
漢陽大学校マニュアル 
(2015年 12月現在) 

1  授業 

1.1 学校の概要 

漢陽大学校はソウルキャンパス(15学部, 50万㎢),1

万 5千人)と ERICAキャンパス(8学部,130㎢, 9千

人)の 2つのキャンパスから成る巨大な総合大学で

す。1936年に韓国最初の私立工学系大学として立て

られた学校であるため、現在でも工学系は非常に強

く、ソウル大学かそれ以上に匹敵すると言われてい

ます。 

経済金融学部には、全体で約 800人が在籍していま

す。経済学部と金融学部を融合させた学部です。理

論経済学や計量経済学のような経済系の科目の他

に、金融論や証券論等、金融系の科目も充実してい

ます。また、経済に関する歴史や世界情勢について

学ぶ科目もあります。 
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1.2 授業 

学期は春学期と秋学期の 2学期制です。その他に夏休みと冬休みに季節学期と呼ばれ

る短期集中型の学期がありますが、別途授業料がかかるので、交換留学生は受講でき

ません。 

学部によって異なりますが、経済金融学部では授業は 1時間半の授業が週に 2コマ開

講され、1日に 5時間目まで授業が開講されています。基本的に月水、水木の組み合

わせで授業が行われます。授業と授業の間の休み時間はありません。そのため多くの

教授は 1時間 20分程で授業を終えてくださるので、その間に移動します。また一般

的に現地の学生は 1学期間で 5~9つの授業を履修します。5時間目の授業を履修する

学生は少ないです。 

私は、1年間を通してミクロ経済学、マクロ経済学、産業組織論、国際貿易論、経済

数学入門、国際経済関係、政府政策と経済発展、世界経済の理解、世界経済と韓国の

ビジョンの 10科目を履修しました。 

1つの授業につき 40人～80人程の学

生が履修できます。講義室は全て経済

金融大学の建物内で行われます。多く

の講義室は高校のような小さな部屋が

多く、100人単位の大規模な講義室で

の授業はありません。また漢陽大学校

には中国人の学生が多く全体の約 2割

を占めているような印象でした。 

授業で使用される言語には、主に韓国語です。ミクロ・マクロ学のような理論的な授

業には英語のものもあります。私は英語による授業を履修したことはありませんが、

受講生の半数は交換留学生であり、先生はネイティブの教授も韓国人の教授もいると

聞きました。 

1.3 履修登録 

授業の履修の日程は【履修登録→授業開始→履修取消→履修再登録】のように進んで

いきます。神戸大学と大きく異なる点は、すべての履修登録が学期開始前にネット上

で行われるということです。先着順で決定されるため、人気のある講義は登録開始直



後に満席になります。また履修期間内に満席とならなかった授業、取り消し者が出た

授業に関しては、授業開始 1,2週間後に再登録の機会があります。 

必ず履修登録開始前に、どの授業を履修したいか、もし満席になってしまった場合は

代わりにどの授業を履修するかを考えておく必要があります。漢陽大学校の履修登録

ページでは、履修登録開始前に履修を希望する授業のリストを作ることができ、履修

登録当日は、そのリストに『Resister』というボタンが現れ、それをクリックすると

履修することができます。また、履修登録は 1科目ずつのみ可能なので、人気のある

授業からクリックします。私が履修した時は、Hyoungsoo Zangという教授の授業

や、国際関係の授業が人気で、理論系は最後まで残っていました。 

1.4 試験 

ほとんどの授業で中間と期末両方の試験が行われます。試験時間は授業によって異な

りますが、通常は 1時間半です。しかし、前述した通り授業と授業の間に休み時間が

