Global Leader

韓国留学といえば、

永進専門大学!
[ 永進専門大学 ]

・設 立 日：1977年開校学校区分：専門大学(日本の短期大学)
・就業年限：2年~4年
・授与学位：専門学士学位(日本の準学士学位) 2~3年制
：学士学位 4年制
・位
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置：大韓民国大邱広域市伏賢洞
- 中心街：タクシー14分所要
- 東大邱駅（KTX停車駅)：タクシー8分所要
- 大邱国際空港：タクシーで5分所要

日本人留学生のための永進専門大学の長所
1) 日本人留学生の学業及び生活のサポート
A) 本校の日本人教授9名と職員3名で構成
B) 外国人登録証の申請から卒業までの韓国生活および学業のためのサポート

2) 国内-日本就職に定評あり!
A) 韓国グランドハイアット済州ホテルと協約
B) 日本国内の大手IT企業へ就職、韓国内の大学の中でもずば抜けた成果
(ソフトバンク30名、楽天15名Yahoo! JAPAN3名など）

3) 留学費用負担軽減!!!
A) 学費:500万ウォン~640万ウォン/年(学科によって授業料が異なります)
B) 寮:28万ウォン/月、１人１部屋
C) 成績奨学金:GPA2.0(70点)以上の等級によって授業料 20%~100%減免
D) 他の地域に比べて安い大邱の物価

4) 韓国語学習のための学位課程学科運営
A) ホテル航空学科内で韓国語観光クラスを運営
B) 韓国語初級者も可能
C) 韓国語と観光関連専攻の授業
D) 卒業後、韓国内の有名ホテルに就職

学校紹介および韓国留学の長所
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日本人留学生のための

推薦学科
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ホテル航空学科

韓国語クラス専攻

Department of Hotel, Airline Service

A) 学年制：2年制コース
B) 目標：韓国語能力と観光関連専攻の技術を習得
観光業関連専門家養成
C) 授業内容:
- 韓国語教育(初級クラス、中級クラス)
- ホテル航空学科内の観光関連専攻の授業が受講可能
・1年生修了後、TOPIK4級以上取得した場合
・主要科目：バリスタ、ソムリエ、航空乗務員
D) 卒業後の進路:
・韓国内のホテル就職(2022年就職実績グランドハイ アットホテル4名内定)
・韓国の4年制大学に編入
04
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コンピュータ情報系列

日本IT科

School of Computer Information / Department of JAPAN IT

A) 学年制：3年制コース
B) 目標：AIベースのWebサービスプログラマーと
ITインフラ運営の専門家養成後、日本国内に就職
C) 授業内容:
- AI(人工知能)+ウェブ(Web3.0)サービス
アプリケーション開発者
- クラウドオペレータ（ITインフラストラクチャ
D) 卒業後の進路:
- 日本の大手IT企業就職:ソフトバンク、楽天、
NHNJapan、J:COMなど
- 韓国内のIT企業への就職
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経営系列

グローバルビジネス学科

School of Business / Department of Global Business

A) 学年制：2年制コース
B) 目標：国際ビジネス専門家養成
C) 授業内容:
- 経営学関連授業ネイティブ(英語)講義の実施
- 英語能力向上のための集中的な英語教育の実施
D) 卒業後の進路:
- 韓国内のホテル就職または韓国内の4年制大学に編入。

日本人留学生のための推薦学科
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永進専門大学

入学ガイドマップ

TOPIK 3~4級以上水準の
韓国語能力保有

韓国語が全くできない

韓国語 +観光 (ホテル,航空)
関連専攻希望(やるきがアレバ)
TOPIK 2級以上の能力推薦

IT 技術修学後
日本大手IT企業就職希望
コンピュータ情報系列
日本IT学科
英語ネイティブ講義及び
経営学専攻希望

経営会計サービス系列
グローバルビジネス専攻

ホテル航空観光学科
韓国語クラス
本人の希望
専攻学科志願
コンピュータ,経営,
ホテル観光以外の学科

語学堂 3~6か月受講後学位課程入学
※ 永進専門大学韓国語教育センター受講後、学位課程入学時、
入学金免除 + 最初の学期の授業料 30% 免除 + TOPIK 取得時奨学金支給
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永進専門大学
韓国語学堂

