国際交流センター

Beijing Foreign Studies University
北京外国語大学（BFSU）
最終更新日
2017/6/28
公立/私立

国立

所在地

中国 北京

WEBサイト

http://global.bfsu.edu.cn/en/

大 学生数
学
学事暦

約7,000人 （留学生：約1,000人）
秋学期：9月初旬～1月中旬

春学期：2月初旬～7月上旬

学部・専攻

【交換留学生受入可能学部】中文学院または国際商学院のみ
中文学院Web Site: http://iei.bfsu.edu.cn/
国際商学院Web Site:http://solbridge.bfsu.edu.cn/

留学期間

通年：2018.9～2019.7（11ヶ月間）

GPA

2.4以上

語学要件

次のいずれかを提出すること
１．本学中国語教員による語学能力認定書（中国語）
２．HSK4級以上の合格証明書
※国際商学院に所属して授業を履修する場合、中国語の語学能力認定書に加え、下記
TOEFL/IELTSスコアが必要。

留
学

半期：2018.9～2019.1（5ヶ月間）

TOEFL/IELTS TOEFLiBT 79以上 または IELTS 6.0以上

留学形態

交換留学生は、基本的に中文学院に所属し中国語の授業を中心に履修をする。語学要件
を満たせば、国際商学院に所属して学部授業を履修することも可能だが、国際商学院に関し
ては本学からの受入が２名までと限られている。（2017年度）留学生向けの国際商学院の
授業はすべて英語で行われる。

日本の協定校 立命館大学、関西大学、杏林大学など

学
生
生
活

諸経費

生活費として約5000元/月（うち寮費 約2,000～3,000元）

学内寮

【国交楼】東院にある（中文学院の授業は主に東院で行われる）。エレベーター付のきれいな
建物。17階建て。1人部屋。トイレ、シャワー付の部屋と無しの部屋がある。トイレ・シャワー付
90～110元/日、トイレ・シャワー無し70～90元/日。
【白楼】西院にある。1人部屋と2人部屋。トイレ、シャワー付の部屋と無しの部屋がある。1人
部屋トイレ・シャワー付70～90元/日、1人部屋トイレ・シャワーなし60～80元/日、2人部屋
40～50元/日。
※値上がりの可能性あり。

学校について

1941年創立で、教育部直属の重点大学である。中国で最初の外国語大学として知られる。
北京の西北に位置し、勉学に最適な落ち着いた環境の中にある。現在31種の言語の授業が
行われており、キャンパスには世界各国からの留学生が多い。最近では、日本人留学生数も非
常に多くなってきている。留学生事務所は、日曜日、休日以外の朝8時から夕方5時まで留学
生のサポートをしており、国際交流にも力を入れている。

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

国際交流センター

City University of Hong Kong
香港城市大学（CityU）
最終更新日
2017/6/28
公立/私立

公立

所在地

中国 香港

WEBサイト

http://www.cityu.edu.hk/

International Office

Global Services Office (GSO): http://www.cityu.edu.hk/gso

大
学 学生数
学事暦

約20,000人 （留学生：約740人）
秋学期：9月初旬～1月中旬

春学期：2月初旬～7月上旬

【Website】 http://www.cityu.edu.hk/cityu/depts/facultynschool.htm
学部・専攻

Business、Liberal Arts and Social Sciences、Science and Engineering、
Creative Media、Law、Energy and Environment

留学期間

通年：2018.9～2019.5（9ヶ月間）

GPA

2.4以上（School of LawはGPA2.8）

半期：2018.9～2018.12（4ヶ月間）

TOEFLiBT 79以上 または IELTS 6.5以上
留
TOEFL/IELTS ※ただしSchool of Lawに所属し科目を履修したい場合は、GPA2.8に加え、
学
TOEFLiBT100、またはIELTS7.0が必要。
留学形態

