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HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

2023年度 3月 入学

両親が外国籍の
外国人特別選考(学部)
募集要項

選考日程
区分

2023年度 3月入学

1次選考

2次選考

備考

オンライン
出願登録
および書類提出

2022. 08. 08.(月)
12:00 ~
09.02.(金)
17:00

2022. 10. 11.(火)
12:00 ~
11. 18.(金)
17:00

• オンラインで入学願書及び出願資格審査書類を登録してください

http://international.hufs.ac.kr > Admission Guide > Apply
• ウェブサイトで願書を作成、入学検定料を納入後、本校に書類を持参または書留郵
便にて提出してください。
郵送の場合、出願期間内に到着したものに限り受理します。
• 出願書類の送付先 :
Office of International Admissions & Management #102 Minerva Complex,
Hankuk University of Foreign Studies, 107Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul 02450, South Korea

合格者発表
および
追加面接選考

2022. 09. 30.(金)
15:00

2022. 12. 16.(金)
15:00

• 本校の国際入学管理チームのホームページにて発表し、個別通知は行いません。
• 学部・学科から別途要請がある場合のみ追加で面接選考を行います。

面接選考

2022. 10. 08.(土)

2022. 12. 24.(土)

• 試験開始30分前までに、該当の面接会場に入室して下さい。

最終合格者発表および
奨学金対象者発表

2022. 10. 24.(月)
15:00

2023. 01. 05.(木)
15:00

• 本校の国際入学管理チームのホームページにて発表し、個別通知は行いません。

入学手続
(入学金・授業料納入)

2023. 01. 05.(木) ~ 01. 25.(水)

標準入学許可書発行

2023.01.13.(金) ~ 01.27.(金)

*上記日程は、本校の事情により変更される場合があります。

• ウリ銀行(Woori Bank)の韓国内全支店で可能です。
• 海外から授業料を納入する際、手数料が発生する場合があります。
• 入学手続が完了した合格者から順に、標準入学許可書と事業者登録証を発送します。
(E-mailで送付)

FABULOUS

따라올 수 없는 명실상부 No. 1 Global
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학술 교류협정 체결 현황

99 624

세계 순위

1 서울대

29

2 연세대

73

3 고려대

74

4 성균관대

99

5 한양대

157

6 경희대

270

7 이화여대

346

8 중앙대

392

9 한국외대

410

10 서강대

457

11 동국대

481

12 아주대

488

개국
개
대학 및 기관 (2022)

HUFS에서만 만날 수 있는 특별함
2018년 1차 특수외국어교육진흥사업에 선정된

SPECIAL

11개 HUFS 특수외국어

교육 진흥에 관한 법률」 및 시행령에 따라 11개 언어에 대한 특수외국어 ‘전문교육기관’으로 선정
• 「특수외국어
정부의

재정지원을
바탕으로 학생들에게 다양한 교육 인프라를 지원하며 사회적 수요를 반영한 전문 인력 양성
•

해외 전역으로 뻗어가는

외국인 인재 양성

아너스 프로그램

IDS(International Diplomatic Scholarship) 프로그램


지역학을 기반으로 한 전략지역전문가
• 외국어와
육성 프로그램

어학연수 및 인턴십 수행
• 현지


추천 받은 우수 외국 인재를
• 주한대사관에서
키우는 파격적 장학 제도

인재를 親韓·知韓 전문가로
• 각국
키우는 한국형 풀브라이트 장학 사업

AACSB ‘경영학교육 국제인증’ 획득
AACSB 경영학교육 국제인증으로 경영학부 학사과정, 일반대학원
경영학 석사 및 박사과정, 경영대학원(MBA) 과정에 대한 경영학
교육프로그램 품질을 세계적으로 인정 받음

出願方法
オンライン出願登録

http://international.hufs.ac.kr にアクセスし、
Admission > Apply Online リンクをクリック
願書受付ウェブサイトで アカウント登録(ログイン)

▶アカウント登録は必ず志願者本人の名義で登録してください。

韓国外国語大学両親が外国籍の外国人特別選考出願登録をクリック
▶ 出願登録注意事項および募集要項確認

入学願書作成
入学願書入力事項確認

▶ すべての項目を入力後、保存

入学検定料の支払(クレジットカード、銀行振込み、インターネットバンキング等可能)

