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01_選考日程

01. 選考案内

02_募集系列/学科

※ 本要項に案内された選考日程·場所、選考運営·評価方法はCOVID-19の拡散状況により変更になることがあります。
      変更がある場合は大学ホームページにてお知らせします.  

※ 上記の系列/学科は韓国語で授業が進行される専門学士学位の課程です。
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区分 日時 場所 備考

願書受付 2021.9.1(水)～2022.2.11(金) 大邱広域市 北区 伏賢路 35 永進専門大学校 本館115号 
国際交流院 外国人入学選考担当者宛

提出書類
4ページ参照

書類  / 面接審査 願書受付後15日以内 オンラインまたは
永進専門大学伏賢キャンパス

書類選考通過者に限り
面接審査進行

合格者発表 面接後7日以内 個別連絡先(携帯,メール)

合格者授業料の納付 後日通知 案内文で納付期間 および
納付方法を通知

授業開始 2022. 3. 2(水)

区分 系列 / 学科 専攻 期間 備考

工学

コンピュータ情報系列
•AIビックデータ応用 ソフトウェア科     •コンピュータ情報科
•情報セキュリティ･ゲームコンテンツ科     •日本IT科  

３年制

AI融合機械系列
•スマー ト融合デザイン科     •AIロボット自動化科     •スマートCAD/CAM科
•エネルギー化学プラント科     •未来自動車設計科 2年制

半導体系列 •半導体ディスプレイ科    •半導体システム科    •IT化工素材科 2年制

電子情報系列 •AI電子科    •スマート医療IT科    •未来自動車電子科 2年制

新再生エネルギー
電気系列

•新再生エネルギー科    •デジタル電気 科    •電気鉄道科
•電気自動車科    •自動化システム科 2年制

建築工学科 •建築工学設計専攻    •建築施工専攻 2年制

インテリアデザイン科 •インテリアデザイン専攻    •施工管理/木工専攻    •展示デザイン専攻 ３年制

コンテンツデザイン科 •視覚デザイン専攻    •オンラインコンテンツ / 映像専攻 2年制

無人航空ドローン科 2年制

人文
社会

経営会計サービス系列
•電算税務会計科    •サービスマーケティング科
•事務· 金融科    •グローバルビジネス科 2年制

ホテル航空観光科 •ホテル外食カジノ専攻    •航空サービス専攻    •グローバル観光専攻 2年制

社会福祉科 2年制

幼児教育科 ３年制

自然
科学

保健医療行政科 2年制

ペットケア科 •ペット美容専攻    •ペットケア専攻    •ペット管理専攻 2年制

調理製菓製パン科 2年制

クリエイ
ティブ
ライフ

漫画アニメーション科 •Web漫画コンテンツ専攻    •デジタルアニメーションデザイン専攻 2年制

トータルビューティー科 2年制



02. 提出書類

04_出願資格

 01_提出書類案内 

03_出願方法および選考·手続き 

    A. 出願方法
        - 出願者は系列/学科の中から一つの系列·専攻を選んで出願します。

    B. 選考·手続き

    A. 本人および両親も皆韓国国籍を有さない者
        - 出願者と親のうち一人でも韓国国籍を有している場合、外国人選考で出願することはできません。
　　  - 父親または母親のどちらか一方のみ法的に家族である場合は、該当する父親または母親の国籍のみが出願資格に反映されます。ただし、国か
                ら発行される書類での認証が必要です。

    B.  韓国内·外の高等学校卒業者または2022年３月高等学校卒業が可能な者
　　  - GEDなどの国内外の高等学校卒業程度認定試験、ホームスクーリング、サイバー学習などの学力認定方法は認められません。

02 • 03 

順番 提出書類項目 必須 細部事項

1 入学願書 ○ •当学ホームページダウンロード

2 自己紹介書、学業計画書 ○ •当学ホームページダウンロード

3 証明写真 ○ •３cm×４cm 背景は白で3枚     •写真の裏面に氏名を記載のこと

4 高等学校卒業(見込み)証明書 ○
•Apostille または領事認証を受けた卒業(見込み)証明1部(原本提出必須)
   - 韓国語または英語で発行されていない証明書の場合必ず翻訳公証後にApostilleまたは領事認証
   - 大韓民国所在の高等学校卒業(予定)証明書の場合Apostilleまたは領事認証を受ける必要がない 

5
高等学校の全学年(G10～12)の

成績証明書 ○ •Apostilleまたは領事認証を受けた全学年全学期の成績証明書1部 (原本提出必須)
   - 韓国語または英語で発行されていない証明書の場合必ず翻訳公証後にApostilleまたは領事認証