学部に所属し、専門科目を英語で学ぶ。

日本の協定校 長崎国際大学、立命館アジア太平洋大学など
諸経費

学 学内寮
生
生
活
学校について

食費、交通費、教材費、洗濯代などその他雑費：約HK$4,000/学期
【Under graduate Hall】シングル HK$14,400 （1学期分）、ダブル $7,200（1学期
分）、
※部屋数が限られているので、on-campusには入寮できない可能性もある。先着順。
http://www.cityu.edu.hk/gso/ies_accommodat.htm
前身は香港城市理工学院で、1984年に設立された。専門性と実践性の高い授業をモットー
としており、特に商学院が高い評価を受けている。キャンパスは九龍塘という静かな住宅地に位
置し、交通の便が非常によい。キャンパス内にはジムや深夜まで利用可能な図書館などがあり、
学生生活と大学が密接に関わった環境が整えられている。

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

国際交流センター

Dalian University of Foreign Languages
大連外国語大学（DUFL）
最終更新日
2017/6/28
公立/私立

国立

所在地

中国 大連市旅順

WEBサイト
大
学生数
学
学事暦
学部・専攻

留
学

http://www.dlufl.edu.cn/en/
約20,000人 （留学生：約900人）
秋学期：9月中旬～1月中旬

春学期：2月中旬～7月上旬

【交換留学生受入可能学部】漢学院のみ
漢学院(中国語専攻)Web Site： http://scs.dlufl.edu.cn/

留学期間

通年：2018.9～2019.7（11ヶ月間）

半期：2018.9～2019.1（5ヶ月間）

GPA

2.4以上

語学要件

次のいずれかを提出すること
１．本学中国語教員による語学能力認定書（中国語）
２．HSK4級以上の合格証明書

国籍制限

中国籍保持者の出願不可（ただし、日本の永住権を持つ者は除く）

留学形態

交換留学生は、漢学院に所属し中国語及び選択科目（中国文化、太極拳、書道、HSK
対策など）を学ぶ。

日本の協定校 早稲田大学、桜美林大学、東京外国語大学、立命館大学 など

学内寮

Off-Campus：キャンパスからはバスで約10分（徒歩の場合30分）。2人部屋（6人で共
通に利用するマンションの一室に、二人部屋が3部屋ある）。テレビ、インタネット回線、リビング
ルーム、キッチン、トイレ、シャワー、クローゼット、スタンプライト付き）
寮費：RMB1,400/月（支払いは学期毎で1学期につきRMB6,000）
※入寮を希望しない場合は、大学と外国人管理局の許可が必要。

学校について

大連外国語大学は周恩来の承認のもと、1964年に設立された中国東北地方における唯一
の外国語専門大学。1985年に設立された漢学院は、中国の重要な対外漢語教育期間で
あり、HSKの実施指定校でもある。現在までに世界50ヵ国から留学生を迎えており、東北地
区で最大の規模を誇る国際色豊かな大学である。大学のある大連は、遼東半島の最南端に
位置し、日本を初め多くの外国企業が進出する経済先進地域である。2013年1月に漢学院
は旅順に移転。

学
生
生
活

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

国際交流センター

East China University of Political Science and Law
華東政法大学（ECUPL）
最終更新日
2017/6/28
公立/私立
所在地
大 WEBサイト
学 学生数

国立
中国 上海 （中国語（中級）クラスを受ける場合は長宁キャンパス、学部授業または中国
語クラス（初級、高級）を受ける場合は松江キャンパス）
http://study.ecupl.edu.cn/
約21,000人

学事暦

秋学期：9月中旬～1月中旬 春学期：2月中旬～6月下旬
※ただし、中国語を学ぶ授業の場合、秋学期：10月～1月 春学期：3月～6月

学部・専攻

【Website】http://study.ecupl.edu.cn/en/programs/undergraduate.aspx

留学期間

通年：2018.9～2019.6（10ヶ月間）

GPA

2.7以上

語学要件

次のいずれかを提出すること
１．本学中国語教員による語学能力認定書（中国語）
２．HSK4級以上の合格証明書
※学部に所属して授業を履修する場合、HSK5級以上の合格証明書の提出が必要。英語
開講科目を履修する場合は、下記TOEFL/IELTSスコアが必要。