▶ 出願登録完了後は入力内容を変更することは一切できませんので、入力内容を十分確認して下さい。

入学願書などをプリントアウトし、出願期間内に本校へ提出

1. オンライン出願時に写真を登録しなかった場合は、プリントアウトした入学願書と受験票に同一の写
真(3×4cm)を直接貼り付けて下さい。
2. 入学願書やその他プリントアウトしたものは、出願資格別の提出書類と共に直接持参または書留郵便
にて提出して下さい。

書類送付先
Office of International Admissions and Management
#102 Minerva Complex, Hankuk University of Foreign Studies, 107 Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul 02450, South Korea

募集学部・学科

ソウルキャンパス

系列

大学
英語
大学

*ELLT学科

募集学部・学科及び専攻

系列

*EICC 学科

ドイツ語科

- フフランス応用語文学専攻
- FATI専攻
- フランス·EU専攻

通訳翻訳
大学

ロシア語科

スペイン語科

マレー·インドネシア語科
アラビア語科
タイ語科

アジア
ベトナム語科
言語文化
ヒンディー語科
大学
トルコ·アゼルバイジャン語科

人
文

ペルシア語・イラン学科
中国言語文化学部

日本語
大学

日本言語文化学部

社会
科学
大学
商経
大学
経営
大学
師範
大学

中国外交通商学部
融合日本地域学部
政治外交学科
行政学科

- 中国言語文化専攻
- チャイナデータキュレーション
専攻

- 経済学専攻

外国語教育学部(フランス語教育専攻)
外国語教育学部(ドイツ語教育専攻)
外国語教育学部(中国語教育専攻)

KFL学部

- 外国語としての韓国語教育専攻
- 外国語としての韓国語通翻訳専攻

募集学部・学科注意事項

マレー･インドネシア語通訳翻訳学科

国際
地域
大学

ギリシャ･ブルガリア学科
中央アジア学科
アフリカ学部
韓国学科

Global Business &
Technology学部
国際金融学科

- 東アフリカ語専攻
- 西アフリカ語専攻
- 南アフリカ語専攻
- Global Business &Technology専攻

融合人材学部

グローバル自由専攻学部(人文)
数学科

自然
科学
大学

- 経営学専攻

韓国語教育科

国際学部 *国際学専攻

イタリア語通訳翻訳学科

グローバル
スポーツ - グローバルスポーツ産業専攻
産業学部

- 融合日本地域専攻

経済学部

英語教育科

スペイン語通訳翻訳学科

ウクライナ語科

融合人材
大学

- 日本言語文化専攻

- 言論·情報専攻
- 広告·PR·ブランディング専攻
- 放送·映像·ニューメディア専攻

経営学部

ドイツ語通訳翻訳学科

セルビア･クロアチア語科

経商
大学

- 中国外交通商専攻

メディアコミュニ
ケーション学部
*国際通商学科

人文科学系列[言語認知科学科]

東ヨーロッ チェコ･スロバキア語科
パ大学
ハンガリー語科

スカンジナビア語科

中国語
大学

人文科学系列[史学科]

ルーマニア語科

オランダ語科

モンゴル語科

募集学部・学科及び専攻

人文科学系列[哲学科]

ポーランド語科

イタリア語科

ポルトガル語科

人
文

大学
人文
大学

*英米文学·文化学科
フランス語学部

西洋語
大学

グローバルキャンパス

自
然

統計学科

電子物理学科
環境学科

生命工学科
化学科

工科
大学

コンピューター工
学部
情報通信工学科

- コンピューター工学専攻

電子工学科

産業経営工学科

バイオメデ
ィカル工 バイオメディカル工学専攻
学部
グローバル自由専攻学部(自然)

* 上記以外の学部・学科はこの選考では募集しません。
*  *が表示された学科・専攻は英語トラック専攻です。
*「両親が外国籍の外国人特別選考」

は募集定員を設定せず学力を考慮し選抜します。
* KFL学部は外国人留学生のみ出願可能な学部です。
* 師範大学は教育部の＜教員養成機関定員(外)運営規定改訂事項＞を遵守し、入学定員の10％以内で選抜、新入学のみ出願可能で
す。したがって、師範大学を第一志望とする場合は、必ず、師範大学を除く第二志望まで出願してください。(第一志望、第二志
望ともに師範大学出願は不可)