永進専門大学

韓国語教育センター
(語学課程)紹介

>> 留学費負担軽減と水準の高い韓国語教育
- 3か月(1学期) 授業料 + 寮費 : 184万ウォン
大邱地域のメリット : 物価がソウル圏地域に比べて安く、見どころがたくさん。
おしゃれなカフェやグルメが満載の韓国三番目の大都市。
- 永進専門大学学位課程の韓国人在学生との様々な日韓交流プログラム運営
・本校日本就職クラス韓国人学生(日本語可能)とのバディプログラム、国際文化交流プログラムなど実施
- 様々な国籍の学生で構成されたクラス構成
・トルコ、ウズベキスタン、ロシアなど多様な国籍の留学生が在学中
- 優秀な韓国語教育講師陣による構成(韓国語教員資格1級所持者)

>> 韓国語教育センター韓国語教育プログラム概要
区分

内容

開講

4回 / 年 (3月, 6月, 9月 12月)

学期

10週 / 学期

授業時間数

200時間 / 学期

授業時間

月∼金 / 午前 9時 ~ 午後1時

レベル

6段階(レベル 1 ~ レベル 6)

学生寮

学生全員に割り当て

学費

1,000,000ウォン / 学期

>> 韓国語教育センターの支援および開講日程
学期

新入生書類受付期間

1学期

2022年12月12日~'23年2月21日

2学期

登録締切

オリエンテーション

開講

終講

3月1日

3月3日

3月6日

5月15日

2023年3月6日~5月25日

5月30日

6月1日

6月2日

8月11日

3学期

2023年6月5日~9月1日

9月6日

9月8日

9月11日

11月23日

4学期

2023年9月11日~12月1日

12月6日

12月8日

12月11日

2月21日

(授業料入金)

入学ガイドマップ• 韓国語教育センター(語学課程)紹介
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学位課程の紹介
>> 募集系列 / 学科
区分

系列 / 学科
コンピュータ情報系列

AI融合機械系列

半導体系列
電子情報系列
工学

新再生エネルギー
電気系列
建築工学科

・AIビックテ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TT科

3年制

・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

・半導体ディスプレイ科 ・半導体システム科 ・IT化工業材料

2年制

・AI電子科 ・スマート医療T科

2年制

・未来自動車電子科

・新再生エネルギー科
・デジタル電気科
・電気自動車科
・自動化システム科
・建築工学設計専攻

・建築施工専攻

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

・施工管理/木工専攻

2年制
2年制
2年制
2年制

無人航空ドローン科

2年制

保健医療行政科

3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

・調理専攻 ・製菓製パン専攻

2年制

経営会計サービス系列

・事務金融科
・サービスマーケティング科
・電算税務会計科
・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 ・韓国語観光クラス

2年制

社会福祉科

2年制

幼児教育科

3年制

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科

3年制

トータルビューティー科

2年制

スポーツリハビリ科

2年制

放送映像メディア科

・放送映像クリエイター専攻

・映像編集制作専攻

※ 韓国語クラスを希望する学生はホテル航空観光科を志望してください。
※ 上記の募集系列/学科は韓国語で授業が進行される専門学士学位課程です。
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・電気鉄道科

・インテリアデザイン専攻
・展示デザイン専攻

調理製菓製パン科

クリ
エイ
ティブ
ライフ

期間

インテリアデザイン科

自然

人文
社会

専攻

YEOUNGJIN UNIVERSITY

2年制

備考

>> 登録金
系列 / 学科
コンピュータ情報系列

AI融合機械系列

半導体系列

電子情報系列

新再生エネルギー
電気系列

電子情報系列

入学金

授業料 / 一学期

総額

251,000ウォン

3,201,000ウォン

3,452,000ウォン

251,000ウォン

3,197,000ウォン

3,448,000ウォン

251,000ウォン

2,516,000ウォン

2,767,000ウォン

インテリアデザイン科
コンテンツデザイン科

無人航空ドローン科

経営会計サービス系列

ホテル航空観光科

社会福祉科

幼児教育科

ペットケア科

調理製菓製パン科

251,000ウォン

2,876,000ウォン

3,127,000ウォン

漫画アニメーション科

トータルビューティー科

251,000ウォン

3,304,000ウォン

3,555,000ウォン

※2022年度9月登録金基準
※2023年度登録金は2022年12月中 発表

>> 奨学金
区分

入試
奨学金

在学
奨学金

名称

対象者

内容

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

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

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

備考

・入学金免除

※入試奨学金は重複してう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。

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)4級以上：最初の学期の授業料50％免除

- TOPIK (韓国語能力資格)3級：最初の学期の授業料40％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

学位課程の紹介
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在学生・卒業生のインタビュー
[ ホテル航空観光科 ]
韓国語観光クラス / 清水あいみ
>> なぜ永進専門大学を選びましたか。
ソウルにある語学堂への留学を考えていましたが、永進専門大学はソウルに比べて学
費も安く、専門大学という事で卒業後に短大卒の学士が取得できるので選びました。
>> 今、どんなことを勉強していますか。
今は中級レベルの韓国語とTOPIKの授業に加えて、英語とバリスタの勉強をしています。
>> 将来の夢や目標があれば教えてください。
卒業後は韓国の企業に就職することが今の目標です!

