
鮮鶴天宙平和大学院 韓国語教育院  

2023年度 新入生募集要項 

Ⅰ.概要  

A. 学習期間  

-1学期(春課程): 2023年 3月6日～2023年 5月15日(10週) 

-2学期(夏課程): 2023年 6月5日～2023年 8月14日(10週) 

-3学期(秋課程): 2023年 9月4日～2023年 11月16日(10週) 

-4学期(冬課程): 2023年 12月4日～2024年 2月15日(10週) 

＊韓国国民の休日で授業を行わなかった日数を除いて、授業日数が1学期(5日×10週間＝50日間)になるように計算。 

B. 募集対象：み言の理解を深めるために韓国語を習おうとする外国人食口（年齢制限:18才以上） 

C. 授業時間：10週コース-200時間 (4時間/1日×5日/1週間×10週） 

D. クラス構成：初級 / 中級 / 上級(入学時にレベルテストがありその後、再編成されます) 

 

 

Ⅱ.募集（願書受付） 

区分 募集期間 送金期間 

1学期(春課程) 2022年12月1日～2023年1月31日 2022年12月1日～2023年1月31日 

2学期(夏課程) 2023年3月1日～2023年4月30日 2023年3月1日～2023年4月30日 

3学期(秋課程) 2023年6月1日～2023年7月31日 2023年6月1日～2023年7月31日 

4学期(冬課程) 2023年9月1日～2023年10月31日 2023年9月1日～2023年10月31日 

 ＊ビザの都合上、2学期(2課程)以上のお申し込みから可能です。予めご了承ください。 

 

Ⅲ.入学手続の流れ  

入学願書提出/ 納付 (入学生) 

         ▼ 

必要書類送付 (学校) - 学校よりビザ取得関連書類を発送 

▼ 
 

ビザ申請 / 取得 (入学生) 
- 学校から届いた書類と本人が準備した書類をもって 

管轄の韓国大使館／総領事館にてビザ申請 

▼ 
 

韓国入国 (入学生) - ビザ取得後に渡韓 

 



Ⅳ.入学願書提出方法 

 
詳   細 備 考 

日本人 日本国内の旅行代理店にて案内・手続 
世一観光  

☎ 03-3486-1311 

その他 

国家 

Fax  願書記入後、Faxで送信 Fax : +82-31-589-1579 

E-mail 願書記入後、E-mailで送信 E-mail : tli@sunhakup.ac.kr 

- FaxおよびE-mailにて送信された場合、鮮鶴天宙平和大学院 韓国語教育院事務所まで、 

受信確認の連絡をお願いします。 

 

Ⅴ.登録金 

1．10週間コース授業料 

内  容 金 額 備  考 

入学手続手数料 50,000 ウォン 在学生は免除 

授 業 料 1,200,000 ウォン 10 週 

寄宿舎 
宿泊費 450,000 ウォン 13 週(休み期間含む)割引適用後 

食 費 500,000 ウォン 10週(月曜～金曜：昼・夕食のみ提供) 

計 2,200,000 ウォン 
 

10週では上記の金額ですが、ビザの都合上、2学期(20週)以上の申し込みのみ受付可能です。 

※実際の入金額は、下記の「登録金の初回納付分」です。ご注意ください。 

 

2．登録金の初回納付分 

内  容 金 額 備  考 

入学手続手数料 50,000 ウォン 在学生は免除 

授 業 料 2,400,000 ウォン 20 週(ビザの都合上、2学期以上で申請可能なため) 

寄宿舎 
宿泊費 450,000 ウォン 13 週(休み期間含む)割引適用後 

食 費 500,000 ウォン 10週(月曜～金曜：昼・夕食のみ提供) 

計 3,400,000 ウォン 
 

2学期目の宿泊費・食費の送金は、1学期終了後に納付するようお願い致します。詳しくは入学後に 

案内致します。 

授業料は、送金期間内に下記の銀行口座に一括送金下さい。 

送金口座番号（韓国国内送金）: 郵便局（우체국） / 101956-05-000191 / 口座名:선학유피대학원대학교  

BANK NAME KOREA POST OFFICE (SHINHAN BANK)  

SWIFT CODE SHBKKRSEKPO  

NATION SOUTH KOREA  

ACCOUNT NAME SunHak UP Graduate University 

ACCOUNT NUMBER 101956-05-000191 

ADDRESS 324-211,MISARIRO, SEORAK-MYEON, GAPYEONG-KUN, GYEONGGI-DO 12461, SOUTH KOREA  

TEL 82-31-589-1570/82-31-589-1572 



3.入学後別途納入する金額（現金納入） 

内  容 金  額 備  考 

教材費 60,000 ウォン レベルにより差があります 

外国人登録費 30,000ウォン 自国で VISA申請した学生は外国人登録必須 

(初回のみ) 