出願資格 (国籍及び学歴)
区分

資格要件

新入学
編入学
2年生

両親が外国籍の
外国人

編入学
3年生

学歴

韓国または外国において、小・中・高校の学校教育課程をすべて修了・卒業した者または入学日までに高校卒
業見込みの者
基本的に新入学の学歴事項を満たし、
- 2年制(又は3年制)大学は卒業、4年制大学は1年以上履修、および
- 短期大学士を取得、又は学士課程の1／4以上を修了
基本的に新入学の学歴事項を満たし、
- 2年制(又は3年制)大学は卒業、4年制大学は2年以上履修、および
- 短期大学士を取得、又は学士課程の1／2以上を修了

* 二重国籍者は「両親が外国籍の外国人特別選考」には出願できません。

* 生物学的な両親と現在の法的な両親が全て韓国国籍でない場合のみ、受験可能です。

* 志願者本人が韓国の高校に相当する教育課程に進む前に両親と志願者本人が外国国籍を取得した場合は出願を認めます。

* 志
 願者本人及び両親が韓国国籍を放棄(喪失)した場合、国籍喪失証明書(国籍喪失／離脱内容、日付を明記)を提出してください。
国籍喪失(離脱)申告の受付証および申告書は認めません。

* 親
 権または養育権を持つ外国人の父親または母親が韓国国籍者と再婚した場合、韓国国籍の再婚当事者が外国人子女を法的に養
子縁組をしていなくても、該当の子女は「両親が外国籍の外国人特別選考」には出願できません。
* 両
 親の離婚、再婚、死亡等で両親の書類をすべて提出することが困難な場合は、政府機関が発行した該当の理由を証明する書類
を提出してください。
* GEDなどの卒業程度認定試験、通信制高校、ホームスクーリング、語学院等は正規の教育課程として認めません。
* 出願資格を満たしていないことが判明した場合は不合格とし、合格発表後でも合格および入学を取り消します。

出願資格 (言語能力)
区分

系列/専攻

韓国語トラック

英語トラック専攻を除く
全系列及び学科

英語トラックA
(100% 英語による講義)

国際学部(ソウル)

英語トラックB
(専攻教科目の
50%以上が
英語による講義)

言語能力

ELLT学科(ソウル)
英米文学・文化学科(ソウル)
EICC学科(ソウル)
国際通商学科(ソウル)

* 言語能力証明書類は出願時点で有効な成績に限り受け付けます。

新入学：TOPIK３級以上
編入学：TOPIK４級以上 ただし、経営学部およびメディアコミュニケ
ーション学部の
新/編入学志願者の場合、TOPIK４級以上が必要
TOEFL IBT 80 以上 / IELTS 5.5 以上

韓国語または英語のいずれかを選択
- 韓国語：新入学・編入学ともに韓国語トラックと同一
- 英語：TOEFL IBT 80 / IELTS 5.5 以上

* 書類選考の過程で学部・学科から別途要請がある場合に限り、面接選考が行われます。

* 英
 語トラックA,B志願者のうち、英語が母国語または法的に公用語として使用していたり、英語圏の国で３年以上の高校又は大学
課程を履修した学生は英語資格試験のスコアの提出は必要ありません。ただし、高校卒業又は学位取得後２年以上英語圏ではな
い国に居住した場合は英語資格試験のスコアを必ず提出してください。
* 英
 語を母国語または法的に公用語としている国とは、大韓民国外交部のホームぺージの国家情報に言語が英語(法的に公用語を含
む)と記載されている国に限ります。
* 国際学部入学者は、卒業資格としてTOPIK４級以上の成績を必ず提出してください。

* 新
 入学生のうちTOPIK４級以上ではない学生は、入学初学期、韓国語特別教養授業が必修科目です。教育課程内容と認定単位は
所属のキャンパスによって異なる場合があります。(ただし、国際学部、英語大学など英語トラック新入生、TOPIK４級以上取得
者および編入学対象者を除く。)
* 新
 入生のうち韓国語トラックで出願しTOPIK３級の書類を提出した学生は、１年以内にTOPIK４級以上を取得し書類を提出して
ください。１年以内にTOPIK４級以上を証明する書類を提出しなかった場合、履修登録できる単位数が制限されます。
TOPIK