半期：2018.9～2019.1（5ヶ月間）

留 TOEFL/IELTS TOEFLiBT 80以上 または IELTS 6.0以上
学
●中国語を学ぶ授業：中国語力に応じて、1クラスにつき20人以下のクラスで受講
●英語での受講：Law、Business、Cultureに関する科目
●中国語での学部授業の受講：Law and Criminal Justice/Economics and
留学形態
Management/Language and Human Science/Political and Social Scienceに関
する科目
http://study.ecupl.edu.cn/bbs/board.php?bo_table=m2_2
※英語での科目リストは国際交流センターで確認することができます。
日本の協定校 九州大学、熊本大学

学
生
生
活

諸経費

生活費として約5000元/月

学内寮

【Changning Campus】Building No.20（International Student House）
4人部屋：600RMB/月、2人部屋：700RMB/月、1人部屋：1,400RMB/月
【Songjiang Campus】 International Student House
1人部屋：8,000RMB/学期、2人部屋：4,000RMB/学期
※いずれも部屋内にはエアコン、ベッド、机、Wifi環境、専用バスルームがあり、冷蔵庫・キッチ
ン・洗濯機は共同利用。ケーブルTVはSongjiangのみ。

学校について

華東政法大学は1952年に設立された、東中国地方で最も大きく、最も名声のある法律大
学。中国経済の中心地である上海に位置している。キャンパス内には歴史的にも建築的にも
貴重な建物や高くそびえ立つ木々や緑の芝生などが広がり、独特の美しいキャンパス環境となっ
ている。法律教育を専門に行っている一方で、経済学、外国語、経営学分野におけるプログラ
ムがあり、法律大学で唯一法律における博士号過程のプログラムもある。

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

国際交流センター

Nankai University
南開大学（NKU）
最終更新日
2017/6/28

大
学

留
学

公立/私立

国立

所在地

中国 天津

WEBサイト

http://english.nankai.edu.cn/

International Office

http://study.nankai.edu.cn

学生数

約24,000人 （留学生：約1,000人）

学事暦

秋学期：9月上旬～1月中旬

学部・専攻

文学院、歴史学院、法学院、外国語学院、経済学院、商学院、数学院、物理院、化学
院、生命科学学院、漢語言文化学院 等

留学期間

通年：2018.9～2019.6（10ヶ月間）

GPA

3.0以上

語学要件

次のいずれかを提出すること
１．本学中国語教員による語学能力認定書（中国語）
２．HSK4級以上の合格証明書
※学部に所属して授業を履修する場合、HSK5級以上の合格証明書の提出が必要。

国籍制限

中国籍保持者の出願不可

留学形態

交換留学生は、基本的に漢語言文化学院に入り中国語及び選択科目（中国文化、太極
拳、書道、HSK対策など）を学ぶ。語学要件（HSK5級以上）を満たせば、学部に所属し
て中国語で授業を履修することも可能。

春学期：2月中旬～6月下旬

半期：2018.9～2019.1（5ヶ月間）

日本の協定校 早稲田大学、慶應義塾大学、一橋大学、中央大学など
諸経費

生活費として約5000元/月（うち寮費 約1,500～3,000元）

学内寮

【谊园 4号楼 Yi Yuan No4】 二人部屋60元/日
【谊园 2号楼 Yi Yuan No2】 二人部屋60元/日
【静园 Jing Yuan】 二人部屋65元/日
※各部屋に電話、テレビ、セーフティボックス、エアコン、セントラルヒーティング、シャワー・トイレ
付。ランドリールーム、ダイニング、カフェテリアは共同利用。
http://study.nankai.edu.cn/en/accommodation?cid=87&pid=73

