2021年度 夏学期 慶熙大学国際教育院

韓国語課程生活マニュアル

学期中の日程

※状況によっては、授業日程が変更になることがありま
す。

1. オリエンテーション

国してください。6月19日以降に入国する場合、非対面

❏オリエンテーション : ６月14日(月)10:00-11:00

クラスに割り当てられます。

※この日オリエンテーションに参加できない学生は
オリエンテーション資料を各自読み、質問があれば

4. 非対面授業

iie@khu.ac.krにてメールを送ってください。

❏ 接続方法 : 경희대학교 국제교육원(iie.ac.kr) - 게시판 공지사항 - “경희대학교 국제교육원 ‘비대면-실시간 온라인

❏ 基礎情報調査 :

영상’ 한국어 수업 안내” を参照。

6月1日(火)~6月10日(木)

(http://www.iie.ac.kr/bbs/board.php?bo_table=notice_temp&

❏ クラス分けテスト(6月14日)

❏ 場所: クラウン舘

wr_id=26857)
※ZOOMリンクはホームページに掲示し、担任の先生が生徒に

内容

時間

文法·リーディング
テスト

11:00-12:30

メールにてお送りします。

休み時間

12:30-13:30

5. レベルテスト結果の確認方法

会話テスト

13:30-16:00

日時

2021年6月15日(火) 18:00以降
①下記のアドレスをインターネットアドレス

(韓国語の教材)、郵便局、慶熙大学記念品
❏ 地下２階：学生食堂

1. 学生証発給

6. コピー機・印刷室

❏ 用途：身分証明、図書館で図書の貸与

❏ ホテル観光大学の地下1階、青雲館の地下

・申請期間後の申請は不可。

１階、生活科学大学の地下１階

❏ 申し込み用書類：証明写真ファイル(ｊｐｇ）
❏ 申請及び発給の流れ：追って案内予定。

主な連絡先

2. 言語圈別相談
*言語圈別相談時間及び場所については別途お知

1. 国際教育院 行政室
ㆍ電話番号：02-961-0081、02-961-0082
ㆍＥメール：iie＠khu.ac.kr（代表メール）

http://sw0211.cafe24.com/leveltest/210615/edu.

*学業(出欠、態度等)やビザの相談可。

*急な疾病·発病·事故発生時等は、担任、

iie-english@khu.ac.kr(英語圏)
iie-chinese@khu.ac.kr(中国語圏)

ZOOMで行われます。

회をクリック

国際教育院行政室にご連絡ください。

※基礎情報調査及レベルテストの接続方法及び使

②パスポート番号及び生年月日(8字)を入力後、

※ 相談は、ZOOMで実施。

用方法はメールに添付されているファイルを参考

確認

してください。

❏ 地下1階：売店、旅行代理店、眼鏡店、書店

各種案内

バーに入力

(www.iie.ac.kr)のポップアップの반배치 결과 조

❏ １階：ハナ銀行

*上記日程は変更する場合があります。

※全ての日程が韓国時間基準です。

php,又は、国際教育院ホームページ

5. 青雲館内の施設

❏ 締め切り以降の登録は不可

※全ての日程が非対面で行われます。

方法

❏ 自動発給機: 国際教育院 １階ロビー

8. 2021年秋学期登録のご案内

らせ予定。(中国語、日本語、英語の相談可能)

※オリエンテーション及びスピーキングの試験は

国際教育院 108号室で申請できます。

*上記日程は変更する場合があります。

❏ 登録締め切り: 2021年8月19日(木) 17:00まで

※対面クラスを申請した学生も6月1９日(土)まで必ず入

2. クラス分けテスト

2021年度 夏学期 慶熙大学国際教育院

iie-japanese@khu.ac.kr(日本語圏)

2. 保健所

※ ご自身のクラスと学籍番号が確認できます。
※教材の購入方法：国際教育院ホームページ＂경

3. インターネットの使用

❏ 校内の保健所の利用が可能。

희한국어 교재 구입 방법＂参考

❏ 時間 : 月曜日～金曜日（9:00～17:00）

ㆍ位置: 오비스홀 152호(オビスホール)

3. 開講

(http://www.iie.ac.kr/bbs/board.php?bo_table=notice_temp&

❏ 場所: 青雲館 地下1階のグローバルゾーン

ㆍ時間: 月曜日～金曜日(09:00-17:00)

❏ 日時: 2021年6月17日(木)

wr_id=26862)
※教材の複写、製本、撮影等の著作権を侵害する

❏ 授業
* 午前班: 09:00~12:50
*

午後班:
日時
6月17日(木)～
7月2日(金)
7月5日(月)～
8月25日(水)

7:00

13:10~1

対面クラス

非対面クラス

非対面クラス
対面クラス

❏フリー wifi 使用方法 : ‘KHU Wifi-Guest’ 選

一切の行為を厳重に禁じます。

択 -> パスワード : vision2020

6. 試験

4. 各種証明書の発給

❏ 随時評価

❏ 現学期の在学証明書（英文、ハングル）

❏ 期末考査 : 8月20日(金)、8月23日(月)

非対面クラス

7. 修了式
❏ 日時: 2021年 8月 25日(水) 12:00
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ㆍ電話番号: 02-961-0145

