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>> 系列/ 学科
専門学位コース

系列・学科

2年課程

コンピュータ情報系列

経営会計サービス系列

○
○
○
○
○

グローバルホテル航空観光系列

○

副士官学科

○
○
○

コンピュータ応用機械系列
ICT半導体電子系列
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学科
社会福祉学科
幼児教育学科

学士学位コース

3年課程

4年課程

○

○
○
○
○
○
○

○

備考

グローバルビジネスクラス
韓国語クラス/
グローバル観光クラス

○

○

看護学科

>> 注文式教育(オーダーメイド式教育)
韓国最高の産学協力システム、社会に認められる人材育成を担っています。
・1994年永進専門大学において初めて創案された
実務教育システム
・企業より教育課程や採用人員の注文を受け、
それに合わせた専門技術者を養成
・韓国国内 126の大学に波及し、最近 10年間
政府より 1,850億ウォンの支援を受けている
・国内のサムスン、LG等 772社の企業と 9,123名の注文式教育締結の実績
・日本、中国、アメリカ、ドバイ他海外 11カ国 173社以上の企業、2,180名の国際注文式教育の締結

韓国語語学課程
課程名

教育目標

内容

備考

初級クラス

TOPIK２級

日常生活に必要な基礎会話

中級クラス

TOPIK３級

語彙を増やし様々な場面での会話

上級クラス

TOPIK４級

文化やニュース等についての会話や作文

出席率（85％以上）と
評価により進級

－ 学期日程 (2021年基準)
1学期

2学期

2021年3~5月

3学期

2021年6~8月

2021年9~11月

4学期

2021年12~22年2月

－ 教育時間と授業料
区分

学期別

教育期間
10週

時間/週
20時間

時間/日
4時間

総教育時間
200時間

授業料

100万ウォン/学期

>> 日本人留学生コース
[ 正規課程 ]

グローバルホテル航空観光系列 (韓国語クラス/グローバル観光クラス)

[ 韓国語クラス ]
グローバルマナー、英語
会話、韓国文化理解、
韓国言語理解

観光通訳会話、ビジネス
外国語実務、観光外国語
実務、航空旅行英語

就職韓国語、観光通訳
会話、航空サービス実務、
ホテル飲食サービス

観光外国語実務、ビジネ
ス外国語実務、セールス
外国語実習、ホテル外食
サービス

コミュニケーション技術
(e-learning)、TOEIC、
航空サービス実務、観光
通訳会話

セールス外国語実習、観光
外国語実務、観光外国語
会話実習、バリスタ実務

[ グローバル観光クラス ]
観光外国語初級、観光
外国語演習、観光通訳
基礎会話、グローバル
サービス実務

観光通訳会話、観光外
国語会話演習、現場実習、
バリスタ実務

経営会計サービス系列 (グローバルビジネスクラス)

[ グローバルビジネスクラス ]

英会話、経済理解、
基礎英語、韓国文化
理解

共通
事項

総合英語、ビジネス実務
英語、ビジネス文化理
解、ビジネス言語理解

マーケティング、会計、
ビジネス書類作成、
財務管理

国際経営論、
貿易実務、
起業経営戦略、会計

－ 日中韓の学生たちで構成された国際クラスで集中的な英語学習とその他の外国語および観光実務を中心とした教育課程を
通じて観光・経営分野のグローバル人材を養成し、国内および海外優良企業との就職連携
－ アメリカなどの海外姉妹大学へ交換留学実施
－ 英語圏姉妹大学に無試験で3年生へ編入可能
－ 国内、海外の注文式教育提携をしている企業又は日系企業への就職

>> 学費・奨学金・特典
❖ 専門学士課程、学士課程の学費 (入学手続金80万ウォン別途)
系列・学科

授業料（1年生1学期）

コンピュータ情報系列

3,201,000ウォン(約277,800円)

コンピュータ応用機械系列

3,201,000ウォン(約277,800円)

ICT半導体電子系列

3,197,000ウォン(約273,500円)

新再生エネルギー電気系列

3,197,000ウォン(約273,500円)

建築・インテリアデザイン系列

3,197,000ウォン(約273,500円)

コンテンツデザイン学科

3,197,000ウォン(約273,500円)

経営会計サービス系列

2,516,000ウォン(約215,200円)

グローバルホテル航空観光系列

2,516,000ウォン(約215,200円)

※上記の授業料は為替相場の変動により、少し異なる場合があります。2020年6月1日の為替相場基準、2020年入学基準一学期 2,516,000ウォン

❖ 奨学金

・留学生奨学金制度により1年生2学期から成績によって20%~100％免除になります。(2019年基準)
奨学事例

前学期評定平均

成績奨学金の種類

経営会計サービス系列、グローバル
ホテル航空観光系列本人負担授業料

4.2以上

100％

0円

4.0以上～4.2未満

70％

約64,560円

3.7以上～4.0未満

50％

約107,600円

2.5以上～3.7未満

30％

約150,640円

2.0以上～2.5未満

20％

約172,160円

❖ 留学生の特典
・韓国文化体験支援、外国人留学生チューター制度
・韓国語スピーチ大会開催、模擬TOEIC支援
・放課後、韓国語の特別授業を提供
・専攻科目の特別講義の提供

[ 視聴覚室 ]

❖ グローバル人材養成プログラム

ヨーロッパ、中国、アジア圏の学生と一緒に韓国文化体験、
グローバルゾーンの運営、韓国語教育、チューター制度などの活動支援

❖ キャリア支援

就職率4年連続全国１位の信頼できる注文式教育

出井伸之 (前SONY会長)
クオンタムリープ株式会社
代表取締役会長
「考え方を転換してストレスをチャンスと
捉え、意欲を持って学び続ければ、ストレス
は自分にとって肥しとなり、自分を大きく
成長させる原動力になる」と就職活動中の
学生たちにエールを送った。

