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韓国留学Q&A 

韓国留学に関するよくある質問・疑問
をまとめてみました。韓国留学をお考
えの際は、ぜひお役立てください！ 

ウォンダフル くん 

平成２４年３月３０日 
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Q1. 韓国留学にはどんな種類があるの？ 

韓国への留学は、以下のように大きく分けて3種類あります。当韓国留学
Q&Aでは、一般的な「①語学留学」について紹介したいと思います。 

①語学留学 

②大学校学部・大学院への留学 

③大学間協定による交換留学  

Q2. 語学留学にはどんなコースがあるの？ 

語学留学での留学先は民間語学学校と大学校付属の語学堂の2種類が
あり、期間ごとにコースが開設されています。 

Q3. 学校はどのようにして選んだらいいの？ 

各学校のパンフレット、募集要項、ホームページなどを参考にして調べま
しょう。SBJ銀行のホームページ「韓国情報館」の留学関連リンク集もぜひ
ご参考にしてください。 

（URL：http://www.sbjbank.co.jp/jump/info_korea/index.html） 

Q4. 授業は韓国語だけで行われるの？  

様々な国籍の学生たちと一緒に勉強するため、授業は韓国語で行われる
のが通常です。不安かもしれませんが、ベテランの先生が指導してくれま
すので心配ありません。 

Q5. 韓国語が全くわからなくても大丈夫なの ？  

初心者から上級者までレベルごとに別れて授業をします。韓国語を読め
ないという方も多いので、心配なさらないでください。 

学校の種類 期間

民間語学学校

大学校付属語学堂

・短期（3週間～）
・長期（10週間～１年6ヶ月）

語学留学
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Q6. 日常会話をマスターする為の学習期間の目安は？ 

個人差がかなりありますが、大体の方は３ヵ月から半年程度で基本的な
日常会話を習得することができるでしょう。 

Q7. 年齢制限はないの？ 

18歳以上が対象となります。一部の語学堂のみ60歳以下となっています。
短期ならば高校生でも参加可能です（一部学校は不可）。 

Q8. 申込みはいつまでにすればいいの？ 

10週間未満の短期留学の場合は出発の3ヶ月前までに、それ以上の長
期留学の場合は出発の4ヶ月～半年前までに申込むのが通常ですが、
出来る限り余裕を持ってお申込みすることをおすすめします。 

Q9. 韓国語のレベル分けはどうなってるの？ 

コースにもよりますが、初級から上級までレベルを６段階に分け、１学期
間（３ヶ月）でそれぞれのレベルをマスターするように設定している学校が
多いようです。おおまかなレベル分けは概ね下記のとおりです。 

レベル 評価基準

レベル1 簡単な挨拶と会話が可能 

レベル2 基本的な意思表現と短い会話が可能 

レベル3 日常的な会話が可能 

レベル4
日常的な会話には困難を感じず、制限された範囲内で
業務上 のコミュニケーションが可能

レベル5
多様な状況で比較的適切にコミュニケーションをすること
ができる

レベル6
韓国人と自由にコミュニケーションができ、専門的な対話や
業務など特定分野で韓国語を使用することができる
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Q12. 韓国の物価は日本と比べてどうなの ？ 

物価は日本に比べると全体的に安いです。例えば、ソウルの場合、一般
タクシー初乗り料金2,400ウォン（約175円）～、地下鉄1,000ウォン（約73

円）～、缶コーヒー700ウォン（約51円）～、食事は1品5,000ウォン（約365

円）～などです。 

Q11. 1学期（3ヶ月）の学費はいくらぐらいかかるの ？ 

学校によって変わってくるので一概には言えませんが、授業料は3ヶ月15

万円ぐらいという学校が多いようです。 

Q10. 短期間でも上達するの ？ 

町で目にする文字、耳にする言葉全てが韓国語ですので、日本で勉強す
るのと比較して、はるかに習得は早いでしょう。短期間でも「韓国語を使い
現地で生活した」という経験は、今後の勉強の励みにもなるはずです。   