4級以上

3級以下

履修単位制限

履修単位に制限なし
最大12単位まで

履修単位制限の適用
入学後三学期目より

選考方法
区分

書類

合計点(100)

言語能力

40点

面接

20点

* 志願者はキャンパスの区分なしに、二学科/専攻を併願できます。

40点

* 学
 部・学科別募集定員は設定されていません(師範大学を除く)。学力、適正、語学能力等を総合的に評価し、本校が定める学力基
準以上の志願者を選抜します。
* 書
 類選考は出願書類に不備のない志願者に実施し、志願者の適性や修学意欲、高校の成績、大学入試の成績、推薦書等の書類を
総合的に検討します。
* 書類に不備がなくても本校が追加の試験が必要と判断した場合、面接選考を実施することがあります。
* 二つの学科を受験し、第１志望、第２志望ともに合格した場合は、第1志望に割り当てられます。

奨学金
区分

名称

奨学規模

入学金および初学期の
授業料全額

総長奨学金
学長奨学金
国際交流所長奨学金
グローバル人材A

新･編入生

在学生

入学金および初学期の
授業料半額

- 入学試験成績上位 5%

対象

人員

10名以内

- 入学試験成績上位 10%

10名以内

入学金および初学期の
- 入学試験成績上位 20%
授業料100万ウォン減免
入学金

入学金及び授業料半額
(1年間)

グローバル人材B
グローバル
キャンパス

授業料の30%
新入生4年間
編入生2年間
または3年間

言語能力優秀A

300万ウォン

言語能力優秀B

150万ウォン

成績優秀奨学金

各学期
70~100万ウォン
各学期
30~50万ウォン

TOPIK 5&6級 奨学金

* 新入学奨学金は重複受給不可。

韓国外国語大学韓国語文化教育院で韓国語正規課程に２学期以上
登録した者(申請時、学籍番号を記載のこと)

100名以内

- 韓国外国語大学韓国語文化教育院で韓国語正規課程に２学期以
上登録した者(申請時、学籍番号を記載のこと)
- TOPIK５級以上を取得した者
- グローバルキャンパスの専攻・学科入学者
- 入学試験成績80点以上の者

条件を
満たす者

- TOPIK６級取得者
- TOFEL iBT110~120
- IELTS 8.0~9.0
- TOPIK５級所持者
- TOFEL iBT100~109
- IELTS 7.0~7.5

年間
100名以内

- 成績平均3.5以上

年間
100名以内

- 12単位以上履修

* 新入学奨学金は合格者発表時に照会可能。

* 新入学奨学金の対象者は入学試験の成績によって自動的に選抜されます。

合格者発表および入学手続
区分

合格者発表*

最終合格者発表*

入学手続
(入学金・授業料納入)

2023年度 3月 入学

第一回選考

2022. 09. 30.(金)
2022. 10. 24.(月)

第二回選考

2022. 12. 16.(金)
2023. 01. 05.(木)

2023. 01. 05.(木) ~ 01. 25.(水)

備考

国際入学管理チームのホームページ
(http://international.hufs.ac.kr)
ウリ銀行(WooriBank)韓国内全支店

* 合格者に対する個別通知は行いません。必ず、国際入学管理チームのホームページを確認して下さい。

出願に必要な書類
1. 入学願書

書類の種類

備考

2. 第一志望 自己紹介書及び学修計画書
※ 二学科／専攻を併願する場合は、志望学科別にそれぞ
れ学修計画書をウェブサイトにて作成
2. 第二志望 自己紹介書及び学修計画書
※ 二学科／専攻を併願する場合は、志望学科別にそれぞ
れ学修計画書をウェブサイトにて作成
3. 推薦書
※ 選択項目

4. 高校成績表
※ 新入学/編入学共通
5. 高校卒業(予定)証明書
※ 新入学/編入学共通
6. 最終大学成績表
※ 編入学志願者のみ提出
7. 最終大学卒業(予定)証明書
※ 編入学志願者のみ提出
8. 最終大学学修報告書
※ 編入学志願者のみ提出

9. 韓国語能力認定書類
1) 韓国語トラック:TOPIK３級以上(編入学TOPIK４級以上)
＊ 経営学部およびメディアコミュニケーション学部の
新/編入志願者の場合、TOPIK４級以上
10. 英語能力認定書類
２) 英語トラックA: TOEFL IBT 80 又は IELTS 5.5 以上
３) 英語トラックB: １)または２)のうち一つを選択
11. 本人のパスポートのコピー
12. 外国人登録証のコピー

