
外国人特別選考 募集案内
君、我らの夢よ！



時代をリードする真の大学,�国立釜山大学

●○○ 通渉型の独創的人材養成をリード
●●○ 世界レベルの特化分野研究大学を実現

●●●社会貢献度 最高の大学を実現

通渉型教養教育の強化
7+1*�国際化教育体系の構築
融複合専攻教育の強化

融複合研究の強化
研究環境の先進化と国際化
特化及び先導学問分野の拡大

留まりたくなる釜山キャンパスを実現
ダイナミズムなアミ／ヤンサン�キャンパスを実現
地域社会と共にするミルヤン�キャンパスを実現

戦略
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目標

ONE PNU! Excellence in Harmony

スローガン

{
{
{

教育 通渉型グローバルリ
ーダーの育成

研究 グローバル特化

キャンパス 地域社会と共に
するキャンパス
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T h e  B e s t  F i r s t  O n l y  U n i q u e  H a r m o n i z e d

● イギリスのザタイムズ・トムスン－ロイター2010世界大学評価（3万校の中）世界325位
● 中国上海のジャオトン大学　2010世界大学評価　国内の綜合大学�6位
● 朝鮮日報·QS 2010�アジア大学評価　学界評価4つの分野　国内綜合大学�5位
● 計論文数5位、一人当たりの論文数�国内綜合大学3位(2010、教育科学時術部�韓国研究財団)
● 国立大学　技術移転　全国トップ(2010、ここ3年間152件)
● 外資系企業就業　地方大学トップ(2010、124人)
● 国内上場企業の役員排出　地方大学トップ(2011、576人、地方大学中15.5%)
● 教育科学部2011　大学研究所評価5位
● 国内4代大手グループの役員(2012)－現代自動車(45人)、LG(12人)�トップ、SK(7人)�5位、
サムスン(24人)�6位　

{ {
PNU POWER

君、我らの夢よ！
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募集科目及び人員
1. 学部 
2. 大学院 (修士／博士課程)
3. 韓国語研修 君、我らの夢よ！



I 募集科目及び人員 ;
1. 学部
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系列 所属大学 募集単位 募集人員

人文・
社会

人文大学
韓国語国文学科、中語中文学科、日語日文学科、英語英文学科、
仏語仏文学科、独語独文学科、露語路文学科、漢文学科、
言語情報学科、史学科、哲学科、考古学科

若干名

社会科学大学
行政学科、政治外交学科、社会福祉学科、社会学科、心理学科、
文献情報学科、新聞放送学科

経済通商大学 貿易学部、経済学部、国際学部、観光コンベンション学科、公共

経営大学 経営学科

生活環境大学 児童家族学科

自然

自然科学大学
数学科、統計学科、物理学科、化学科、生命科科、微生物学科、
分子生物学科、地質環境科学科、大気環境科学科、海洋学科

工科大学

機械工学部、高分子工学科、有機素材システム工学科、化工生命
工学部, 材料工学部、電子工学科、電気工学科、情報コンピュー
ター工学部、建築学科、建築工学科、都市工学科、航空宇宙工学
科、産業工学科、社会環境システム工学部、造船海洋工学科

看護大学 看護学科

生活環境大学 衣類学科、食品栄養学科、住居環境学科

ミルヤン
キャンパ

ス

生命資
源�科学
大学

植物生命科学科、園芸生命科学科、動物生命資源科学科、食品工
学科, 生命環境化学科、バイオ素材科学科、バイオ産業機械工学
科、IT応用工学科、バイオ環境エネルギー学科、造景学科、農業経

ナノ科
学�技術

ナノ素材工学科、ナノメカトロニクス工学科、ナノ応用工学科,
ナノ融合工学科

芸・体能 芸術大学

音楽学科(声楽/ ピア/ 作曲/ 管弦打), 
美術学科(彫塑/ 韓国画/ 西洋画),
造形学科(家具木漆/ 陶芸/ 繊維金属), 
韓国音楽学科(弦楽/声楽,管楽/打楽, 理論/作曲),
舞踊学科(韓国舞踊/ バレェ/ 現代舞踊), 
デザイン学科(視覚デザイン/ アニメーション/ 映像情報),
芸術文化映像学科

- スポーツ科学部



2. 大学院 (修士/博士課程)
* :�表示:修士・博士課程募集科目
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系列 修士課程 博士課程 募集人員

人
文
社
会

韓国語国文学科 中語中文学科 古典文学 現代文学

若干名

日語日文学科 英語英文学科 韓国語学 中国文学
漢文学科* (英語英文学専攻) 中国語学 日文学
哲学科 史学科 日本語学 英文学
行政学科 考古学科 英語学 漢文学