ないため、連続で試験がある場合は、前の試験を早めに切り上げて移動する、もしく

は、後の試験を遅れて受けることになります。試験開始後の一定時間は入室可・退出

不可、その後は入室不可・退出可となっています。 

試験範囲や持ち込み可能物に関しては、掲示されるのではな

く、授業内で口頭により発表される場合がほとんどです。また

授業によっては教授から前もって過去問が渡されたり、持ち込

み可の資料が渡されたりします。留学生の辞書の持ち込みの可

否については、前もって直接教授に聞いておく必要がありま

す。電子辞書が可能な科目、紙辞書は可能な科目、全て不可な

科目等、教授によってその可否は異なりました。 

1.5 授業評価 

授業の評価は、合格は A+～D0までの 8段階、不合格は Fとなります。また、出席、

課題、レポートおよび発表、中間・期末考査を合わせて、相対評価で決まりますが、

A+と A0の合計が全体の最大 3～4割になるようになっていると聞きました。どの授

業でも毎回もしくは抜き打ちで出席をとり、出席点が評価全体の 1～3割を占めます。

ただ、神戸大学で互換をする際には Passか Failの 2段階に変換されます。 



基本的に毎日出席をし、課題を提出していれば、Fになることはありません。ただ、

就職だけではなく、奨学金や寮のために高い成績が必要であったり、A+でない限り何

度でも再履修が可能であったりすることから、A+を取ることはとても難しいです。 

現地では週 3時間の授業 1つにつき 3単位が付与されます。その単位を神戸大学で単

位互換をすると、4単位に変換されました。 

1.6 授業の連絡 

授業に関する連絡は、HY-inか公式アプリ、もしくは、入学時に登録したメールアド

レスへのメールか電話番号への SMSによって行われます。教授によっては SMSのみ

を利用するため、電話番号を登録していないと重要なメッセージを逃すことがありま

す。電話番号がある場合は、しっかりと登録をしておき、電話番号がない場合は前も

って教授に相談しておくか同じ授業を履修する友人に教えてもらうことをおすすめし

ます。 

1.7 語学堂 

交換留学生は一般の授業の他に、語学堂に通うことも可能です。ただし、語学堂に通

うと日々の宿題が多いこと、月～金曜日毎日授業があること、午前中か午後のいずれ

かしか選べないこと、初学期は午後のクラスのみ選択可能であること等から、語学堂

と一般の授業の両方を履修することは難しいです。語学堂と一般の授業両方を選択す

るとしても、一般の授業は 1つ 2つしか受講できません。そのため多くの交換学生は

語学堂のみか一般の授業のみを選ぶことになります。私は一般の授業のみを履修して

いました。 

語学堂以外に、交換留学生向けの韓国語のクラスがあります。週に 2回、4時目以降

の夕方に開講されています。しかし入門レベルのみ用意されているため、ハングルが

読める人であれば履修する必要はないように思います。 

1.8 授業に必要なサイト・アプリ 

授業を受ける際に役に立ったアプリやサイトがあるので紹介しておきます。 

1. 漢陽大学校のマイページ『HY-in』(https://portal.hanyang.ac.kr/sso/lgin.do) 

https://portal.hanyang.ac.kr/sso/lgin.do


―神戸大学でいう『うりぼーネット』にあたるサイトです。ここで履修登録、シラバ

ス参照、成績評価参照、各授業のレジュメのダウンロード等をすることができます。 

2. 漢陽大学校ソウルキャンパスのコミュニティサイト(http://www.weehan.com/) 

―ここで授業評価、サークル活動、古本、家等の情報を見ることができます。 

3. 特定のサイトの正確な時間を表示するサイト(http://time.navyism.com/) 

