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2021年 12月 

2021年 12月 14日更新 

2021年 12月 24日更新 

韓国スプリングセミナー・オンライン 

参加学生募集のお知らせ 

 

新潟大学では，新潟大学個性化科目（自由主題）「韓国スプリングスクール・オンライン」（開講番号：

210G3962）として，15日間のオンラインプログラムを下記のとおり実施します。本プログラムは，新型

コロナウイルス感染症拡大に鑑み，夏季休業中に実施予定であった「韓国サマーセミナー」が中止

となったことから，オンラインによる代替プログラムとして，2021 年 8 月～9 月に実施した「韓国

サマーセミナー・オンライン」を，「韓国スプリングセミナー・オンライン」として，春季休業中に

再度実施するものです。  

 

1．本プログラムの目的 

(1) 韓国語研修  (2)漢陽大学在学生によるチュータリング及びオンライン交流 

 

2．募集対象者 

(1) 原則として，2021 年 12 月現在からプログラムの実施期間を通して，本学の学部又は大学院の正

規課程に在学していること。 

(2) オンラインにより参加できる環境（PC,ウェブカメラ，マイク等）が整っていること。（プログラ

ムは Zoom を使用して行います。研修及び事前に実施するオリエンテーションでは，ファイルの

送受信等も行いますので，タブレットやスマートフォンではなくパソコンを使用します。） 

 

  ※以下に該当する学生も応募は可能ですが，G コード科目の履修対象となるか否かについては， 「11．

応募にあたっての注意事項（1）履修登録」で確認をしてください。 

・2022 年 3 月に卒業予定の学生 

・2021 年度夏期休業中に実施した「韓国サマーセミナー・オンライン」に参加した学生 

・2020 年度春期休業中に実施した「韓国スプリングセミナー・オンライン」に参加した学生 

※応募者多数の場合は，初めての参加となる方，および学部 1，2年生を優先します。 

 

3．募集人数 

20名程度 

 

4．日程 

2022年 2月 21日（月）～2022年 3月 15日（火）※予定 

土・日，および韓国の祝日である 3月 1日と 3月 9日を除く，15日間 

 

5．研修先 

  漢陽（ハニャン）大学 

 

6．研修内容 

  本学の協定校・漢陽大学が主催するオンラインスプリングスクールに参加します。 

6-1. 韓国語研修  

漢陽大学国際教育院の「韓国語総合講座」を受講します。自分のレベルに合ったクラス（研修前に

レベルテスト実施）で受講することができ，「話す」・「聞く」・「書く」・「読む」の韓国語能力を総合的

に伸ばすことができます。 
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6-2. 漢陽大学在学生によるチュータリング及びオンライン交流 

漢陽大学在学生のチュータリングを受けながら，様々なオンライン文化交流プログラムに参加し，

韓国の学生と交流を深めることができます。 

 

7．スケジュール 

  ※オプション（選択制の特別授業）について 

「8．参加費用」に追加料金を支払うことにより，発音セミナーや書き取りセミナー等のオプション

（特別授業）を選択・受講することができます。詳細は，別紙資料「2022漢陽大学オンラインスプ

リングスクール」で確認してください。 

 

8．参加費用 

700,000ウォン（約 7万円）※レベルテスト・教材費用込み 

※参加費用については，参加学生が漢陽大学宛てに海外送金により支払うこととなります。手数料は

送金人（参加学生）負担となります（支払期限：2022 年 1 月 17 日（月）。支払方法等の詳細は，

参加が決定した方に後日オリエンテーションにより案内します）。 

※下記オプション（特別授業）を受講する場合は，上記費用（700,000 ウォン）に加えて，別途費用

が発生します。 

2月 21日（月） 2月 22日（火） 2月 23日（水） 2月 24日（木） 2月 25日（金） 

韓 国 語 総 合 講 座（9:30～12:30） 

※発音セミナー 

 (14:00～16:00） 

※マンツーマンによる 

発音矯正 

 (14:00～16:00） 

※マンツーマンによる 

発音矯正 

 (14:00～16:00） 

- - 

 

2月 28日（月） 3月 1日（火） 3月 2日（水） 3月 3日（木） 3月 4日（金） 

韓 国 語 総 合 講 座（9:30～12:30）※3/1は休講 

※書き取りセミナー 

 (14:00～16:00） 

韓国の祝日のため 

休講 

※マンツーマンによる 

書き方矯正 

 (14:00～16:00） 

- 

※マンツーマンによる 

書き方矯正 

 (14:00～16:00） 

 

3月 7日（月） 3月 8日（火） 3月 9日（水） 3月 10日（木） 3月 11日（金） 

韓 国 語 総 合 講 座（9:30～12:30）※3/9は休講 

※K-POP韓国語 

 (14:00～16:00） 

※K-POP韓国語 

 (14:00～16:00） 

韓国の祝日のため 

休講 

※ドラマ韓国語 

 (14:00～16:00） 

※ドラマ韓国語 

 (14:00～16:00） 

  