[ 経営会計サービス系列 グローバルビジネス科 ]
澤口優那
>> なぜ永進専門大学を選びましたか。
韓国留学をしたかったけど、どの大学にするか迷ってた時、同じ中学校の先輩が永進
に通ってて紹介してもらいました。今は経営学を英語で学んでいます。一年生の時は英
会話メインの授業が多く、二年生になってからは経営、マーケティング、会計などの専
攻科目を多く習います。
>> 韓国での生活はどうですか
私の学科は日本人がいないので、他の学科の留学生に比べて韓国人学生と過ごす時
間が多くとても満足しています。 困ったことがあったら韓国人の友達が助けてくれ
るので今のところ不自由なことはないです。

[ コンテンツデザイン科 視覚デザイン専攻 ]
太田海音
>> どうして永進専門大学を選びましたか。
日本人留学生対象の支援が豊富で留学生活を安心して出来ると思ったからです。ま
た、2年間で集中的に学べる点もいいと思いました。
>> 今、どんなことを勉強していますか。
視覚デザインを勉強しています。授業ではキャラクターデザインやグッズデザイン、編
集デザイン、UI/UXデザインなど多様なデザインを学んでいます。
>> 将来の夢や目標があれば教えてください。
私はグッズデザイン関連の仕事をしたいです。以前からグッズデザインに興味があ
りましたが、授業を通してさらに興味を持ちました。またイラストレーターの仕事
も興味があるので将来なりたいと思っています。
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I N T E R V I E W
[ ホテル航空観光科卒業 / 釜慶大学経営学部編入 ]
中村萌々香
>> どうして編入しようと思いましたか？
永進に入学する前は長いと思っていた2年間が、思っていたよりもあっという間に過ぎ
てしまい、まだまだ韓国で留学生としてたくさんのことを学びたいと思い、編入を決
めました。
>> 今の大学では何を勉強していますか？
経営学部で観光経営学を勉強しています。元から、マーケティングなど、経営に関
する分野に興味があったため、この学部に志願しました。現在はマーケティングや
会計などといった、経営の基礎に加え、観光分野に特化した経営学について専門的
に勉強しています。観光経営学を学ぶにあたって、永進専門大学で得た知識も役に
立っています。

[ ホテル航空観光科 ホテル外食カジノ専攻 ]
グランドハイアット済州ホテル内定
日高紗樹
>> どうして永進専門大学を選びましたか。
年齢が入学時、既に20代後半だった為、2年制という専門課程に魅力を感じたのと留学
生対象の奨学金制度の充実さが決めた大きなポイントでした。
>> 永進専門大学でどんな内容の勉強をしましたか。
ホテルで実務的に使えるホテルマーケティングやホテル客室管理について。他にもホテ
ル飲食実習やワインソムリエ、バリスタなど実技的な授業も多いです。
>> 将来の夢や目標があれば教えてください。
韓国のホテルにて数年はキャリアを積みたいと考えています！韓国で働く日本人と
して多くのお客様に満足して頂けるサービスをホテルで提供していきたいです!

在学生・卒業生のインタビュー
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充実した学生生活サポート、学生寮・大学施設
>> 学生寮

[ 学校から徒歩5~10分 ]
- 1人部屋 提供
- 家具・家電付き(ベッド、机、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、バスルーム、ミニキッチンなど）
- インターネット無料提供
- 寮費 : 月 28万ウォン(光熱費込み）

>> ワンストップサービスセンター

[ 利用時間：午前9時～午後6時 / 学校の休暇中 午前9時～午後5時 ]
- 学生関連のさまざまな手続きサービス (受講申請、休復学、再入学、など)と
各種証明書発行を一括処理
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>> 図書館

[ 利用時間：午前9時～午後11時 / 学校の休暇中 午前9時～午後5時]

ブックカフェ、キャレル、2人用ルーム、グループスタディルームなど、学習スタイルに合わせた設備完備

>> 学生食堂

>> 体育館

>> ジム

>> グローバルラウンジ

>> 運動場

充実した学生生活サポート
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選考案内
01. 選考日程
面接審査

2023年 1学期

2023年 2学期

備考

• Eメールまたは郵便受付
2023年 4月 3日(月) ～2023年 7月 28日(金) • コピー書類受付

願書受付

2022年10月4日(火)～2023年1月27日(金)