―ここに(portal.hanyang.ac.kr)と入力すると、漢陽大学校のホームページの正確な時

間を把握できます。履修登録の当日にはこれを見ながら、開始時間の 10秒前からクリ

ックし続けていました。 

4. 時間割アプリ『Everytime/엡에브리타임』 

―多くの韓国人大学生が利用している時間割アプリです。全国の大学の授業名、担当

教員、講義室、授業時間等を参照し、時間割表を作成することができます。このアプ

リを使って時間割を考え、授業開始後も時間割表として利用していました。またアプ

リ上で友人になった友人の時間割を見たり、掲示板で他の学生に質問をしたりするこ

ともできます。ただし、現在は韓国国内でのみダウンロードが可能なようです。 

5. 漢陽大学校のアプリ『Hanyang University Smart Campus』 

―漢陽大学校が公式に配信しているアプリです。自分の時間割、全ての学食のメニ

ュ、オンラインの学生証等様々なことが可能な他、教授からの急な連絡や休講情報が

送られてくることもあるので必ず必要になるアプリです。 

2 学校生活 

2.1 留学生のサポート 

漢陽大学校の交換留学生は各学部の事務局ではなく、一括し

て語学堂にある国際事務局に受け入れられます。学校内を問

わず留学中に相談したいことがあれば、全てここで相談しま

す。日本語ができる方は見かけませんでしたが、職員の方は

全員英語が可能です。また、留学生の寮では郵便物を受け取

ることが難しいため、国際事務局に送れば、代わりに受け取

http://www.weehan.com/
http://time.navyism.com/?host=portal.hanyang.ac.kr


り、メールもしく Facebookで取りに来るように連絡をくれます。私は JASSOのサイ

ンもここでもらいました。 

留学前に現地学生のチューターを申請することができます。 

授業開始前に、オリエンテーションがあります。そこでは漢陽大学校の概要、履修の

仕方、留学に必要な各種手続き、生活に有益な情報等について説明を受けるので、必

ず参加することをおすすめします。私の時は、無料で SIMカードの配布もありまし

た。 

2.2 図書館・自習室  

経済金融大学の 3階には 80席分ほどの自習室があります。学校の開館時間内であれ

ば、いつでも誰でも利用することができます。また試験期間になると 24時間開放され

ています。 

キャンパスの中央にはペクナム学術図書館が、経済金融大学の隣には法科図書館があ

ります。両方とも 24時間開放されています。入館の際に学生証もしくはモバイル学生

証（公式アプリにログインすると表示されます）が必要となります。図書館内には広

い自習室やグループワーク用の部屋もあります。本の貸し借りは 1階のカウンターで

行います。日韓辞書の貸し出しもあります。 

漢陽大学校の図書館には、一定冊数・金額内であれば、希望した本を無料で取り寄せ

て図書館においてくれるサービスがあります。取り寄せ希望は図書館のホームページ

でマイページにログインして行います。私は神戸大学で使っていた教科書を 5冊程取

り寄せました。ただし日本から購入するので 2,3週間かかりました。 

2.3 印刷・パソコン 

経済金融大学の地下 1階には印刷室があります。職員の方に印刷してほしい本やプリ

ントを渡すと、1ページ 50ウォンで印刷してくれます。追加料金を払えば、カラーコ

ピーや製本をしてもらうことも可能です。私も教科書を丸々コピーして製本してもら

いました。印刷室にはパソコンが設置されているので、パソコンからのプリントも可

能です。 



また 3階にはパソコン室があります。授業時間や休日を除いてパソコンが利用でき、

T-moneyを使ってプリントも可能です。経済金融学部の学生は上記の印刷室かパソコ

ン室で、授業のレジュメをプリントしています。 

地下 1階の学生会の部屋に行けば、無料でスキャンをしてくれます。 

また法科図書館やペクナム学術図書館でも、パソコン、プリンターが利用できます。

ペクナム学術図書館にも印刷室があり、そこでは有料でスキャンも可能です。 