13. 両親の国籍証明書類
※ パスポートや住民票、政府機関発行書類など
14. 家族関係証明書類
※ 本人と両親の親子関係が確認できる公文書
15. 学力照会同意書
16. 財政保証確認書

17. 銀行残高証明書 原本(USD 20,000 以上)
18. その他
※ 高校卒業試験、国家大学入学試験、受賞経歴、ボラン
ティア活動など

願書受付ウェブサイト(U-Way)で
作成後、プリントアウト
願書受付ウェブサイト(U-Way)から所定用紙をプリントアウトし作成
※厳封のうえ提出すること

- 願書受付ウェブサイト(U-Way)に書類をアップロード後、原本を提出
- ビザ申請・変更時、大使館または出入国管理事務所で最終学歴の卒業証明書の提出
を求められることがあるので、合格後、別途卒業証明書を準備すること
<中国以外で学歴を取得した志願者>
- アポスティーユまたは領事確認(韓国語または英語)

<中国で学歴を取得した志願者(普通高校および大学)>
- 卒業証明書:学信網オンライン認証書のプリントアウト(英語)及び領事確認(韓国語ま
たは英語)提出
- 成績証明書:領事確認(韓国語または英語)
<中国で学歴を取得した志願者(中等専門、職業、技術高)>
- 卒業証明書:以下のいずれかを選択
① 学校発行の卒業証明書(省教育庁+領事確認)
② 省教育庁発行の卒業証明書(領事確認)
- 成績証明書:領事確認(韓国語または英語)

願書受付ウェブサイト(U-Way) で作成後、プリントアウト

願書受付ウェブサイト(U-Way)に書類をアップロード後、原本を提出

- 有効なパスポートのコピーを提出

- 過去に外国人登録証が発行されたことがある場合、必ずコピーを提出
- 中国国籍の志願者 : 戸口簿、および親族関係証明書提出(公証役場の認証付き翻訳証
明書提出)
戸口簿の場合、戸主が親であり、志願者を含む家族全員が登録されていなければな
らない
- 中国国籍以外の志願者：戸籍謄本、住民登録謄本、家族関係証明書、出生証明書等
(公証役場の認証付き翻訳証明書提出)など
- 大韓民国国籍放棄(喪失)者の追加提出書類:国籍喪失/離脱の日付が記載された大韓民
国国籍放棄(喪失)証明書と外国国籍取得日付の確認証明資料
願書受付ウェブサイト(U-Way)で作成後、プリントアウト

- USD 20,000 以上(他通貨も可)
- 本人名義または両親の口座の残高証明書(通帳のコピーは不可)
- 出願日から30日以内に発行されたもの
- 有効期限が記載された残高証明書の場合、入学日まで有効なもの
- 該当者のみ提出

* て
 の書類は出願日より1年以内に発行されたもののみ有効と認めます。
* 英語・韓国語以外の言語で作成された書類には韓国語又は英語の翻訳を添付し、必ず公証役場の認証を受け提出してください。
* 大韓民国外の高校または大学の卒業(見込)証明書および成績証明書を提出する際は、必ず以下の書類のうちの一つを提出してくだ
さい。
① アポスティーユの付与された学力(卒業証明書および成績証明書)証明書類(ハーグ条約締約国)
② ハーグ条約未締約国(アポスティーユ不可)の志願者は"領事認証”(在外韓国領事館または駐韓各国大使館にて取得したもの)の付
いた学力(卒業証明書及び成績証明書)証明書類
③ 中国内で学歴を取得した志願者は、学力に対する”領事確認"とは別に中国教育部の学力認証センター(www.chsi.com.cn)および
学位認証センター(http://www.cdgdc.edu.cn)発給の学力及び学位認証報告書
*入
 試に関するすべての書類は郵送または持参にて提出のこと。出願締切後に到着した書類は評価対象から除外されます。
*卒
 業予定者が合格した場合、必ず最終学歴証明書を始業日までに国際入学管理チームに提出してください。ただし、日本所在の
高校卒業予定者の場合は、1ヶ月の範囲内で最終学歴証明書の遅延提出が認められます。(未提出の場合は合格後でも入学が取り
消されることがあります。)