留学生保険料 60,000～100,000ウォン 年齢、性別または国籍により費用変動 

計 150,000～190,000ウォン 

 
*文化研修費は入学後に希望者のみ別途支払になります。 

 

Ⅵ. 奨学金案内 

種類 対象者 内容 

① 牧会者奨学金 統一教会前・現職牧会者（またはその配偶者） 学費の１/２を支給 

② 牧会者子女奨学金 統一教会現職牧会者の子女 学費の１/３を支給 

③ 家族奨学金 １家庭より２人以上同時入学の場合、うち１名が申請 学費の１/３を支給 

④ 大学院生奨学金 鮮鶴大学院生（元清心大学院）が入学する場合 学費の１/２を支給 

⑤ 孝情家族奨学金 HJ天苑団地内で働く職員および職員の直系家族(配偶者含む) 学費の１/３を支給 

 ※①、②の牧会者に該当する範囲は、教会の正社員及び準社員で証明書が発行可能な方。 

＜準備する書類＞ 

-奨学金申請書 （入学後事務所で申請となります）：全奨学金共通 

-牧会経歴証明書または在職証明書（各教会が発行・ファックス可）：①、②の該当者 

-家族関係証明書（戸籍抄本または住民票など家族関係がわかるもの）：②、③、⑤の該当者 

-鮮鶴大学院大学校 在籍証明書：④の該当者 

-機関での在職証明書：⑤の該当者 

 

日本から来る際に予め書類を準備していただき、学校で申請・審査の後、学費がウリ銀行口座に支給さ

れます。申請を希望される方は、入学の際お知らせください。 

 

Ⅶ. ビザ案内 

1. 本校に入学する学生は、必ず語学研修ビザ（D-4)を取得しなければなりません。 

  2. 語学研修ビザは各国家の韓国大使館・総領事館で取得可能です。 

  3. ビザ申請に必要な書類は国家ごとに差異があるため、事前に居住地の韓国在外公館にご確認下さい。 

  4. D-4ビザは6ヶ月間有効です。再入学する場合は、韓国内でのビザ延長も可能です。 

  5. 申請に必要な書類を用意し、韓国大使館もしくは総領事館に申請した後、審査を経て発給を受けます。 

① 学校より発送する書類：標準入学許可書、招待状、登録金納付証明書、事業者登録証 

②個人で準備する書類：各種証明書等（各総領事館にお問い合わせください。） 



  6. ビザが発給されるまで約1週間かかる為、少なくとも渡韓2ヶ月前までには申請手続を始めてください。 

         

* ビザ取得案内 

入学願書手続, 登録金納付 (入学生) - 募集期間内に“入学願書”と“登録金”を納付 

▼ 

 
ビザ取得のための書類発送 (学校) - 国際郵便にて発送 (標準入学許可書) 

▼ 

 
ビザ申請 / 取得 (入学生) -学校より受け取った書類を韓国大使館・総領事館に提出 

▼ 

 
韓国入国 (入学生) 

 
Ⅷ. 旅行者保険案内  

  すべての学生は入学前に日本で海外旅行者保険または学校の留学生保険への加入が義務化されて

います。また、韓国滞在6ヶ月以上の学生は自動的に韓国健康保険に加入します。(月約4万ｳｫﾝ) 

Ⅸ. 寄宿舎生活 

   1. 2人部屋の寄宿舎生活となります。独り部屋は基本的に許可されていませんが、事情により独り部屋

を希望される方は、寄宿舎費が二人分になるので、ご了承ください。人数の関係で学校の都合によ

り一人になった場合は、寄宿舎費に変更はありません。 

  2. 学校付近に居住し寄宿舎生活を希望しない場合、入学前に学校までご相談下さい。 

Ⅹ. その他入学関連のお問い合わせ 

   1. ホームページ：http://tli.sunhakup.ac.kr  

   2. 電話（鮮鶴UP韓国語教育院）: +82-31-589-1570 

   3. Eメール：tli@sunhakup.ac.kr 

   4. Facebook：https://www.facebook.com/sunhakup.tli 

    5. 日本人の入学案内・手続：03-3486-1311 世一観光 担当:片山 

 