Hanyang Plazaだけでなく、ソウル市内や学校周辺には沢山の印刷屋があります。そ

こでもコピー・プリント・スキャンができます。 

2.4 HANYANG PLAZA 

漢陽大駅を出てすぐ左手に見えるのがHanyang Plazaと言われる建物です。ここには

食堂、証明書自動発行機の他に、コンビニエンスストア、フードコート、印刷屋、お

菓子屋、カフェ、郵便局等の一般のお店があります。特にここにあるフードコートは

種類が豊富で、価格も安く、おいしいのでおすすめです。3・4階はサークルの活動室

になっています。またHanyang Plaza周辺には、書店や ATMがあります。 

土日・祝日 

土日祝日にも一部学校に入ることが可能です。ただし、各学部の建物と図書館のみに

入ることができ、どちらも入館するには学生証が必要になります。 

2.5 銀行 

漢陽大学校では主に新韓銀行が利用されています。学生証そのものに新韓銀行のデビ

ットカードがついているため、交換留学生も必ず口座を作ることになります。口座開

設の際、パスポートのみで開設できる場合もあるようですが、私の時は外国人登録証

が必要でした。入学して手続き後、2週間程で外国人登録証が発行されるため、その

後口座開設をしました。 

また韓国の銀行にはそれぞれアプリがあります。銀行の窓口で利用申し込みさえすれ

ば、外国人であっても利用できます。 

学校内には新韓銀行の支店があり、ATMは至る所にあります。経済金融大学から最も

近い ATMは地下 2階の食堂前と、サイバー大学のコンビニエンスストア前です。引

き出し手数料は無料で、同銀行間の送金手数料も無料です。 



2.6 食事 

経済金融学部の周りで食事をとれる場所は、経

済金融大学の地下 2階の食堂もしくはコンビニ

エンスストア、向かいにあるサイバー大学のコ

ンビニエンスストア・カフェ等があります。ま

た距離がありますが、生活科学大学の教員用食

堂、漢陽女子大学校の食堂の料理はおいしくて

おすすめです。 

2.7 掲示 

経済金融大学の建物の前には学生会からのお知らせが掲示してあります。特別なイベ

ント、テスト期間、夜食配布、学科のジャンバーの購入等、様々なことについて掲示

があります。 

2.8 ロッカー 

経済金融大学の地下 1階にはロッカーが設置されています。新学期が始まると学部の

建物の前にロッカーの申し込みについて掲示があり、その数日後に先着順で申し込み

が行われます。経済金融学部の学生であり、学生証があれば申し込みできます。使用

料はかかりません。使用できる期間は新学期開始～次学期開始前です。 

また、各図書館にもロッカーが設置されおり、これも別途申し込みをすれば利用可能

です。 

2.9 サークル活動 

新学期が始まるたびに、サークルの紹介イベントが開かれます。各サークルがブース

を開くので、そこに行き申し込みをすれば、加入することができます。主に 1,2年生

が中心となってサークルを運営しています。 



2.10  野球ジャンバー（과잠） 

韓国の大学生はよく大学と学部の名前が入った野球ジャンバーを着ています。それら

のジャンバーは毎年春に各学部の学生会によって作られており、多くの大学生は入学

年度にそれを購入します。漢陽大学校の経済金融大学では、春になると学部前の掲示

にジャンバー購入希望者に対する掲示があります。掲示に従って申し込みをすれば、

交換留学生であっても購入可能です。私の時は、価格は 3～4万ウォンで、左腕の方の

あたりに好きな番号を袖のあたりに好きな文字を入れることができました。 

2.11  学校近辺 

漢陽大学校は地下鉄漢陽大駅と往十里駅（왕십리역）の間にあります。漢陽大駅から

往十里駅に学校沿いを歩いていくと、たくさんのお店やレストランがあります。また

学校の正門前位には Enter6というショッピングモールがあります。往十里駅には e-

martという大型スーパーと Enter6の両方があり、映画館や温泉もあります。また、

学校から見て往十里駅の向こう側にもお店やレストランがあります。寮に住んでいた