入学検定料
入学検定料

金額

オンライン

KRW 158,000

* 出願登録代行にかかる手数料は本校が負担します。

備考

オンライン決済(U－way)

* 出願登録完了後は、納入した入学検定料は返還しません。

* た
 だし、自然災害・疾病・事故などで医療機関に入院したり、本人の死亡などでやむを得ず選考を進行できないと本校の入学選
考管理委員会が判断した場合、納付した入学検定料の全額(代行業者手数料は差し引く)または一部を返還します。

* 高
 等教育法第34条の4第5項および第42条の3により入学選考に関連し、収入·支出に残額が発生した場合、納付した入学検定料に
比例して返還します。
大学(募集学部)

人文大学
(ソウルキャンパス全大学およびグローバルキャンパス人文大学)

自然科学大学
(数学科、統計学科、電子物理学科、環境学科、生命工学科、化学科)

工科大学
(コンピューター工学部、情報通信工学科、電子工学科、産業経営工学科)
グローバルキャンパス通翻訳大学, グローバルスポーツ産業学部

授業料

(単位:ウォン)
学生会費

3,847,000

21,000

4,414,000

21,000

4,829,000

21,000

4,621,000

21,000

* 上記費用は2022年度2学期のものであり、授業料が改定された場合は差額を追加で納入していただきます。

志願者への注意事項
出願時の注意事項
1) 決済完了後は、提出された入学願書、選考関連書類は返却しません。また、願書に記載した内容は変更できませ

ん。
2) 本校ならびに他大学に合格した場合は、必ずいずれか一つの大学にのみ登録してください。これに違反した場合は

関係法令に従い、合格及び入学を取り消します。
3) キャンパスの区分なく、最大二つの学科/専攻に志願できます。

4) 志願者本人または、保護者の電話番号とE-mailアドレス、カカオトークIDは正確に入力してください。連絡先の誤

記により発生した不利益は本校では責任を負いません。

出願書類の作成及び提出
1) すべての書類は正確に入力してください。入力ミス、入力漏れ、誤字等により不利な状況が発生した場合の責任は

志願者本人にありますので、十分注意してください。
2) すべての書類は原本提出を原則とします。書類のコピーを提出する場合、コピーが原本と同一であるという公正証

書を一緒に提出するか、書類提出時に原本とコピーを持参し、コピーに本校の受付担当者の確認印を受けることが
必要です。
3) 氏名および外国人登録番号はパスポートや外国人登録証に記載されているものを正確に入力してください。外国人

登録番号のない志願者は前半６桁に生年月日、後半には男性は7000000、女性は8000000を入力してください。
4) 追加書類の要請や事実確認のために個別の連絡が必要になる場合があるので、志願者本人の携帯電話番号と連絡可

能な電話番号、メールアドレスを正確に入力してください。
5) 二学科／専攻を併願する場合は、志願する学科／専攻ごとに学修計画書を作成してください。

6) 推薦書は本校の所定用紙を使用してください。願書受付ウェブサイト(U-Way)でプリントアウトできます。

7) 自己紹介書および学修計画書は出願期間内に入力してください。出願期間を過ぎると入力および修正は一切できま

せん。
8) 提出した書類に虚偽の記載や代理作成、盗作、その他の不正行為が判明した場合は不合格処理し、合格者発表以降

であっても合格および入学を取り消します。
9) 出願登録後は志望する学科／専攻の変更はできません。

10) 入学願書および出願資格審査のための書類は封筒に入れ、プリントアウトした「出願書類提出用の宛名ラベル」を

貼り付けるか、受験番号、志願学科／専攻、氏名に「出願書類在中」と記入の上、指定された期間内に到着するよ
う、本校に持参するか書留郵便で郵送してください。
11) 出願に必要な書類のうち、一通でも未提出の場合は不合格処理とします。