6
出願者および親の 

身分証明書類 ○ •出願者および親のパスポートのコピー各1部
•パスポートを持たない場合当該国が発行する身分証のコピーを提出

7 出願者と親の家族関係証明書 ○ •出願者の出生証明書  原本1部
   - 出生証明以外にも出願者と親との家族関係が確認できる戸籍謄本、家族関係証明書の提出が可能

8 財政能力証明書類 ○
•財政証明書類:残高証明書(発行後30日以内のもの)
•本人または両親名義1,800万ウォン,またはUSD18,000＄以上
•英語で発給された残高証明書の原本を提出

9 韓国語能力証明書類 △ •TOPIK所持者に限りコピーを提出

10 外国人登録証 △ •現在韓国内に居住している外国人に限りコピー提出    
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02_書類提出時の注意事項

A.  高等学校卒業予定者の場合、合格後の卒業証明書を2022年3月末までに永進専門大学国際交流院事務室に必ず提出してください。

B.  書類は原本を提出することを原則とします。ただし原本を提出できない場合は当学の国際交流院で原本と照らし合わせて確認を受けた場合のみ、

     コピーを提出することができます。

C.  提出書類上の氏名や生年月日が異なる場合は、同一人物であることを証明する証明書を添付しなければなりません。

D.  韓国語または英語で作成されていない書類は、必ず公証を受けたハングル(または英語)の翻訳書を添付して提出してください。

E.   自己紹介書および学業計画書は韓国語 / 英語/日本語のいずれかで作成してください。

F.   国家別家族関係証明書類(例)

出願者は高等学校発行の卒業(見込み)および成績証明書類については、「A、B」いずれかの書類を期間中に提出しなければなりません。やむを得な
い事情により提出が遅れる場合は合格者発表後、指定期限内に国際交流チーム（キム·チェウォン担当）に必ず提出してください。

 A. アポスティーユの認証を受けた学歴(高等学校卒業(見込み)および成績証明)の書類
 B. 日本の韓国領事の認証を受けた学歴(高校卒業(見込み)および成績証明)の書類

 A. アポスティーユ協約
    1) 協約加盟国間の公文書の円滑な相互認証のため外国公館の領事認証手続きを廃止し、公文書発行国がこれを認証する。
    2) アポスティーユが認証された協約加盟国の文書は在外公館の領事認証と同じ効力。
    3) 査証発給認定書の発給など申請時の添付書類のうち領事認証を要件とする提出書類は、既存の領事認証(非締約国)またはアポスティーユ認証を
          経た文書も認定(出入国審査課-8354, '07.8.13)
  B. ハーグ国際司法会議(Hague Conference on Private International Law)ホームページ(www.hcch.net)のApostille Sectionで国別関連機関情報などの最新
       資料の照会可能。

A. 公文書(国公立学校など) 

B. 私文書(私立学校など) 

G.募集要項に明示された提出書類以外にも出願資格に関して事実確認に必要な追加証明書類を要請することがあります。
※ 提出した書類は返却いたしかねます。

フィリピン : Family Census、インドネシア: 家族関係証明書(KARTU KELUARGA)、バングラデシュ: ジャンマー·カーガスまたはジャンマー·サイードチケッ
ト、ベトナム : 戸籍簿(So Ho Khau) または出生証明書 (Giay khai sinh)、モンゴル : 親族関係証明書、パキスタン: Family Certificate、スリランカ: パウラサー
ティフィケート、ミャンマー : 家族関係証明書(インタウンスサエン)、ネパール : ゾンマダルダ、キルギスタン、カザフスタン、ウズベキスタン、ウクライ
ナ、タイ: 出生証明書

03. アポスティーユ(Apostille)および領事認証に関する案内

01_卒業(見込み)学校の学歴検証認証書類提出の案内 

02_アポスティーユ(Apostille)協約に関する参考事項 

03_アポスティーユ(Apostille)の発行手続き

該当国家
公文書発給

該当国家
私文書発給

Apostille
発給機関を

訪問

Apostille
発給申請

Apostille
発給機関 審査

Apostille
発給機関を訪問

Apostille
発給申請

Apostille
発給機関 審査

Apostille
発給

Apostille
発給

該当国家
公証事務所

公証
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A. 出願資格審査は基本的な審査や学業計画など総合的に行われるため評価内容を発表せず、審査過程において追加の書類要請が必要な場合は出願
     者に個別に連絡します。