書類 / 面接審査

願書受付後30日以内

願書受付後30日以内

• オンライン 面接

合格者発表

面接後7日以内

面接後7日以内

• 合格者 個別連絡

原本書類提出期間

2022年12月1日(木)～2023年 2月3日(金)

2023年 6月 26日(木) ~ 2023年 8月 4日(金)

授業開始

2023年 3月 2日(木)

2023年 8月 28日(木) (予定

• 原本書類未提出時
合格取り消し

※ 本要項に案内された選考日程、場所、選考運営および評価方法はCOVID-19 拡散状況により変更することがあります。
変更事項がある場合は大学ホームページ にてお知らせします。

02. 出願方法および選考·手続き

01

書類受付及び面接審査
書類受付

書類のコピーで面接進行
[ 提出書類 ]

面接
• ZOOM オンライン面接
• 学業計画および ポテンシャル評価

Eメール または 郵便受付

1. 出願申請書 (入学願書、自己紹介書、学業計画書）
2. 高等学校卒業(見込み)証明書 コピー
3. 高等学校成績表 コピー
4. 本人と両親のパスポートのコピー両親がパスポートを持って
いない場合 当該国が発給するする身分証明書
5. 戸籍謄本 コピー(両親の国籍表記)
6. TOPIK コピー (該当者のみ)

02

合格者発表
• 合格証 送付
• .面接後１週間以内

原本書類提出

下記の原本書類を郵便にて提出
1. 高等学校卒業(見込み)証明書 原本(アポスティーユ または 領事認証必須、郵便消印から４カ月以内に発行されたもの)
2 . 高等学校成績表 原本(アポスティーユ または 領事認証必須、郵便消印から４カ月以内に発行されたもの)
3 . 銀行残高証明書原本(郵便消印から１カ月以内 に発行されたもの、USD 18,000＄)
4 . 戸籍謄本 原本
5 . 証明写真 3枚、3.5cmX4.5cm
※ 開講日の3週間前までに原本書類未提出時 合格取消

03

登録金納付

• 原本書類確認後、登録金

インボイス 発給
(原本書類確認後７日以内)
• 大学登録金納付

04

•標準入学許可書発給

※ 提出書類の詳細については本募集要項を参照
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D-2 標準入学
許可書発給

05

D-2 ビザ申請

•韓国領事館D-2 ビザ申請

06

韓国入国

•大学のオリエンテーション
参加

韓国語学堂 選考案内
01. 選考日程
年度

2023
年度

学期

新入生書類受付期間

（授業料入金）

登録締切り

オリエンテーション

開講

閉講

1学期

2022年12月12日∼23年2月21日

3月1日

3月3日

3月6日

5月15日

2学期

2023年3月6日∼5月25日

5月30日

6月1日

6月2日

8月11日

3学期

2023年6月5日∼9月1日

9月6日

9月8日

9月11日

11月23日

4学期

2023年9月11日∼12月1日

12月6日

12月8日

12月11日

2月21日

02. 選考の流れ・手続き
◎ 韓国語学堂の入学選考プロセス

01

02

03

04

05

選考の流れ·
手続き

授業料
納付

D-4 標準入学
許可発行

D-4 ビザ
申請

入国

01

入学書類
受付

02

選考審査

•以下の書類を郵便にて提出
1. 入学願書 (韓国語 / 日本語 / 英語 択一)
2. 高等学校卒業証明書原本 (アポスティーユ又は領事確認必須、郵便消印から4ヶ月以内に
発行されたもの)
3. 銀行の残高証明書原本 (郵便消印から1ヶ月以内に発行されたもの、USD10,000ドル)
4. 証明写真 3枚、(3.5 X 4.5)
5. 本人のパスポートのコピー
6. 家族関係証明書原本(銀行の残高証明書が親の名義になっている場合のみ、提出)
•書類または面接にて選考審査実施

03 合格者発表

•合格通知送付

04 授業料納付

•インボイス（学費明細書) 受領後、授業料納付

05

06
07

D-4
標準入学
許可書発行
D-4
ビザ申請
入国

•審査後、1週間以内

•標準入学許可書発行

•在日本大韓民国領事館でD-4 ビザ申請
•韓国語教育センターオリエンテーション参加

◎願書郵便受付け住所
(ハングル) 대구광역시 북구 복현로 35 영진전문대학교 본관 115호 국제교류원 국제교류팀 / 유학생 입학담당자 (우) 41527 , Tel : +82-53-940-5627
(英文) Zip Code: 41527, Tel : +82-53-940-5627International Admission Coordinator, Oﬃce of International Cooperation, Main Building #115, Yeungjin
University, 35 Bokhyeon-ro, Buk-gu, Daegu

選考案内
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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

