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大邱紹介
 - 韓国三大都市
 - 人口 : 約250万人
 - 交通の要地
   (KTX(高速鉄道)でソウルまで２時間, 釜山まで40分)
 - 2002年 ワールドカップ開催
 - 2011年 世界陸上選手権大会開催
 - 大邱市日本語版紹介ホームページ
   http://japanese.daegu.go.kr

慶北大学紹介
  - 学生数 : 大学生 30,999人, 大学院生 6,898人
  - 外国人学生数 : 82カ国, 1,638人
  - 韓国国立大学順位１位
  - 政府と企業が選ぶ地方大学１位
  - 理工系CEOの出身地方大学の中で慶北大学出身１位
  - 韓国を代表するIT特化大学
  - 全世界5%の大学のみが獲得したAACSB(経営学教育を評価する組織)認定
  - 政府-EU代表部が選定する’EU-ICIプロジェクト’遂行大学に選定
  - SCI級論文成果, 国立大学最高

Contact Information
KNU Office of International Affairs
Tel: +82-53-950-2436
Fax: +82-53-950-2419
E-mail: admission@knu.ac.kr 
Web Site: http://en.knu.ac.kr



1. プログラム費用
授業料 寮費 文化探訪費
$200 $300 $500

※ 交流協定締結大学の学生は授業料免除

2. その他費用
航空費, 食費(約 $8/食)及び個人活動費 

3. 韓国語講座紹介
プログラム参加者の韓国語能力に見合った韓国
語課程 1, 2段階に分けて講義を進行

7. バディ
- 慶北大学在学生(韓国人)と1:3でグループを構成
- 大邱空港または大邱駅にてピックアップ
- プログラム参加者とともに２週間活動

8. 寮
- チェックイン : 8月7日(月) / チェックアウト : 8月19日(土)
- ルームタイプ : 2人1部屋  
- 朝食は外部で注文予定
- 主要施設 : 個人用ベッド, クローゼット, 机, 椅子, 本棚, 靴箱
-  各棟の施設 :  読書室, 休憩室, 洗濯室, シャワー室, アイロン

室, トレーニングルーム, パソコン室

4. 文化体験及び特別授業紹介
▶ テコンドー / サムルノリ(民族音楽) / 陶器作り
▶ 韓流及びK-pop / 韓国の歴史
▶ ソウルツアー: 宿所及び朝食提供, バディとともに自由行動

5. 単位認定
▶ 2週間の課程をすべて履修した学生には３単位認定
▶ 慶北大学総長名義の成績証明書発給

6. 申請方法
▶ 申請書提出及び研修経費納付 : 5月22日(月)~6月16日(金)まで
  * 申請書手続き: 

①  協定大学担当者が6月2日(金)まで参加者名簿を通知 
admission@knu.ac.kr

② 本校からオンライン志願方法を説明

③ 参加者が6月16日までオンライン志願書作成完了
▶ 研修経費は下記の口座に6月16日まで送金

Daegu Bank
Kyungpook National University Branch
Account number : 532-10-123035-5
Swift code: DAEBKR22

*  経費送金後、送金領収書をスキャンし、メールで提出
(admission@knu.ac.kr)

6-1. 払い戻しの規定
7月1日以前のキャンセル  全額払い戻し
7月24日以前のキャンセル  50％払い戻し
7月25日以後のキャンセル  払い戻し不可
※払い戻し手数料は本人負担

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
8.6 7

ピックアップ及び入寮
(12:00-18:00)
午後: 安全教育

8
午前: 歓迎式, キャンパスツアー
午後:  市内ツアー, 近代路地, 歴

史館

9
午前: 韓国語授業
午後:  文化体験(韓服体験＆餅つき)

10
社会見学(蔚山 現代自動車)
昼食提供

11
午前: 韓国語授業
午後:   特別授業(韓流及びK-pop)
シティツアー(夜景)

12
ソウルツアー(自由旅行)
学校から出発, 宿所提供, 
昼食提供

13
個別活動日

14
午前: 休息
午後:  頭流公園 チキンパーティー

夕食提供(チキン)

15
午前: 韓国語授業
午後:  文化体験(A:サムルノリ(

民族音楽), B:テコンドー)

16
午前: 韓国語授業
午後:   文化体験(A:テコンドー, 

B:サムルノリ(民族音楽))

17
午前: 韓国語授業
午後: 特別授業(韓国の歴史)

18
午前: 韓国語授業
午後: 送別会

19
退寮

Kyungpook National University
2017 Global Summer School
(8. 7 ~ 8. 18)