B. 全ての書類の提出義務は出願者にあり、書類未提出により生じる不利益は本人責任となりますのでご注意ください。

C. 緊急連絡のための携帯メールや電子メールの利用が多くなるため、入学選考期間中の出願者または保護者へすぐに連絡が可能な電話番号だけ
     でなく、携帯の電話番号や電子メールアドレスも正確に入力する必要があります。

D. 合格後、授業料を定められた期限までに納付しない場合は合格を取り消します。

A. 所定の手続きおよび選考に応じなかったり、書類の不備により選考が不可能な場合は不合格となります。

B. 提出書類の偽造·変造および虚偽記載、代理面接等の不正行為者、出願資格に満たない者は不合格となり、このような事実が後で発見された場合、
     入学が許可された後でも合格または入学を取り消します。

C. 当学が出願者の学歴が適切な水準に達していないと判断した場合、選抜されません。

D. 入学選考評価内容は一切公開しません。

•永進専門大学校 国際交流院外国人入学担当者の連絡先

※前年度（2021年度）基準の授業料/新規登録金は2021年12月中に発表 

01_出願および登録に関する事項

02_選考関連事項

04. 留意事項

05. 案内事項

06. 登録金

区分 電話番号 eメール

韓国語 +82-53-940-5630

intl@yju.ac.kr英     語 +82-53-940-5630

日本語 +82-53-940-5717

 

系列 / 学科 入学金 授業料 / 学期 総額
コンピュータ情報系列 

351,000ウォン 3,201,000ウォン 3,552,000ウォン
コンピュータ応用機械系列

ICT半導体電子系列

351,000ウォン 3,197,000ウォン 3,548,000ウォン

新再生エネルギー電気系列

建築インテリアデザイン系列

コンテンツデザイン科

ドローン航空電子科

経営会計サービス系列

351,000ォン 2,516,000ウォン 2,867,000ウォン
ホテル航空観光系列

社会福祉科

幼児教育科

保健医療行政科 351,000ウォン 2,876,000ウォン 3,227,000ウォン 
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07. 奨学金

08. 学生寮

区分 名称 対象者 内容 備考

入試奨
学金

入試奨学金 A 協約機関 / 協約学校出身
•入学金免除
•最初の学期の授業料30%免除

入試奨学金 B 本校韓国語課程修了者
•入学金免除
•最初の学期の授業料30%免除

入試奨学金 C 韓国他大学韓国語課程修了者 •入学金免除

名品国際連携
注文式教育奨学金 協約機関 / 学校長が推薦する者

•入学金免除
•最初の学期の授業料100%免除

内部審査進行後選抜

TOPIK奨学金 TOPIK(韓国語能力試験資格) 保有者 •成績により支給額が決まる

外国語能力
優秀者奨学金 英語能力資格保持者

•入学金免除授業料減免 学生寮、
     生活費支援

内部審査進行後選抜
(立稲先売クラス)

在学奨
学金 学業奨励奨学金 前学期の平均2.0以上の者 •成績により支給額が決まる

※入試奨学金は重複して受けることはできません。
※入試奨学金重複に該当する際は学生が一つを選択できます。

※ 留学生専用の学生寮を提供

 A. 新入生 TOPIK 奨学 

•TOPIK (韓国語能力資格) 2級 : 最初の学期の授業料20% 免除
•TOPIK (韓国語能力資格) 3級 : 最初の学期の授業料40% 免除
•TOPIK(韓国語能力資格)４級以上 : 最初の学期の授業料50% 免除
•ほかの入試奨学金と重複して受けることはできません。

B. 学業奨励奨学金

成績 奨学金

4.2 以上 授業料 100% 免除

4.0 以上  4.2 未満 授業料 70% 免除

3.7 以上  4.0 未満 授業料 50% 免除

2.5 以上  3.7 未満 授業料 30% 免除

2.0 以上  2.5 未満 授業料 20% 免除

区分 料金 備考

1人 1室 280,000ｳｫﾝ /月  光熱費含む

    



    

instagram.com/
oic_yju

facebook.com/
oicyju

twitter.com/
oic_yju_

YEUNGJIN UNIVERSITY

伏賢キャンパス
韓国 大邱広域市北区伏賢路35 〒41527

東京事務所
東京都港区南青山2-2-8 DFビル10 〒 107-0062

TEL .  
伏賢キャンパス: + 82-53-940-5630
東京事務所 : + 81-70-1371-9565

E-mail. intl@yju.ac.kr

Homepage : www.yju.ac.kr