頃は、買い物に不自由することはありませんでした。 

3 生活 

3.1 留学直後の手続き 

留学先の大学に入学手続きが完了すれば、必ず外国人登録を行わなくてはなりませ

ん。在籍証明証を持って、自分が住んでいる住所の移住センターに行き登録します。

詳細はオリエンテーションで確認できます。自分で登録しに行くこともできますが、

難しい場合はチューターを登録していれば彼らがサポートをしてくれます。登録後、

登録されている住所に外国人登録カードが送られてきます。 

漢陽大学校の留学生は留学前と留学開始直後に健康診断を受けるように求められます

が、私の周りの留学生は誰も受けていませんでした。 



3.2 住居 

漢陽大学校には 2種類の寮があります。1つは一般の留学生寮、もう 1つは留学生用

の借り上げ寮です。神戸大学からの留学生は借り上げの寮のみを選択することができ

ます。借り上げ寮にも種類があり、立地も異なります。1ルーム型となっており、付

属の設備は、照明、マットレス付ベッド、机・椅子、本棚、下駄箱、洗濯機、トイ

レ、シャワー、簡易 IHコンロ、無料インターネットです。その他必要なものがあれ

ば、学校周辺の e-martやダイソーでほとんど揃います。借り上げ寮内には食堂がな

く、台所もありません。多くの学生は外食で済ますか、IHコンロで簡単な料理を作っ

て生活をしています。家賃とは別に、光熱費、ガス費も支払わなくてはなりません。

その支払い方法は、新学期ごとに寮の事務局に一定のデボジットを支払い、そこから

毎月引かれていきます。そのため、入寮者が直接支払うことはなく、事務局の方で支

払いをしてくれます。余ったデポジットは退寮時に返金されます。 

また下記は私が留学していた時の借り上げ寮の種類と価格です。この家賃には夏休み

や冬休みの長期休暇分が含まれていないため、別途支払いを求められます。デポジッ

トは途中で 60万ウォンに値上げされました。 



一方で他大学の寮や一般の寮に比べて割高であるため、退寮して引っ越しをする人も

います。韓国の学生は主に、ワンルーム、数人でルーム・ハウスシェア、コシウォ

ン・コシテルという外部の寮のようなところの、いずれかを利用しています。ただ、

往十路駅周辺は地価が高いことで有名で、漢陽大学校から徒歩圏内のワンルームだと

月 70万ウォン、コシテルは月 50万ウォン程度です。そのため地下鉄で 2,3駅離れた

ところに住む学生が多いです。また韓国の物件に住むには 100万ウォン～5000万ウォ

ン程の保証金が必要であるため、その支払いが難しい留学生はコシウォン・コシテル

に住んだりルーム・ハウスシェアをしていたりします。私は、地下鉄 7号線の江東駅

（강동역）にある One and One Houseというシェアハウスに引越しをしました。4

つの部屋から成り、1部屋につき 2~3人が住むことができます。私は 3人部屋で月

38万ウォンでした。学校からは地下鉄で 20~30分の距離でした。 

3.3 携帯・インターネット 

学校内であればWi-Fiが使用できます。また一般的なキャリアの契約は日本と同様 2

年単位になっているので、交換留学生が契約するのは難しいです。私は SIMフリーの

中古スマートフォンを購入し、学校からもらったプリペイドの SIMカードを挿入して

使用していたので、電話番号と 3Gのデータ通信の使用ができました。他の方法とし

ては、電話番号だけを希望する場合、各キャリアの携帯ショップでフィーチャーフォ

ン（ガラケー）と電話番号の契約をすることも可能なようです。また、韓国の市内や

地下鉄にはキャリアのWi-Fiがあるので、携帯ショップで最安値の契約をし、キャリ

アのWi-Fiのみを利用している人もいました。 

3.4 交通 

韓国に住む上で、T-moneyは必需品です。全国の地下鉄とバスで使用できるプリペイ

ド型の IC切符です。現金で毎回切符を買うよりも割安です。また、地下鉄とバス両方

を利用する場合は、一定時間内に乗り換えをすれば、乗り換え割引が適応されます。

T-moneyは学校のパソコンでプリントする時にも利用します。チャージの仕方は、コ