12) 推薦書は必ず厳封の上、封筒の表に推薦人が署名捺印した原本を提出してください。

13) 書類提出時の名前と志願者の名前が異なる場合、同一人物であることを証明する政府機関発行の書類を提出してく

ださい。
14) すべての出願書類は出願期間内に提出してください。出願締切後に提出した書類は受け付けません。

15) 提出した書類は一切返却しません。


[参考] 大韓民国外の学校の学力確認書類提出案内

▶ 提出対象者

: 本校の「両親が外国籍の外国人特別選考」新·編入学志願者
▶ 提出書類：海外の学校を卒業した志願者は、下記のうち一つを出願期間内に提出すること
1) アポスティーユ(Apostille)を取得した学力(卒業証明書および成績証明書)証明書類(ハーグ条約締約国)
2) ハーグ条約未締約国(アポスティーユ不可)の志願者は学歴(卒業証明書及び成績証明書)に対する"領事認証”を取得
した証明書類(在外韓国領事館または駐韓各国大使館にて取得したもの)
3) 中 国 内 で 学 歴 を 取 得 し た 志 願 者 は 、 学 力 に 対 す る ” 領 事 確 認 " と は 別 に 中 国 教 育 部 の 学 力 認 証 セ ン タ ー
(www.chsi.com.cn)および学位認証センター(http://www.cdgdc.edu.cn)発給の学力及び学位認証報告書

▶ ハーグ条約締約国(アポスティーユ証明)一覧
地域

アジア
中東

ヨーロッパ

アメリカ
アフリカ
オセアニア

加入国

(2019. 05. 14 現在)

大韓民国、モンゴル、ブルネイ、日本、インド、中国一部(マカオ、香港)、タジキスタン、フィリピン
オマーン、イスラエル、バーレーン、モロッコ、 チュニジア

アルバニア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア･ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマ
ーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、マルタ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イ
タリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、モナコ、モンテネグロ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ロシア、
ルーマニア、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、キルギスタン、マケドニア、ウクライ
ナ、イギリス、アンドラ、アルメニア、アゼルバイジャン、モルドバ、リヒテンシュタイン、サンマリノ、カザフスタン、ウズベキスタ
ン、コソボ
アメリカ、アルゼンチン、メキシコ、パナマ、スリナム、ベネズエラ、アンティグア・バーブーダ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ホ
ンジュラス、コロンビア、ドミニカ国、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グレナダ、ホンジュラス、セントビンセント、
ペルー、トリニダート・トバゴ、セントルシア、セントクリストファー・ネイビス、コスタリカ、ウルグアイ、ニカラグア、パラグア
イ、ブラジル、チリ、グアテマラ, ボリビア、ガイアナ
南アフリカ共和国、ボツワナ、ブルンジ、レソト、リベリア、ナミビア、サントメ・プリンシペ、スワジランド、マラウイ、カーボヴェ
ルデ、セーシェル
ニュージーランド、ニウエ、マーシャル諸島、モーリシャス、バヌアツ、サモア、トンガ、クック諸島、フィジー、オーストラリア

* ハーグ国際私法会議(Hague Conference on Private International Law)ホームページ(www.hcch.net)で 最新資料の照会が可能

評価に関する注意事項

1) 書類に不備があったり、
「両親が外国籍の外国人特別選考」の出願資格を満たしていない場合は不合格となり、選考
からは除外されます。
2) 書類選考はすべての書類を揃えて提出した志願者を対象に行います。
3) 面接選考当日は、受験票および身分証明証を持参し、指定された試験会場に入室してください。なお、海外居住の
場合は、必要に応じてオンライン面接を実施します。概要については該当する志願者に限り、別途連絡します。
4) 入学選考の成績および評価内容については一切公開しません。
5) 高校卒業予定者が卒業できなかった場合や提出書類への虚偽記載、替え玉受験、その他不正な手段によって合格した
ことが判明した場合は、入学許可後でも合格または入学を取り消します。これらの理由で入学が取り消された場合、納
入された授業料は返還しません。ただし、授業料を納めた学期が終了していない場合には、
「大学授業料に関する規則
別表２」の返還基準に基づき返還します。また、これらの理由で本校および他大学で入学が取り消された者は、入学が
取り消された日より３年間本校に入学することはできません。
その他

1) 本募集要項に明示されていない事項については本校の入学選考手続および規定を準用します。
2) 個人情報収集および管理
- 個人情報は志願者の同意の下、入学業務に必要最小限の範囲で収集し、収集した情報は本校の規定に従い、入

