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釜山外国語大学校 国際交流処 

Ⅰ．出願資格 

１．出願対象 

釜山外国語大学校と学術交流の協定を締結した大学に所属する学生 

 

２．出願資格 

韓国籍を保持しない者で、次の①②③の条件を満たす者 

① 2020年秋学期までの成績がＧＰＡ2.0／4.0(＝2.5／4.5)以上である者 

② 大学間国際交流協定に基づき、所属大学の推薦を受けた者 

③ 提出する出願書類に不備のない者 

 

Ⅱ．出願手続 

１．出願書類提出期間 

区分 出願期間 備考 

2021 年度前期 
ノミネーション：2020年 11月 30日 

書類提出：2020年 12月 31 日 国際郵便(Ｅ

ＭＳ)で提出 
2021 年度後期 

ノミネーション：2021年 4月 30日 

書類提出：2021年 5 月 31 日 

     ※ 提出した書類はお返しすることができません。あらかじめご了承ください。  

 

 

 

 



2．面接及び合格者発表 

区分 内容 備考 

面接 2＋2志願者のみ(書類合格者のみ) 面接時間個別通知 

合格 

発表 

標準入学許可書の発送をもって、合格通知とさせ

ていただきます。(合格通知書は発行しません。) 
個別通知 

  ※ ビザの申請は標準入学許可書の受領後、個人で韓国大使館及び領事館に行って 

手続きをしてください。 

3．出願書類 

① 志願書（Form A） 

② 志願理由及び修学計画（Form B）  

③ 在学証明書 

④ 成績証明書 

⑤ 指導教授又は、学部長の推薦書（Form C）  

⑥ パスポートの写し (顔写真のページ) 

⑦ 証明写真 2 枚（3.5x4.5cm）※ パスポート用の規格に準拠した写真を準備 

⑧ 個人情報収集利用及び第三者提供同意書（Form D） 

⑨ 寮の申請書  

 

★ 問い合わせ 

 

釜山外国語大学校 国際交流センター  

担当者 中後 義樹 (ちゅうご よしき) 

住所 
F201, 65, Geumsaem-ro 485beon-gil,  

Geumjeong-gu, Busan, Korea, 46234 

電話 +82-51-509-5330 

E-mail   chuyoshi0111@bufs.ac.kr 

ホームページ(学校) http://www.bufs.ac.kr 

ホームページ(部署) http://cia.bufs.ac.kr 

  



Ⅲ．学部(科)紹介 

 

大学 学部(科)名 専攻 

英日中大学 

英語学部 

英語コミュニケーション 

英語ビジネス 

英語通訳翻訳 

日本語創意融合学部 

日本言語文化コンテンツ 

MICE通翻訳日本語 

ホテル観光ビジネス日本語 

日本IT 

中国学部 中国語 / 中国語地域通商 

G2(英・中)融合学部 

文化コンテンツマーケティング 

モバイルビジネス 

G2コミュニケーション 

グローバル 

人文融合大学 

ヨーロッパ学部 

ドイツ言語文化 

フランス言語文化 

イタリア言語文化 

ヨーロッパ地域通商学科 

中南米学部 スペイン語 / ポルトガル語 

ロシア・トルコ 

中央アジア学部 

ロシア言語通商 

トルコ・中央アジア語 

東南亜創意融合学部 

タイ語・ラオ語 

インドネシア・マレーシア・フィリピン語 

ベトナム語・カンボジア語 

ミャンマー語 / ICT言語処理 

アラブ地域学科 

インド学部 インド言語文化 / インド地域通商 

韓国語文化学部 

☞ TOPIK5級以上のみ 

韓国語教育 / 韓国語文 

多文化教育 

パイディア創意人材学科 
パイディア創意人材 

グローバル創意人材 

歴史観光・外交学部 歴史観光 / 外交 



Ⅲ．学部(科)紹介 

大学 学部(科)名 専攻 

グローバル 

ビジネス大学 

経営学部 経営 / 会計 

国際秘書学科 

経済金融学科 

国際貿易・マーケティン

グ学部 
国際貿易 / 国際マーケティング 

グローカル 

創意融合大学 

スポーツ産業学部 社会体育 / スポーツ産業 

社会福祉学科 

映像コンテンツ融合学科 

国際学部 

グローバル自律専攻 ☞韓国人のみ 

韓国語文化教育 ☞ 外国人 

専用 
国際貿易経営 

警察情報保護学部 
警察行政 / サイバー警察 

情報保護 

グローバル 

IT大学 

コンピューター 

ソフトウェア学部 

コンピューターソフトウェア 

ビッグデータ 

エンベデッドIT学部 

電子ロボット工学科 

 

※ 本人の専攻にあわせて、また出身大学から認められる学科・学部を選んでください。 

※ パイデイア創意人材学部の場合、授業は聴講できますが、所属学科として選ぶことは 

できません。 

  



Ⅳ．寮 

1. 校内寮(2人部屋) 

区分 期間 
寮費 

保証金 管理費 食費(110 食) 合計 

学期中 

(約 4月半) 

3 月～6 月下旬 

9 月～12 月下旬 
100,000 813,000 319,000 1,232,000 

半年 

(約 6ヶ月) 

3 月～8 月上旬 

9 月～2 月上旬 
100,000 1,173,000 319,000 1,592,000 

※食券の有効期間：学期中(3月～6月下旬/9月～12月下旬)のみ食券を使用することが 

できます。残った食券分の金額は返金することができません。 

※定められた期間を延期して居住する場合、追加料金が発生します。 

 

2. 校外女子学生寮(半年のみ) 

区分 期間 
寮費 

保証金 管理費 食費 合計 

2 人部屋 3 月～8 月上旬 

9 月～2 月上旬 

100,000 1,349,000 X 1,449,000 

3 人部屋 100,000 1,038,000 X 1,138,000 

※校外女子学生寮には食堂がありません。その代わりに寮内にキッチンがあり、料理ができます。

また、各部屋に冷蔵庫がありますので食べ物の保管が可能です。 

 

● 参考事項 

⦁ 管理費内訳：電気代、水道代、インターネット使用料などが含まれています。 

⦁ 校外女子寮は正門から約500ｍの距離にあります。(大学シャトルバス運行) 

⦁ 部屋の出入りはセキュリティーカード使用、紛失時は自己負担で再購入可能です。 

⦁ 校内寮にはコインランドリー、アイロン室、ジム、コンビニなどの便宜施設があり 

ます。 

⦁ 校外女子寮にはコインランドリー、アイロン室、ジム、調理室なのど便宜施設があり 

ます。 

⦁ 入寮は学期開始2日前から可能です。 

⦁ 保証金は退寮時、部屋の破損や故障などの修理費を除いて返金します。 

⦁ 寮費の納付は指定口座振込のみ、途中退寮の返金も口座振込のみ 

※ 入国前に正確な入寮可能日を釜山外大国際交流チームにご連絡ください。 

※ 金額は2020年１学期基準。２学期は管理費など金額が変更する可能性もあります。 