❖ 卒業生から聞く進路

恒吉美帆子(2018年観光系列卒業生)

国立慶北大学大学院在学中

留学、そして校内アルバイトから夢をつなぐ先輩
私はK-POPが好きな姉の影響で韓国語に興味を持ち、高校2年生の時に語学研修プ
ログラムに参加しました。その時の楽しい思い出から韓国留学を夢見るようになり
ました。高校３年の時に進路指導の先生の勧めで永進専門大学への入学を決断し、
高校卒業後すぐ韓国に旅立ちました。
永進専門大学校での留学生活は楽しい思い出でいっぱいです。韓国人の友達はみんなフレンドリーで
いつも積極的に話しかけてくれ、中国人の友達とも今でも頻繁に連絡しています。いつも優しい教授
は、何か悩みがある時はすぐに相談に乗ってくださいました。人間関係において本当に恵まれた環境で
した。また奨学金がある為、経済的に韓国留学を諦めなければならない方
も希望が持てます。私も学費全額奨学金を受け、両親からの仕送りと校内
アルバイトで、経済的に不自由なく生活できました。そしてその時の日本
語を教えるアルバイトを通して日本語教育に興味が芽生え、四年大学に編
入することに決めました。現在は日本語教師を目指して大学院に在籍し
ています。
永進専門大学校は、私の基礎をつくってくれた大切な場所です。皆さんも韓
国留学を通して未来の「夢」を育んでみませんか。皆さんの留学生活を応援
しています。ファイティン!

>> 留学生の進路
2019年度世界12カ国から494人の留学生が永進で学んでいます。
本校を卒業後、学生たちはオーダーメイド式教育の依頼をいただいた企業へ就職のチャンスを得ることになります。
あるいは日本と韓国での就職、当校学士課程への進学、その他4年生大学に編入が可能です。
日本企業への就職

  

就職
進学

韓国企業への就職

永進(ヨンジン)
専門大学

永進(ヨンジン)専門大学学士課程進学
他校への編入学 (韓国、日本、米国の各大学)

日本人留学生の就職先
▶ 日本観光公社   ▶ 空港・ホテル
▶ 免税店             ▶ 貿易会社 等

>> 編入学
韓国内全ての大学、日本・アメリカの大学
無試験 / 編入学
編入によりヨンジン専門大学校から海外名門大学
への近道が開けます!

>> 国内外の無試験編入可能な大学

国家

大学名

学科名

国内

延世大学等約30の大学

大学別提携学科

ウィスコンシン州立大学

米国

中国

社団法人IEU会員大学100校
(提携校奨学金あり)

全ての専攻

パデュー大学

経済学科、会計学
科、財務学科、
マーケティング
人事管理

北京外国語大学、上海師範
大学、天津大学、河北大学、
南开大学

全ての専攻

>> 留学生の居住環境と大学施設
留学生寮は一人部屋になります。無料Wi-Fi、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、ベッド、机、電子レン
ジなどの生活必需品を取り揃え留学生の居住環境に配慮しています。
家賃：月280000ウォン(光熱費込み)

※ 寮にはいくつかのタイプがあります。

寄宿舎

図書館

テラス

スポーツジム

>> 交通の便 <<
東デグ駅
デグ国際空港
総合病院
市内まで

車で10分
車で5分
徒歩5分
車で15分

>> イベント文化体験活動
韓国文化体験
グローバルゾーン

学校祭

▶

▶

▲ グローバルデイ

▶

グローバルデイ

2021年度外国人留学生募集要項
1. 募集人員
系列・学科

募集人員

全系列・全学科

若干名

2. 出願資格

外国籍を有し、次のいずれかに該当する者。
(1) 外国において、学校教育における12年の過程を修了した者及び2021年3月31日までに修了見込みの者。
(2) (1)に準ずる者で教育部の指定した者。
※ Topic2級保有者は面接での優遇あり。

3. 入学試験
願書送付

▶

▶

書類審査

面接試験

▶

合格発表

4. 入試日程
区分

出願期間

書類審査
合格発表

1次

2020.10. 12(月) ～ 10. 30(金)

2020. 11. 06(金)

2次

2020.12. 07(月) ～ 12. 28(月)

2021. 01. 04(月)

3次

2021.01.11(月)~2021.01.29(金)

2021. 01. 29(金)

面接試験

最終合格発表

2020. 11. 11(水) ~
2020. 11. 13(金)

2020. 11. 16(月)

2021. 02. 03(水) ~
2021. 02. 05(金)

2021. 02. 08(月)

2021. 01. 08(金)

2021. 01. 11(月)

5. 出願書類

(1) 入学志願書 (ダウンロードした用紙にご記入ください）
(2) 最終学校卒業証明書と成績証明書日本語で各1部
(3) パスポートの写し(本人と保護者各1部)
(4) 住民票 (家族関係が証明できるもの)
(5) 写真3枚 (縦4.5cm × 横3.5cm)

(6) 推薦書 (学校からの推薦の場合、様式の指定はありません）

6. 出願方法

(出願書類は本学国際交流院に直接ご持参、もしくはご郵送ください(必着)。
ご持参の場合は土日祝日を除く平日の9時から17時までです。

【受付先】▶郵便：41527 韓国大邱広域市北区伏賢路35 永進専門大学校国際交流院
                                 ▶TEL：+82-53-940-5717          ▶メール：jcs@yju.ac.kr

