UIC) 

 2006年設立 （今年10周年） 
 

講義を全て英語で行うリベラル・アーツ・カレッジ。 

        授業数：483 （すべて英語） 
 

学生数：1,700名     ■ 教員数：118名 

世界50か国・地域から                   
350名の外国人留学生を受け入れ。 

 

キャンパス： （１年） 松島国際キャンパス 

                （２年以降） 新村キャンパス 
 

 UICの学生数を増加させ、これを土台に大学全体の  
英語講義や、外国人教員及び学生の割合を高める。 

留学生比率 

25% 



アンダーウッド  
領域 

アンダーウッド部門 

・比較文学・文化 

・経済 

・国際研究 

・政治学・国際関係 

・生命科学とバイオテクノロジー 

人文社会 
領域 

アジア研究部門 
アジア研究 

テクノアート部門 

・情報・相互作用デザイン 

・創造的技術マネジメント 

・文化デザインマネジメント 

総合人文社会部門 

・司法・民事リーダーシップ 

・定量的リスク管理 

・自然科学、テクノロジー、政策 

・持続可能な開発・協力 

総合理工 
領域 

総合理工部門 

・生物学収束 

・エネルギー、環境科学、工学 

・ナノ科学、工学 

  ＵＩＣにおける専門領域 
特徴① 

出典：UICパンフレットを発表者が和訳 



   Residential College プログラム    

• 生活と学びが融合された総合的な教育環境
を実現。 

 

• 欧米の名門大学をモデルとして構築された  
プログラム。 

 

• 課外においても創造力、リーダーシップ、  
共感性を身につける。 

 

• アカデミックアドバイザーの教育的介入。 

特徴② 

出典：UICパンフレット 



  

  経歴も国籍も 
 グローバルな教授陣！ 

特徴③ 



  UIC専用の 

学生リクルート担当者がいる  

特徴④ 



世界のトップ大学と 
独自の交換留学プログラム  

  3キャンパス 交換プログラム   

    ・ 秋学期: 慶応義塾大学（東京） 

    ・ 春学期: 延世大学（ソウル） 

    ・ 夏学期: 香港大学（香港） 
 

スイス ジュネーヴ大学 

日本 早稲田大学 

米国 ダートマス大学 
UC バークレー (経済学部) 
バーナード・カレッジ 

オランダ ユトレヒト大学  
ライデン大学  

ドイツ ヤーコプス大学ブレーメン 

特徴⑤ 

出典：UICパンフレット 



  充実した就職支援 

キャリア開発センター 

グローバルキャリアツアー 

グローバルフォーラム 

 

特徴⑥ 

出典：UICパンフレット 



IEQASについて 
（外国人留学生受入れ・管理力量認証制） 



韓国での外国人留学生数の急増 
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出典： 韓国・教育部ＨＰ 「教育統計」 



IEQAS 
（外国人留学生受入れ・管理力量認証制） 

 

2011年に、政府が「留学生の誘致・管理能力の認
証制度」を導入し、「ＩＥＱＡＳ：International 
Education Quality Assurance System」を設置。 

 

韓国国内の高等教育機関を対象に、 留学生の  
受入れ体制や実態を評価し、適切な管理を実現し
ている教育機関が認証されるという制度。 

 

大学の学生管理責任を高める目的。 

 管理が不十分な大学には留学生ビザ発給を制限 

  

 

出典：独立行政法人 大学評価・学位授与機構 「国際化評価」 



IEQAS認証の大学にとっての利点 

 

認証された場合の認定期間は１年間であり、      
認証マークの使用が許可される。 

 

認証された大学は、韓国教育部が運営するウェブサイト
「Study in Korea」に、認証マークと共に紹介される。 

 

ビザ発給手続きの簡素化及び韓国語能力基準や就労
規制の緩和で留学生受入の促進を図る。 

 

留学生に対する政府の奨学金需給の可能性が高まる
とされている。 

出典：独立行政法人 大学評価・学位授与機構 「国際化評価」 



IEQASの認証機関ロゴ 

出典：Study in Korea  



IEQASの主な基準 

出典： Study in Korea ウェブページ 「Introduction of IEQAS」 

認証された大学の基準 ４年制 ２年制 大学院 

1) 1%以下の不法滞在、もしくは6%以下の退学（留年）者 （必須条件） 

2) 留学生の多様性 90%以下 

4/5の 
基準を 
満たすこと 

3) 新入生への寮提供率 25%以上 
¾の 
基準を 
満たすこと 

4) 留学生の学費の支払い率 80%以上 2/3の 
基準を 
満たすこと 

5) 健康保険加入率 80%以上 

6) 言語能力（韓国・英語） 30%以上 



IEQASの評価実績 

  

 2011年：10機関 （9大学と1専門大学） 
 2012年：30機関 （26大学と4専門大学） 
 2013年：30機関 （28大学と2専門大学）     

 2014年：49機関 （44大学と5専門大学） 
 2015年：104機関 （83大学、13専門大学、8大学院）                

    

出典：独立行政法人 大学評価・学位授与機構 「国際化評価」， 
    Study in Korea ウェブページ 

  今後、さらに増えていく？ 



まとめ 

 徹底した戦略の下、国際化を推進している。 

  ・ 政府や民間企業との連携 

  ・ 成果と課題に即して柔軟な判断 （大胆＆迅速） 
 

 抱えている課題など、日本との類似点が多いこと
から、今後様々な面で協力できるかもしれない。 

    協力体制を構築することで、日韓両方にとって     

    Win-Winな関係を築けるかがポイントか。 



ご清聴、ありがとうございました！ 