社会福祉学科 政治外交学科 韓国史 東洋史
心理学科 社会学科 西洋史 西洋哲学

韓国語教育�学科 新聞放送学科 社会哲学 東洋哲学
幼児教育�学科 教育学科 考古学 行政学
経済学科* 貿易学科 政治外交学 社会福祉学

公共政策学科 児童家族学科 社会学 社会及び性格
経営学科 農業経済学科 認知及び発達 韓国語教育学

(経営情報専攻) 教育過程及び教育方法
(国際経営専攻) 教育社会学及び教育行政学

(マーケティング専攻) 国際経済 貿易経営
(生産管理専攻) 経済学 地域経済学
(人事組織専攻) 公共政策学 経営情報
(財務管理専攻) 国際経営 マーケティング
(会計学専攻) 生産管理 人事組織

財務管理 管理会計
財務税務会計 児童家族学

自然
科学

数学科* 統計学科 数学 統計学
物理学科* 化学科* 物理学 化学
生命科学科* 地球環境システム学部 生命科学科 地質環境科学
薬学科* (地質環境科学専攻) 海洋学 大気科学
製薬学科* (海洋学専攻)* 薬学 製薬学
衣類学科 (大気科学専攻) 衣類学 食品栄養学

食品栄養学科 住居環境学科 住居環境学
(食品栄養学専攻) 建築工学科
植物生命科学科 園芸生命科学科

動物生命資源科学科 生命環境化学科

工学

建築学科* 構造工学 数工学
(土木工学専攻) 機械工学部 土質及び基礎工学
(環境工学専攻)* 環境工学 建築工学

化学工学�高分子工学科 (機械システム設計専攻)* 建築学 エネルギーシステム
(化学工学専攻)* (精密加工システム専攻)* 機械システム設計 精密加工システム
(高分子工学専攻)* (制御自動化 制御自動化システム 化学工学

(原子力工学専攻) 高分子工学 有機素材システム工学
電子電気工学科* 造船海洋工学科 制御及びシステム ディスプレー及び電子素子
材料工学科* コンピューター工学科* 造船海洋工学
産業工学科* 航空宇宙工学科* 金属材料 セラミック材料

バイオ産業機械工学科 コンピューター工学 産業工学
IT応用工学科 造景学科 航空宇宙工学 バイオシステム工学

ナノ融合技術学科* 航空宇宙工学 (バイオ環境エネルギー工学)
ナノ融合技術学 認知メカトロニクス工学科

芸体能 スポーツ科学科 芸術文化映像学科 スポーツ自然科学



3. 韓国語研修

1) 正規課程：春、夏、秋、冬学期

2)特別課程

-�週間/夜間の会話クラス
-�韓国語能力試験(TOPIK)準備クラス
-�個人/団体授業

3)講座特色

クラス分け評価を通じたクラス編成、レベル別、段階的学習、先端講義室と機材を利用した視聴覚教育

韓国舞踊、テクォンド、陶磁器工芸、伝統料理、漢紙工芸実習など、韓国文化体験

中国、日本、ロシア、モンゴル、インドネシア、タイ、ベトナム、トルコ、パキスタン、スイス、フランス、オース
トラリア、アメリカなど、様々な国の学生で構成

4)年間教育日程及び募集人員

専門的な韓国語教育

韓国文化及び体験学習 

様々な国籍構成

韓国語、語文分野の修士以上の資格を備えた優秀な講師陣 
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学期 授業期間 ビザ所持者の受付締切日 募集人員

春 2014.03.03 ~ 2014.05.09
(10 weeks)

2013.12.02 ~ 2014.02.14

1クラス�15人
基準・

学期当り
200~300人�

夏 2014.06.02 ~2014.08.08
(10 weeks)

秋 2014.09.01 ~2014.11.14
(10 weeks)

冬 2014.12.01 ~2015.02.06
(10 weeks)

2013.12.02 ~ 2013.12.20

2014.03.03 ~2014.05.16 2014.03.03 ~ 2014.03.21

2014.06.02 ~2014.08.14 2014.06.02 ~ 2014.06.20

2014.09.01 ~2014.11.14 2014.09.01 ~ 2014.09.19



入学選考
1. 選考日程
2. 志願資格 
3. 合格者の選抜方法
4. 提出書類
5. 選考料
6. 志願者の留意事項 

君、我らの夢よ！



II 入学選考 ;
1.  選考日程

1)�学部�(新入／編入)