Q13. 生活費はいくらぐらいかかるの ？ 

個人差はありますが、平均すると30万ウォン（約21,900円）程度、家賃を
含み70万～100万ウォン（約51,100～73,000円）程度でしょう。交通費、
食費、買物等の雑費などが主な出費となります。 

《1ヶ月の出費の一例》 

家賃 50万ウォン（約36,500円）
交通費 2万ウォン（約1,450円）

携帯料金 2万5000ウォン（約1,800円）
食費 15万ウォン（約10,950円）

日用品（衣類など） 10万ウォン（約7,300円）
その他（教材購入など） 7万ウォン（約5,100円）

合計 86万5000ウォン（約63,100円）
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Q14. 宿泊先はどうするの ？ 

宿泊先には、①寮（大学校付属）、②下宿、③コシウォン、④ワンルームな
どがあります。下表を参考にして自分に合った宿泊先を選びましょう。 

Q15. ビザは必要なの？ 

留学期間が90日未満の場合、ビザは不要です。90日以上の滞在の場合、
一般研修ビザ（D-4ビザ）を取る必要があります。D-4ビザは留学先のコー
スにより91日から180日間までの申請が可能です。学校に通っている間
は期間の延長ができ、最長1年半の滞在が可能です。 

Q16. 一般研修ビザ（D-4ビザ）の申請の方法は？ 

下記の必要書類を揃え、管轄の領事館で申請すると、約15日程度で発

給されます。なお各都道府県の大使館・領事館によって申請条件や申請
書類等が異なります。申請される前には、必ずご自身で確認してください。 

①ビザ申請用紙  

②パスポート  

③写真1枚(6×6cm、カラー)  

④住民票1部  

⑤銀行残高証明書(日本円約30万円以上の預金証明が必要)  
*SBJ銀行に口座をお持ちの方は、当行でも残高証明書を発行できます。 

 詳細は各支店にお問い合わせください。 

⑥学校より出される『入学許可証』(2学期以上の入学許可が必要)  

⑦履歴書(領事館によっては必要なところもあり)  

①寮 ②下宿 ③コシウォン ④ワンルーム

特
徴

・キャンパス内の場合が多い。
・ベッド、机、椅子等基本的な家具
はついていることが多い。
・共用施設としてロビーやコインラン
ドリーがあるところも。

・大家さんがいて、朝・夕食事付き
の場合が多い。
・部屋以外の廊下、シャワー、トイ
レ、食堂などは共用。
・韓国人学生や韓国人との交流の
機会がもてる。

・家具付きで受験勉強中の人が多く
住んでいる。
・部屋以外の廊下、シャワー、トイ
レ、食堂などは共用。
・狭く、荷物をたくさん置くスペース
がない。

・日本のアパートのワンルームとほ
ぼ同じイメージ。
・入居前に一括して預ける保証金
（日本でいうところの敷金）の金額が
大きいため、学生が少ない。
・プライバシーを保ちやすい。

予
算

・10万ウォン（7,300円）～50万ウォン
（36,500円）程度。
・１人～４人部屋。国内学生用、留
学生用等の種類がある場合もあり、
金額も施設も様々。

・30万ウォン（21,900円）～50万ウォ
ン（36,500円）程度。
・エリア、条件（食事等）によって金
額がかなり異なる。
・人気のある学生街は比較的高い。

・25万ウォン（18,250円）～80万ウォ
ン（58,400円）程度。
・窓の有無や施設により金額が異な
る。
・人気のある学生街は比較的高い。

・35万ウォン（25,550円）～最初に預
ける保証金の金額によって、毎月の
家賃が変わる場合もある。
・他の住まいと比べて高い。
・エリアにより金額がかなり異なる。
・契約時に保証人が必要となる。