学校について

南開大学は故周恩来の母校で国家の重点総合大学となっている。中国で最も早く留学生を
受け入れた学校の一つで、50年以上の対外中国語教育の歴史を持っている。 南開大学漢
語言文化学院は、国家教育部に認定された対外中国語教育重点基地の一つで、レベルの
高い豊富な教師陣が揃い、積極的に国際交流を展開していり。進修コースでは、HSK補講、
絵画、書道、太極拳、料理、二胡などの選択課目が開設され、学期内には天津北京周辺の
実践旅行や運動会、カラオケ大会、スピーチ大会、懇親会など毎学期異なった活動を行ってい
る。

学
生
生
活

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

国際交流センター

Shanghai Normal University
上海師範大学（SHNU）
最終更新日
2017/6/28
公立/私立

公立

所在地

中国 上海

WEBサイト

http://host.shnu.edu.cn/Default.aspx?alias=host.shnu.edu.cn/shnuen

International Office

International Affairs Office: http://iao.shnu.edu.cn/

学生数

約42,000人 （留学生：約800人）

大 学事暦
学

秋学期：9月中旬～1月上旬

春学期：2月中旬～7月上旬

【Website】 http://cc.shnu.edu.cn/G2S/Showsystem/CourseAll.aspx
対外漢語学院Web Site:http://iccs.shnu.edu.cn

学部・専攻

人文与伝播学院、数理信息学院、女子文化学院、旅游学院、対外漢語学院、外国語学
院、法政学院、教育学院、商学院、建築工程学院、体育学院、機械与電子工程学院、金
融学院 等

留学期間

通年：2018.9～2019.7（11ヶ月間）

GPA

2.4以上

語学要件

次のいずれかを提出すること
１．本学中国語教員による語学能力認定書（中国語）
２．HSK4級以上を証明する合格証明書
※文系学部に所属して授業を履修する場合はHSK5級以上、理系学部の場合はHSK4級
以上が必要。※商学院にて英語開講科目（欧米からの留学生向け）を履修する場合、下
記TOEFL/IELTSスコアが必要。

留
学

半期：2018.9～2019.1（5ヶ月間）

TOEFL/IELTS TOEFLiBT 68以上 または IELTS 5.5以上

国籍制限

中国籍保持者の出願不可

留学形態

交換留学生は基本的に、対外漢語学院に入り中国語及び選択科目（中国文化、太極
拳、書道、HSK対策など）を学ぶ。語学要件を満たせば、学部に所属して中国語での授業
や、商学院の英語開講科目を履修することも可能。

日本の協定校 早稲田大学、東京学芸大学、龍谷大学、桜美林大学、横浜市立大学など

学内寮

【Foreign Guest House】
2人部屋（1～4階：100元/日）（5～6階：133元/日）
【Intercultural Exchange Center】
1人部屋（75~83元/日）2人部屋（100元/日）
※全て3カ月以上滞在する場合の特別料金。各部屋にシャワー・トイレ、電話、テレビ付き。
http://cms.shnu.edu.cn/Default.aspx?tabid=5297

学校について

上海師範大学は1954年に創立された総合大学。50年余りの教員養成の歴史があり、特に
中国語教育、中国語研究、中国語教育養成などの分野において世界的に知られている。
1965年から留学生の受け入れを始め、上海市内で最も早く留学生への中国語教育を広げ
た。 上海師範大学のキャンパスは「徐匯」と「奉賢」にあり、上海市中心部の「徐家匯」から近
く、交通が便利でキャンパスも自然豊か。学校の教育施設も完備されており、住環境も整って
いる。

学
生
生
活

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

国際交流センター

National Chengchi University
国立政治大学（NCCU）
最終更新日
2017/6/28

公立/私立

国立

所在地

台湾 台北市

WEBサイト

http://www.nccu.edu.tw/

International Office

Office of International Cooperation(OIC): http://oic.nccu.edu.tw/

大 学生数
学
学事暦

約16,000人 （留学生：約850人）
秋学期：9月中旬～1月中旬 春学期：2月中旬～6月下旬
（※Mandarinクラスのみ、Fall/Winter/Spring Termに分かれている）
【Website】http://www.nccu.edu.tw/en/academics