3月 14日（月） 3月 15日（火） 

韓 国 語 総 合 講 座（9:30～12:30） 

- - 
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オプション名 内容 費用 

発音 A ・発音セミナー（1回） 20,000ウォン 

発音 B※ 
・発音セミナー（1回） 

＋ マンツーマンによる発音矯正（2回） 

80,000ウォン 

書き取り A ・書き取りセミナー（1回） 20,000ウォン 

書き取り B 
・書き取りセミナー（1回） 

＋ マンツーマンによる書き方矯正（1回） 

50,000ウォン 

K-POP韓国語※ ・K-POP韓国語（2回） 30,000ウォン 

ドラマ韓国語※ ・ドラマ韓国語（2回） 30,000ウォン 

※「発音 B」は，先着 10名まで受講できます。 

※「K-POP 韓国語」と「ドラマ韓国語」は，韓国語レベルが「レベル 3（中級）」以上の学生のみ受

講することができます。レベルテストの結果で「レベル 2」以下となった申込者に対しては，受講

料の返金はされませんのでご注意ください。 

 

9．参加費支援金 

  本プログラムは，「2021年度新潟大学留学センターオンライン特別ショートプログラム参加費支援金」

の申請対象となります。この支援金は，参加学生の費用負担を軽減するため，希望者からの申請に基づ

き，返済不要の一時金を支給するものです。プログラム参加時点において授業料免除の対象となってい

る学生には３万円，それ以外の学生には２万円を，プログラム開始後に口座振込により支給します。 

  詳細については，募集説明会で確認してください。 

 

10．オンライン募集説明会 

本プログラムの募集説明会を下記の日程でオンライン（Zoom）により行います。Zoom のミーティ

ング ID等は，学務情報システム連絡通知により案内します。本プログラムへの応募を検討する学生は

参加してください。当日，参加できない方は，別途対応しますので，「16．本プログラムについての問

い合わせ先」までご連絡ください。 

＜日時＞： 2021年 12月 2日（木）12:00～12:45 

 

11．応募にあたっての注意事項 

   応募は，下記事項について必ず承諾の上で行ってください。 

 （1）履修登録 

参加決定後に学務情報システムで履修登録を行います。通常の履修登録期間とは異なりますので， 

参加決定後の指示に従ってください。 

＜注意＞  

・2022年 3月に卒業予定の学生 →G コード科目の履修対象とはなりません（単位付与なし）。  

・2021年度夏期休業中に実施した「韓国サマーセミナー・オンライン」に参加した学生 

→G コード科目の履修対象となります（単位付与あり）。 

・2020年度春期休業中に実施した「韓国スプリングセミナー・オンライン」に参加した学生 

→G コード科目の履修対象とはなりません（単位付与なし）。 

（2）事前レベルテスト・オリエンテーション 

・事前レベルテスト日程：2022年 1月 25日（火）～1月 27日（木）※いずれかの日程で実施。 

・参加決定者を対象に，12月～3月の間に複数回のオリエンテーションや事後研修等をオンライン

により行いますので，必ず参加してください。実施日時等は，参加決定後に調整します。 

 

※第１回オリエンテーションを，12月 24日（金）12:00～12:45，12月 27日（月）12:00～12:45

のいずれかに行う予定です。 
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（3）成績評価 

成績評価は，研修中及び研修前後の取り組み状況と提出された課題により総合的に行われ，所定 

の成績を収めた者には 2 単位が付与されます。ただし，2022 年 3 月に卒業予定の学生，2020 年度

春期休業中に実施した「韓国スプリングセミナー・オンライン」に参加した学生は，G コード科目

の履修対象となりません（単位付与なし）。 

（4）その他 

研修には全て出席してください（病気・ケガの場合を除きます）。 

 

12．応募方法 

本プログラムへの参加を希望する学生は，本募集要項および，別紙資料「2022漢陽大学オンライン

スプリングスクール」を確認し，オンライン募集説明会に参加の上，以下の応募書類を，2022年 1月

5 日（水）正午までに留学交流推進課へ E メールにて提出してください。※申込期限を再延長しまし

た。 

 

＜応募書類＞ 

・韓国スプリングセミナー・オンライン参加申込書…WORD 

 メール宛先： studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp 

  ダウンロード先： 

https://www.niigata-u.ac.jp/international/study-abroad/short-term/ 

    

※別紙資料「2022 漢陽大学オンラインスプリングスクール」のリンク・QR コードから応募ページに

アクセスできますが，本学より参加決定が通知されるまでは，個人で応募を行わないでください。 

後日，参加決定者を対象としたオリエンテーションにて，応募方法についての詳細を案内します。 

 

13．参加者の決定 

応募書類により参加者を決定します。応募者多数の場合は，初めての参加となる方，および学部 1，

2年生を優先します。 

参加決定通知は，申込期限から 10日以内を目途に，学務情報システムアカウントにメール通知しま

す。なお，参加が決まった学生には，参加に必要な手続きや提出書類等について別途連絡します。 

 

14．参加決定後の辞退について 

参加決定後の辞退は，原則として認められません。万一，参加を辞退した場合に発生するキャンセル

料については，各自負担となります。 

 

15．アンケート等について 

本プログラムの改善及び今後の留学センターが実施する海外留学ショートプログラム等の企画・運

営に役立てるため，研修の前後にアンケートを実施する場合がありますので，ご協力をお願いします。 

また，オンライン研修の様子を撮影した写真・ビデオ等を広報目的で活用させていただくことがあり

ます。個人情報を使用する場合は，「個人情報使用に係る承諾書」を提出いただき，ご本人の承諾を得

た上で，新潟大学の広報に関することのみに使用します。詳細については，参加が決まった方に別途ご

説明します。 

 

16．本プログラムについての問い合わせ先 

プログラム担当教員：人文社会科学系（人文学部） 准教授 藤石 貴代 

学務部留学交流推進課（五十嵐キャンパス総合教育研究棟 D棟 3階）派遣留学係 

メール studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp  電話 025-262-7631 