学、学事に関する業務、出入国関連業務以外の他の用途には使用いたしません。
- 本校は大学入学出願登録をインターネット願書受付代行業者

「㈱Uway Apply」に業務委託しており、出願登録に関
連する個人情報の収集及び管理の一部を同業者に委託処理しています。
- 収集する情報：外国人登録番号、パスポート番号、氏名、受験番号、新/編入、志望学科/専攻、出身高校名および

卒業年月日、志願者の住所および電話番号、E-mail、緊急連絡先、検定料/授業料返還用口座番号、保護者の氏名
および国籍等

最終合格者への注意事項
合格者登録(入学手続)案内
▶ 登録方法 : 合格者ごとに割り当てられた仮想口座に授業料を納入
▶ 納付金額 : 授業料納額公知書に表示された金額(海外送金の場合には必ず国際送金手数料が含まれた金額を納入して
ください。)
留学ビザの申請および変更案内
▶ ビザを所持していない者：現地の大韓民国領事館又は大使館で、D-2ビザを直接申請してください。
(D-2 ビザ申請に必要な標準入学許可書および事業者登録証は個別に発送します。)
▶ D-4ビザ所持者：大学入学前までに必ずD-2ビザへの資格変更を申請してください。
▶ ビザ関連の問い合わせ先：E-mail: internationalhufs@hufs.ac.kr Tel: +82-2-2173-2065/2090/2657
▶ ビザ申請および変更の際、大使館または出入国管理事務所で「財政証明書類」および「最終学歴証明書類(卒業証明
書)」を要求される場合があります。
▶ 財政証明書類の準備：本人または財政保証人のアメリカドル２万ドル以上(韓国ウォンで2200万ウォン以上、
CNY140,000以上)の銀行残高証明書が必要です。
1) ビザ申請日より1ヶ月以内に発行された証明書
2) 有効期限が記載された証明書については有効期限まで有効なものとする(ただし、発効日から最大６ヶ月以内ま
で)
3) 中国内の銀行が発行した預金残高証明書の場合、ビザ申請日より少なくとも30日以上有効期間が残っていること
4) 財政保証人は志願者の両親および直系尊属、配偶者のみ可能です。両親以外が財政保証人になる場合、志願者と
の関係を証明する公的な証明書が必要です。
外国人留学生保険加入案内
本校に修学中のすべての外国籍学位課程(D-2)留学生は[国民健康保険法施行規則]および[長期滞在在外国民および外国
人に対する健康保険適用基準]に基づき、'21.3.1から国民健康保険地域加入が定められており、入国日から健康保険が
適用されます。
▶ 健康保険料を滞納した場合、出入国管理事務所でビザ変更および延長審査の際、不利益を被ることがあります。
▶ 民間保険会社の留学生保険商品の追加加入は個人選択事項(民間保険会社の留学生保険は健康保険とは関係ありませ
ん)
▶ 保険関連の問い合わせ:国民健康保険公団：www.nhis.or.kr / 海外専用電話 +82-33-811-2001
外国人留学生寮申請案内
① 本部署では、外国人学部新入生のために、寮の申請を受け付けています。合格した学生のうち、希望する学生は先
着順で寮の予約ができます。入寮生に選ばれた学生は必ず結核診断書を提出してください。
▶ 寮に関するお問い合わせ: E-mail: internationalhufs@hufs.ac.kr Tel: +82-2-2173-2657/2090/2065
▶申請方法：申請期間内に申請書を提出および学校が指定した口座に寮費を納入してください。
その他
▶ 入学後最初の学期は本校の学則で休学することはできません。
* ただし、自然災害、疾病、事故などにより医療機関に入院したり、やむを得ず最初の学期の通学が不可能だと本
校で判断した場合は休学できます。

問い合わせ先
「両親が外国籍の外国人特別選考」担当部署
Hankuk University of Foreign Studies International Affairs OIAM
02450, Seoul, Imun-ro 107, Dongdaemun-gu, Minerva #102
한국외국어대학교 국제교류처 국제입학관리팀
(우) 02450 서울특별시 동대문구 이문로 107 역사관 102호

連絡先

区分

メール
電話

ファックス

一般入試相談

internationalhufs@hufs.ac.kr

+82-2-2173-2065/2657(韓国語・英語)

+82-2-2173-2090(中国語)

+82-2-2173-2877

ホームページ

http://international.hufs.ac.kr (英語)

カカオトーク

@hufsapply

Facebook

寮及び生活管理

facebook.com/studyinkorea