3. その他の連絡先
❏ 慶熙医療院 救急室
電話番号: 02-958-8282

❏ 受講学期の出席証明書(英文、ハングル)
❏ 前学期の修了証明書(英文、ハングル）
❏ 成績証明書（ハングル）
* ビザの延長に必要な「修学予定証明書」は、
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2020年度 慶熙大学 国際教育院

授業中、急な発病による早退の

学 則

場合、出席と

して認められる。
※留級及び落第基準点数

1. 出欠・留級

ナ.留級
1)留級 : 次のうち１項目以上に該当する場合は
留級となる。
·全科目平均点数（出席率、参加率反映前の点

カ.出欠：出欠処理は下記に基づいて実施する。
1)授業は毎時間、授業開始後から15分以内に出席
した場合、遅刻として処理される。

数）が次の基準を満たすことができなかった場
1)進級基準条件に満たず、留年または落第に該当
合。
した場合。

2)授業は毎時間、授業開始から15分以降に出席し

①初級：70点

た場合、該当時間は欠席として処理される。

②中級：65点

2021年度 夏学期 慶熙大学国際教育院

バ．学校の規定及び防疫規則などを違反し、2回

ア.韓国に滞在する間、必ず自己隔離アプリをイン

警告を受けたり、または修学が難しいと判断され

ストール後、毎日自己診断を受けなければならな

た場合は退学になる可能性がある。

い。

サ．韓国の法規を必ず守らなければならず、法に

ザ.時間制就業（アルバイト等）は、次の条件を満

触れる行為をした場合、即時退学になる可能性が

たしていないといけない。

ある。

3.

１)正規課程2学期以上の履修

その他

２)履修学期の平均出席率が90％以上

カ.語学研修終了時は必ずクラスの担任に今後

2)落第

進路(他大学の韓国語課程に転学、韓国内の

または大学院進学、永久帰国)を知らせなければな

業開始後から30分以降は該当授業は早退として処

·文法の成績が次の基準を満たしていない場合
①初級１～中級２：60点

らず、継続して修学を希望する場合、必ず学事日

*時間制就業(アルバイト)を希望する場合は必ず行

理される。

②高級：50点

程に明示された登録期限または案内された期限内

政室に訪問し申請すること。

·2科目以上の平均が50点未満の場合。

に登録しなければならない。

2)学期ごとの授業日数全体の80％(10週課程基準

ナ.入学前に修学期間を約定した場合、該当期間中

160時間)を修学できない場合。

は研修期間および、研修機関を変更できない。

に実施する各種行事は授業と同一とみなし、これ

3)但し、進級基準を満たしていても、コミュニ

ダ.留級、登録制限、警告・退学および、諸般決定

に参加しない場合は欠席として処理される。

ケーション能力が著しく低い場合、講師会議で進

事項は担当教師及び、関係者会議を通じて決定さ

級が難しいと判断された場合、進級が制限される

れる。

3)授業中の早退は毎授業ごとに授業開始

後か

ら30分前までは該当授業を欠席として処理し、授

4)遅刻及び、早退3回はそれぞれ欠席1回として処
理される。
5)現地学習、学校行事など韓国語の授業の代わり

6)国際教育院で実施・案内する公式的な行事への
参加は出席扱いとする。

の

３)韓国語能力試験2級以上の資格証の保有

③高級：60点

大学

*危険業種、風俗店などへの就職不可、週末勤務
不可

ことがある。
ラ.研修生は留学中、本校の学則および大韓民国の

7)学期中の一時出国は原則としてできない。但
し、一時出国が認められる特別な理由がある場
合、担任と相談後、一時出国申請及び、許可を通
じて一時出国できる。

2. 警告・退学

諸般法規を遵守しなければならない。

カ.出席率70％未満の場合、退学となる。

マ.成績・出席率が基準に満たないなどの理由で留

ナ.無断で3日以上欠席した場合、保護者に通知す
る場合がある。

8)個人的な事情による一時出国の場合は事前に許
可を得ても欠席として処理される。但し、自国の
大学入学試験、卒業認定試験による一時出国の場
合は、証明書類を提出し、試験当日と出国日、入

級・退学の措置を受けた場合、該当学期の修了証
の発給を受けることができない。
バ.卒業証書は国際教育院にて韓国語課程の６段階

ダ.月1回の出席率告知を通じて80％未満者には出

以上修了した学生に限り授与する。

席率不良を警告し、該当学期の最終出席率が80％
未満の場合、留級となり、３回連続留級の場合、
退学となる。

国日の3日間は出席と認める。（試験日が２日間

サ.韓国の法に基づいて必ず留学生保険に加入しな
ければならない。(確認後修正）もし自国での保険
書類を提出した場合は、英文書類で提出しなけれ

以上になる場合は、担任との相談を通じ、出席と

ラ.試験中の不正行為発覚時、一回目は該当科目０

ばならない。保険加入をしない場合は退寮、各種

して認められることもある。）

点となり、二回目の摘発時は退学とする。

表彰授与の除外、現地学習の参加、登録が制限な

9)病欠中に入院治療を受け、これに関する証明書

マ.授業時の学習態度が悪い、または教師に不遜な

類を提出した場合は出席として認められるが、診

言動をするなど授業に悪影響を及ぼした場合は警

療による欠席は出席として認められない。但し、

告措置とする。
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どの不利益を被ることがある
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