*�入学願書は、本校のホームページを通じてインターネットで受付、詳細日程は募集要項を参照�

2)�大学院�(修士/博士)
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区分
新入生 編入生

1学期 2学期 1学期 2学期

入学願書の受付 毎年8月中旬 毎年4月下旬 毎年1月初旬 毎年4月下旬

具備書類提出
(郵便または訪問提出) 8月下旬 5月中旬 1月中旬 5月中旬

最終合格者発表
(本校のホームページ) 12月初旬 6月�中旬 2月中旬 6月中旬

入学学期 志願時期 合格者発表 備考

1学期 毎年10月中旬 12月の初め
学期別の本校ホー
ムページを参照

2学期 毎年4月中旬 6月の初め



2. 志願資格

1) 学部�(新入／編入) ※�編入の場合、本校の在籍生は志願できず、募集単位間の複数志願もできない。

● 言語能力の条件(下記の言語能力の条件中、１つ以上を満たす者)
①韓国語能力試験(TOPIK)�3級以上の合格者
②本校の国際言語教育院の韓国語講座3級以上の履修者
※�経営大学と看護大学の入学資格は、韓国語能力試験(TOPIK) 4級以上取得、または本校の国際言語教育院の韓国語講座4級以上を取得

③英語能力試験基準TOEFL(PBT550、iBT 80)、IELTS 5.5、TEPS 550点以上の者

2)大学院

(1)�志願対象
-�父母両方が外国の国籍を持つ外国人
-�外国で韓国の小・中・高等教育と大学教育に相応する教育課程をすべて履修した在外国民及び外国人�
-�教育科学技術部令が定める依託学生

(2)�志願資格
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志願区分 新入学歴要件 編入学歴要件

父母両方が外国の国籍を持つ外国人 韓国または外国で高校課程を履修
(予定)した外国人 ①韓国または外国で４年制大学で

２学年(４学期以上)を修了し、

②専門大学(短期大学)卒業
(予定者2学期�2013外国で小中高校の

全教育課程を履修した外国人
外国で韓国の小／中／高校に

相応する教育課程を履修(予定)の
外国人

区分 志願資格

修士課程 (1)�韓国内外の大学で修士学位の取得(予定)者
(2)�法令により(1)項と同等以上の学歴があると認められた者

博士課程 （1）韓国内外の大学で修士学位の取得(予定)者
(2)�法令により(1)項と同等以上の学歴があると認められた者

修士博士
統合課程

(1)�韓国内外の大学で修士学位の取得(予定)者�≪統合１の類型≫
(2)本校の修士課程で15単位以上の取得（予定）者中の進学対象者≪統合2の類型≫
‣ 但し、15単位以上の取得予定者は2014年2月までの単位取得者に限ります。�
‣ (2)項の志願者は修士課程で履修した学科と相違な学科に志願できません。



3.  合格者の選抜方法

1)�学部�(新入／編入)
書類審査と面接試験を通じて総合的に評価し、合格者を選抜する。
ア.�書類審査：志願者の提出書類を総合的に評価�
イ.�面接試験：韓国滞留者と未入国者を区分して面接試験を実施

1)�韓国滞留者：対面面接（大学別の指定場所にて）
2)�韓国未入国者：電話及びオンライン面接

2)�大学院�(修士/博士)
ア.�選考要素 : 書類審査（面接試験は無し）
イ.�選抜方法：学位課程の成績、修学能力、修学可能な財政能力、修学計画及び自己紹介書などを総合的に

検討

4.  提出書類

1)�学部�

● 書類提出時の留意事項
-�外国で発給された書類は原本を提出し、韓国語や英語で作成されてない書類は公証を受けたハングルまた
は英文翻訳本を添付してください。

-�合格者の中、卒業予定者の場合は卒業証明書を入学管理課に提出してください。
-�合格者は、外国の学校の書類(成績証明書、卒業証明書など)に対するアポスティーユ認証、または領事確認
の書類を入学管理課に提出してください。

-�財政保証人名義のUS $10,000以上の預金残高証明書(願書受付日から1ヶ月以上預金)、または韓国内への
振込み証明書、または両替証明書

-�英語成績表の場合は、最近2年以内の成績表のみ有効
*�トーフル(iBT)は、成績表がない場合、ETSサイト(https://toefl-registration.ets.org/�TOEFLWeb/)の使用者名前(User
Name)と暗証番号(Password)を提出

-�提出書類以外に資格審査のため追加的な書類を求められることもあります。
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提出書類名 備考
高校(大学)の成績証明書1簿 -
高校(大学)の卒業(予定)証明書 -