学部・専攻

Liberal Arts、Science、Social Sciences、Law、Commerce、Foreign Languages、
Communication、International Affairs、Education ※交換留学生の履修制限がある科目もあり

留学期間

通年：2018.9～2019.6（10ヶ月間）

GPA

2.5以上

語学要件

次のいずれかを提出すること
１．本学中国語教員による語学能力認定書（中国語）
２．HSK4級以上の合格証明書
※学部に所属して授業を履修する場合、HSK4級以上であることが望ましい。
※英語での開講科目を履修する場合、下記TOEFL/IELTSスコアがあることが望ましい。

半期：2018.9～2019.1（5ヶ月間）

TOEFL/IELTS TOEFLiBT 80以上 または IELTS 6.0以上

国籍制限

台湾及び中国籍保持者の出願不可

留学形態

交換留学生は、以下の4タイプの履修形態から選ぶ。
【注意】Full-Time Mandarinクラスは3タームのうち最初の1ターム分のみ無条件に無料で、後の学期について
は前学期の成績（100点中80点以上）と出席率により無料か有料か決まる。Part-Timeクラスは
NT$10,100を事前に支払い、成績と出席率によって返金が受けられる可能性がある。
①Full-Time Mandarin Class ONLY：月～金に１日３時間の中国語クラスを受ける。学部での一般授業
は聴講のみ可で、単位授与なし。
②Academic Classes ONLY：一般授業のみ、1学期につき5～6科目（15～18単位)履修。
③Academic classes+Part-time Mandarin Class：一般授業+中国語クラス
④（通年留学者のみ）Full-Time Mandarin（前期）+Academic Class（後期）
⑤（通年留学者のみ）Academic Class ONLY(前期）＋Mandarin Class ONLY(後期）

留
学

日本の協定校 東京外国語大学、立命館大学、 神奈川大学、早稲田大学、 関西学院大学など
授業料

学部の授業を受ける場合は免除（Chinese Language Center(CLC)で受けるMandarin Classについて
は上記「留学形態」を参照）

諸経費

食費：NT$10,000/月、交通費：NT$3,000/月、教材費：NT$5,000～8,000/学期、Students'
Safety Insurance加入料：NT$144（必須）、国民健康保険加入料：NT$749/月（通年留学の場
合）

付属語学学校 有（Chinese Language Center）有料 http://mandarin.nccu.edu.tw
学
生
生
学内寮
活

学校について

【On-Campus Dormitory】
◆学部生用4人部屋：NT$11,000/学期 ◆大学院生用2人部屋：NT$23,000/学期
【Off-Campus NCCU I-House】
◆1人部屋：NT$58,500/学期 ◆2人部屋：NT$38,250/学期
※どちらも部屋数が少ないので、入れないこともある。その場合は、自分でアパートを探さなければならない。
http://oic.nccu.edu.tw/files/11-1000-357.php
キャンパスは緑に囲まれた静寂な場所にあり、キャンパス内に山や小川があり、とても広く綺麗である。キャンパス内
では学生・教職員用のバスが運行されており、広いキャンパスの移動に便利である。市外からは少し離れているの
で、勉学に集中できる環境と言える。台北の駅からバスで40分～1時間くらいで大学に到着する。また、台北から
MRT（台北駅～動物園駅）を利用すれば、政治大学行きのバスを含めて45分くらい。