ンビニや地下鉄の券売機で行うことができますが、現金のみで支払いが可能です。 

ソウルの地下鉄は非常に発達し便利なことで有名です。基本的に地下鉄を利用して殆

どの場所に行くことができます。切符には 2通りあり、一般の切符と T-moneyがあり

ます。また、日本の新幹線にあたる KTXを利用すれば全国どこにでも行くことができ



ます。KTXはインターネット上もしくは KTXがある駅の専用券売機で予約が可能で

す。 

またバスもたくさんあります。運賃は T-moneyもしくは現金で支払います。車内放送

は韓国語のみで行われ、音量が小さく聞き取りにくいことがほとんどです。そのた

め、乗り慣れたバスでないときは携帯の GPSを利用して降りる場所を判断するのがお

すすめです。 

3.5 認証 

韓国で生活していく上で最も苦労したのが認証です。韓国はネット上で会員登録やシ

ョッピングをする際に必ず本人確認が必要になります。その方法は、主に携帯電話番

号もしくは I-PINです。携帯電話番号を保有しており、その番号に本人の姓名・性

別・誕生日が正確に登録されていれば、その番号を使って認証ができます。もう一つ

が I-PINです。I-PINとは韓国で認証をするための専用の IDのことです。I-PINをつ

くる際に本人確認が行われているので、一度つくれば継続的に使用できます。ただし

I-PINの使用が 1年間されなかった場合は自動的に I-PINが消去されます。I-PINを

つくるためには、公認認証証（공공인증서）が必要になります。公認認証証は銀行の

窓口で、無料で、即日発行してもらうことができます。 

3.6 日本人 

漢陽大学校には日本人が非常に少ないです。私と同じ時期に入学した交換留学生の日

本人は知っている人数で 5人だけで、全員語学堂に通っていました。他のソウル市内

の大学には日本人が多くいると聞いているので、日本から離れて生活してみたいと思

っている方には、漢陽大学校はとてもおすすめです。 

また、日本で心配されているような反日感情はほとんど感じませんでした。10か月の

留学生活の中で、日本人だからという理由で嫌な思いをしたことはありません。た

だ、授業中に日韓関係について日本人としての意見を求められたことはありました。 



4 課外活動 

4.1 アルバイト 

近年制度が変わり、申請さえすれば交換留学生のアルバイトが可能になったと聞いて

います。詳しいことはオリエンテーションで教えてもらえると思います。 

4.2 学生団体 

韓国にはサークルの外に、様々な学生団体があります。私はインターネットで探し、

他大学合同の学生団体に入っていました。 

5 漢陽大学のおすすめポイント 

5.1 日本人が少ない 

とにかく日本人が少なく、日本語を聞く・話す機会がほとんどありません。せっかく

韓国に留学するなら韓国社会にどっぷり浸かれる漢陽大学校がおすすめです。 

5.2 経済金融大学の教授や学生が優しい 

日本人の留学生がとても少ないこともあり、周りの人がいつも助けてくれました。自

然と友達ができ、多くの教授に顔を覚えてくださり、毎日充実した日々を過ごせまし

た。 

5.3 非常に大きな大学である 

大きな学校であるために設備が整っています。また学生の人数も多いため、サークル

の種類が豊富で、様々な人に出会えます。 



5.4 近年、大学評価の順位を上げつつある(?) 

漢陽大学校のホームページで、韓国・中央日報の

『2016中央日報大学評価 総合評価 漢陽大学校 2

位…ベンチャー創業者 490名輩出』という記事

（http://news.joins.com/article/20731801）が紹

介されていました。右の図はその新聞記事に記載

されていた総合評価のランキング表です。一般的

には SKY（ソウル大学校・高麗大学校・延世大

学校）の後に、西江大学校と成均館大学校が続

き、その後ろに漢陽大学校が来ると言われます。

しかし、近年は中央日報のように漢陽大学校が高

く評価されることもあるようです。 
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