志願者及び父母の国籍証明書、または外国人登録事実証明書 パスポートの写本、または外国人登録証の写本
家族関係証明書� 志願者と親との関係が立証できる書類

自己紹介及び修学計画書 -
財政保証書類 $�10,000以上

志願者の外国人登録証の写本 韓国滞留者に限る
小／中／高校の在学事実証明書 全教育課程履修者の場合

韓国語能力証明書、または英語成績表�(TOFEL/IELTS/TEPS) -
ポートポリオ(自由形式の写真)� デザイン学科の志願者に限る



2)�大学院
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提出書類名

親両方が外国の
国籍を持つ外国人

海外での
全教育課程履修者 備考

修士 博士 修士 博士

志願書Ⅰ【form 1】 ○ ○ ○ ○ 毎学期の募集要項参照�

志願書Ⅱ【form 2】 ○ ○ ○ ○ 毎学期の募集要項参照�

修士学位(取得予定)�証明書 ○ ○ ○ ○

修士課程全学年の成績証明書 ○ ○ ○ ○

小／中／高校の成績証明書 × × ○ ○

× × ○ ○ 在学事実証明書には
在学期間の年月日の記載必要

修学計画及び自己紹介書【form ○ ○ ○ ○

修士学位(取得予定)証明書 × ○ × ○

修士課程全学年の成績証明書 × ○ × ○

修士学位の論文要約書 × ○ × ○ 該当者のみ

志願学科長の推薦状【form 4】 × ○ × ○

韓国語能力証明書,
TOEFL․TOEIC․TEPS成績証明書 ○ ○ ○ ○

○ ○ × ×

× × ○ ○

外国人登録証写本(志願者) ○ ○ ○ ○ 韓国滞留者のみ

家族関係証明書(志願者、父、母) ○ ○ × ×

財政能力立証書類 ○ ○ ○ ○



5.  選考料

1)�大学学部:�60,000ウォン

2)�大学院:�50,000ウォン

6.  志願者の留意事項

ア.�提出された書類と納付された選考料は返還せず、志願学科や専攻は変更できません。
イ.�選考期間中のすべてのお知らせ事項(合格者発表を含む)は、本校の入学ホームページに公知します。
ウ.�具備書類の不十分、記載上のミス及び漏れ、募集要項における要求事項の不履行、住所不明、連絡不通、合

格者リストの未確認、入国手続きの不履行などによる不利益(合格取消しなど)は、志願者本人の責任にな
ります。

エ.�入学願書などの提出書類の不備、または記載事項が事実と異なる場合、書類の偽・変造、翻訳ミス、替え
玉受験、または不正行為者は不合格処理となります。また、入学後、不正な方法で合格された事実が見つ
かった場合も入学取り消しなり、卒業後であっても学籍が抹消となります。

オ.�合格者はもしもの事故や病気に備えて、傷害・病気の補償限度額最低US $10,000�以上の海外旅行保険
に儀未的に加入しなければなりません。

サ.その他募集要項に明示されてない事項については、本校の入学選考手続きと学士規定に従い、詳細な内容
は入学ホームページを参照するか、入学管理課にお問い合わせください。

シ.入学後、本校の学則で定めた卒業所要単位が取得できなかった場合には、4年(8学期)で卒業できないこと
もあります。

ス.�入学学期の同じ2校以上の大学に二重登録した場合は、登録が取り消しとなりますのでご留意ください。

※�その他、より詳しい内容は次のところへお問い合わせください。
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学部および大学院�(修士/博士課程)
入学のお問い合わせ
入学管理課
○ 電話:�82-51-510-1245
○ FAX:�82-51-510-1236
○ 電子メール：�goadmin@pusan.ac.kr
○ 入学情報�ホームページ:�http://go.pusan.ac.kr

韓国語研修のお問い合わせ
国際言語教育院
○ 電話:�82-51-510-1983,�4
○ FAX:�82-51-514-3944
○ 電子メール：�interedu@pusan.ac.kr
○ ホームページ:�http://ili.pusan.ac.kr



学費及び奨学制度
君、我らの夢よ！



III 学費及び奨学制度 ;
1. 学費及 学費�2014. 1学期�基準

2. 奨学制度

1) 校内奨学金

2)校外奨学金

-�約180の外部奨学財団からの支援奨学金
-�総同門会及び同窓会からの支援奨学金
-�個人及び各種の団体からの支援奨学金
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区分 入学金 授業料 計