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

国際交流センター

National Taiwan University
国立台湾大学（NTU）
最終更新日
2017/6/28
公立/私立

国立

所在地

台湾 台北市

WEBサイト

http://www.ntu.edu.tw/

International Office

Office of International Affairs: http://www.oia.ntu.edu.tw/

学生数

約32,000人 （留学生：約1,800人）

大 学事暦
学

学部・専攻

秋学期：9月中旬～1月中旬

春学期：2月中旬～6月下旬

【Website】http://www.ntu.edu.tw/english/academics/academics.html
Liberal Arts、Social Sciences、Law、Science、Engineering、Bio-Resources and
Agriculture、Medicine,Engineering、Management、Public Health、Electrical
and Computer Science、Life Science
※交換留学生は、Medicine, Liberal ArtsのAnthropology, 及びGMBAコースは履修
不可

留学期間

通年：2018.9～2019.6（10ヶ月間）

GPA

3.0以上
次のいずれかを提出すること
１．本学中国語教員による語学能力認定書（中国語）
２．HSK4級以上の合格証明書

語学要件
留 国籍制限
学
留学形態

半期：2018.9～2019.1（5ヶ月間）

台湾籍保持者の出願不可
交換留学生は、基本的にNTU General Chinese Courseで中国語を学びつつ、中国語ま
たは英語力が十分あることを条件に（テスト結果等は必要無し）、所属する学部の科目を中
心に履修可（所属学部以外も履修可）。開講科目（英語含む）については、ウェブサイトを
参照。
http://www.oia.ntu.edu.tw/study-at-ntu/why-study-at-ntu/courses

日本の協定校 早稲田大学、明治大学、東京外国語大学、慶應義塾大学、東京大学など
諸経費

学 学内寮
生
生
活

学校について

食費：NT＄35,000/学期、交通費：NT$5,000/学期、教材費：NT$6,500/学期、通
信費（インターネット）NT＄600/学期、その他：NT$15,000/学期
【Prince House】（On-Campus、学内で一番新しい）
-Shui-Yuan Dorm Single Suite（5人で共用のキッチン、専用バス・トイレ付）
NT$8,800/月
-Single Room（専用バス・トイレ付）NT$7,400/月
-Twin Room（二人で共用のバス・トイレ付）NT$4,900/月
【Guo Qing Dorm(IYC)】 （On-Campus)
-Twin Suite（二人で共用のバス・トイレ付）NT$19,900-22,400/学期
-Twin Share（寮内で共同利用のバス・トイレ付）NT$11,900-12,900/学期
※参考website：http://www.oia.ntu.edu.tw/study-at-ntu/why-study-atntu/accommodation
台湾の中で最難関の大学とも言われ、ノーベル賞受賞者も輩出している。前身は、1928年日
本統治時代に設立された台北帝国大学。1945年11月15日に中華民国政府により接収さ
れ、現在の名前に変更された。台湾で最も古く、学生数も多い。大学は、市外南部のMRT公
館駅下車すぐの便利な場所に位置する。海外の協定校も非常に多く、英語での授業科目が
充実している。

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

国際交流センター

National Tsing Hua University
国立清華大学（NTHU）
最終更新日
2017/6/28
公立/私立

国立

所在地

台湾 新竹市

WEBサイト

http://www.nthu.edu.tw/

International Office

Office of Glabal Affairs: http://oga.nthu.edu.tw/

大 学生数
学
学事暦

約11,700人 （留学生：約200人）
秋学期：9月中旬～1月中旬

春学期：2月中旬～6月下旬

http://academic-en.web.nthu.edu.tw/files/11-1039-7495.php
学部・専攻

Science、Engineering、Nuclear Science、Humanities and Social Sciences、Life
Sciences、Electrical Engineering and Computer Science、Techonology
Management ※交換留学生の履修制限がある科目もあり

留学期間

通年：2018.9～2019.6（10ヶ月間）

GPA

2.4以上

語学要件

次のいずれかを提出すること
１．本学中国語教員による語学能力認定書（中国語）
２．HSK4級以上の合格証明書

留
学 国籍制限

半期：2018.9～2019.1（5ヶ月間）

中国籍保持者は半期のみ出願可

留学形態

学部に所属して、本科の授業と英語開講科目を履修可能。理工系の大学なので理系の学
部がほとんど。開講科目（英語含む）は、以下ウェブサイトで確認出来る。
https://www.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/JH/6/JH62.htm