探
し
方

・学校を通して申し込む
・希望者が多い場合は出願時前後
の早い時期に申込みが必要な場合
も。

・学校が紹介してくれる場合があ
る。
・街中の張り紙等をたよりに探す。
・インターネットで探す。

・不動産屋で探す。
・インターネットで探す。
・友達に紹介してもらう。

・不動産屋で探す。
・インターネットで探す。
・友達に紹介してもらう。
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Q18. 放課後の過ごし方は？ 

通常、語学堂での授業は月～金曜日の9時～13時に行われます。放課

後は学校の課外活動に参加したり、自習室や図書館で勉強したり、韓国
人学生と相互学習（エクスチェンジ）したり、サークル活動に参加したりと、
人によって様々な過ごし方をしているようです。 

Q19. お金の管理によい方法は？ 

韓国へ行ってから銀行の口座を作り、日本から送金することが可能です。 

SBJ銀行の親銀行である新韓銀行は韓国内に多くの支店を構えておりま
す。訪韓の際は、ぜひご利用ください。 

Q20. 韓国への日本人留学生の数は？ 

韓国教育科学技術部によれば、2009年度に日本から韓国へ留学した留
学生数は約4,000名と中国に次いで2番目に多く、韓国への留学が多い

状況となっております。また、日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）によれば、同
年度に韓国から日本へ留学した留学生数は約2万名でこちらも中国に次
ぎ2番目に多いです。 

Q17. ワーキングホリデー制度で韓国に行けるの？ 

ワーキングホリデー制度とは、政府間の協定に基づき、18才～30才まで
（一部の国は25才まで）の若者が相手国に休暇として滞在しながら現地

での滞在費を補うための就労（アルバイト）が認められた、最長１年間の
滞在が可能な国際交流を目的とした制度です。日本と韓国では1999年4

月からこの制度が開始されており、ワーキングホリデービザを利用して韓
国へ留学される方も増えています。申請条件がありますので、注意して申
請しましょう。なお、ノービザ、一般研修ビザ（D-4ビザ）でのアルバイトは
原則として禁止されております。 
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（参考）持ち物チェックリスト 

 
項目 持ち物 コメント チェック

パスポート 念のため、パスポートのコピーもとっておきましょう。

入学許可証 学校から発行されます。入学時に証明となる重要な書類です。

ビザ 短期研修ビザC-3、一般研修ビザD-4の取得者対象です。

航空券 Eチケット控え（空港で航空券と引き換えます。）

海外旅行保険契約書 いざという時に備えて保険には加入しておきましょう。

証明写真 現地で必要になる場合に備え、5枚～10枚程もっていくと便利でしょう。

現金 国内の移動交通費、買い物に現地通貨への両替をしておくと便利でしょう。

クレジットカード 一枚あると便利です。

銀行口座 長期滞在の方には、現地銀行口座を開設することをお薦めします。

電子辞書 学習に大変役立ちます。軽量で持ち歩きにもとても便利です。

変圧器 韓国の電圧は220Vです。日本の電化製品を使用する場合は必要となります。

常備薬 普段から飲み慣れている薬をもっていきましょう。

パソコン ノート型パソコンをもっていくと大変便利でしょう。

おりたたみバッグ 韓国では全店、袋は有料となります。エコバッグやショッピングバッグがあると便利です。

デジタルカメラ 韓国での思い出写真に必需品です。

日本の伝統品 現地で知り合ったお友達や先生にお土産としてもっていくと大変喜ばれます。

参考書 学校の教科書は全て韓国語なので、日本から簡単な参考書などを持参しましょう。

衣類 気候にあわせて用意しましょう。重ね着できる服を用意すると便利です。

地下鉄マップ 韓国では地下鉄が主な交通手段です。一枚持ち歩くと大変便利です。

書類等

現金等

電気製品等

日用品
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【ご留意事項】 

 

本Q&Aは、当行が韓国留学を検討される方向けに一般
的に取りまとめたものであり、その内容の正確性を保証
するものではありません。また、本Q&Aの策定時点は平
成２４年３月２６日となっております。 

 

 

（第1版）平成２２年１０月２９日 

（第2版）平成２４年３月３０日 

株式会社SBJ銀行 

 