○ 人文大学、経営大学、経済通商大学の各学科
○ 社会科学大学の行政、政治外交、社会学科、
○ 生命資源科学大学の人文系列

170,000

ウォン

378,000 1,302,000 1,850,000

○ 社会科学大学の社会福祉、心理、文献情報、新聞放送学科 378,000 1,402,000 1,950,000

○ 自然科学大学、生活環境大学、看護大学,�スポーツ科学部の�各学科
○ 生命資源科学大学の自然系列 386,000 1,796,000 2,352,000

○ 工科大学、ナノ科学技術大学の各学科(部)
○ 生命資源科学大学の工学系列 412,000 1,952,000 2,534,000

芸術大学
○ 音楽、韓国音楽学科 412,000 2,161,000 2,743,000

○ 美術、デザイン、舞踊、造景、芸術文化映像学科 412,000 1,901,000 2,483,000

区分 奨学金額 支給基準 備考

TA奨学金Ⓐ 授業料+学校運営支援費�150万ウォン免除� 大学院

TA奨学金Ⓑ 授業料+学校運営支援費�75万ウォン免除 大学院

成績優秀者奨学(新入生) 学校運営支援費の全額免除 新入生全員� 大学院
*在学生全額奨学金も多数

成績優秀者奨学(在学生) 学校運営支援費の全額免除 前学期成績の�7%以内 学部

成績優秀者奨学(在学生) 授業料全額免除 前学期成績の�30%以内 学部



IV 学生生活案内 ;
1.  教育課程

2学年から履修可能で、学科や専攻別定員の10%~50%内で許容

第1専攻以外に副専攻を希望する学科の専攻科目を７科目(21単位)履修

2学科以上が連携して編成した課程で2学年から履修可能�

学生が希望する場合、学生の素質や適性に従って、所属学科(部)または第一専攻を変更する制度で、基準定
員の20％範囲内で許容

2.  PNUの世界

「恋と友情には国境なし！」チュータリング�プログラムを通じてこれを実現する。外国人学生（チュー
ティー）が類似する専攻の外国人学生（チューター）と会い、1対1、または1対2で独自の授業を進め
る。チューティーには韓国の学校生活の適応に助けを受け、チューターにはチューティーの国の文化が
学べる好いチャンス。それにボランティア活動1単位、または活動費用の援助のメリットもある。

韓国の学生と外国人の交換学生が友達となるボランティアプログラム。すべてが不慣れな外国人交換
学生の初期学校生活の適応を助け、釜山も紹介する�バディになってみよう。空港ピックアップ、外国人
新入生の学内生活説明会参加、交換学生の受講申請及び講義室の案内などを行う。

PNUの学生に国際競争力の強化に向けて海外の姉妹大学の優秀な教授の原語講義が受けられるメリ
ットがあり、正規学期6人、季節学期6人の教授が直接講義に当たる。

外国人学生と教授が親しくなれる絶好のチャンス！様々な国の文化や言語を接することができる空間
で、映画鑑賞、外国語ボランティアを活用した無料の会話授業、Global�Week（それぞれの国の文化や歴
史を紹介）、Summer�Forum（自由討論）、�Welcome�Party�(新入外国人の歓迎パーティー）など、楽
しいプログラムが多い。

複数専攻(学部):

副専攻(学部): 

連携専攻(学部): 

専攻変更(学部/大学院)

チュータリング プログラム

Buddy Program

外国の姉妹大学の教授招聘の講座拡大 

国際支援センターの行事
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V 大学生活院 ;
1.  現況

-�BTL(Build-Transfer-Lease)�大学生活院の雄飛館(1,058人)
-�女子学生�大学生活院の真理館(911人)
-�男子学生�大学生活院の自由館(578人)
-�国家試験準備生専用のヒョウォンジェ(304人)

-�ビマ館(300、男子学生)、メファ館(126、女子学生)、チョンハク館(314、男･女)

-�ヘンリム館(826、男・女�BTL)

2.  施設紹介

-�ゆったりした2人1室でトイレとシャワー室を含めた冷暖房施設の完備
-�院生の安全を守る院生認識セキュリティーシステム
-�超高速のインターネットができる情報プラザ
-�様々な運動機具を集めた体力鍛錬室

3. 院生会の文化行事

学生で構成される大学生活院院生会は、テスト期間にパンを配ったり、野球を団体で観覧するなど、院生の
和合や親睦のための活動を行っている。毎年、｢オウルリム�ハンマダン｣が開催され、楽しいパーティーも開
かれるので、意味深い思い出がたくさん作れる。

釜山キャンパス

ミルヤンキャンパス

ヤンサンキャンパス
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