日本の協定校

東京工業大学、大阪大学、長岡技術科学大学、東北大学、奈良女子大学、筑波大学、
九州大学

学内寮

【International Student Dormitory】
2人部屋 NT$13,520/学期（Summer Fee別途: NT＄6,760）
寮の規則が定められており、規則を破ると減点されていく。減点ポイントが10に到達すると、次
期セメスターでの入居ができなくなり、さらに15ポイントに達すると退寮処分となる。
※参考website：
http://sthousing.web.nthu.edu.tw/bin/home.php?Lang=en
※寮規則：
http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/13-1159-13493.php?Lang=en

学校について

清華大学の歴史は、中華民国建国の1911年、北京清華園に創設された「清華学堂」に端
を発す。1928年に「国立清華大学」と改められ、1956年に新竹市において再建され現在に
至る。台湾では理工系研究大学の最高峰と言われている。政府の高官や著名な研究者を数
多く輩出しており、ノーベル賞受賞者も3名出ている。
大学は、台北市の南、72キロほど先の新竹市に位置し、キャンパスは美しい湖と緑に囲まれた
自然豊かな環境の中にある。周辺には数多くの研究機関があり、「台北科学都市」と言われて
いる。

学
生
生
活

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

国際交流センター

Tamkang University
淡江大学 （TKU）
最終更新日
2017/6/28
公立/私立

私立

所在地

台湾 新北市淡水（淡水キャンパス）、宜蘭県礁渓（蘭陽キャンパス）

WEBサイト

http://www.tku.edu.tw/

International Office

http://www.oieie.tku.edu.tw/main.php/

大 学生数
学 学事暦

約27,500人 （留学生：約450人）
秋学期：9月中旬～1月中旬

春学期：2月中旬～6月下旬

【Website】 http://english.tku.edu.tw/Academics.asp
学部・専攻

留学期間

【淡水キャンパス】Liberal Arts、Science、Engineering、Business and
Management、Foreign Languages and Literatures
【蘭陽キャンパス】Global Entrepreneurial Development（90％が英語開講科目）
通年：2018.9～2019.6（10ヶ月間）

半期：2018.9～2019.1（5ヶ月間）

GPA

2.5以上
次のいずれかを提出すること
１．本学中国語教員による語学能力認定書（中国語）
語学要件
２．HSK4級以上の合格証明書
※蘭陽キャンパスで英語開講科目を受講する場合、下記TOEFL/IELTSスコアが必要。
留
学 TOEFL/IELTS TOEFLiBT 68以上 または IELTS 5.5以上
留学形態

交換留学生は、基本的に淡水キャンパスで中国語の授業を中心に履修し、空いている時間で
各学部開講の専門科目を履修可能。留学生は授業が開講してから7～10日の間に興味の
ある科目の聴講をし、履修科目を決定する。

日本の協定校

麗澤大学、駒沢大学、早稲田大学、長崎大学、長崎外国語大学、立命館アジア太平洋大
学など

諸経費

食費 NT$9,000/月（NT$300/日）、Student Insurance NT$195/学期、国民健康
保険加入料：NT$749/月（通年留学の場合） 等

学 学内寮
生
生
活

学校について

【麗澤国際学舎（淡水キャンパス）】
3-4人部屋。各部屋１名の現地の学生と２～３名の留学生とで部屋をシェアする。トイレ、
シャワー、洗面所、キッチン等フロアごとで全て共同利用。食堂は無し。
費用：NT$11,400/学期（管理費含む。食費含まず。） 寝具代としてNT$100元を別
途支払う。夏期・冬期休暇中は寮は閉まるので注意。
【蘭陽キャンパス学生寮】 2人部屋。NT$7,500/学期（エアコン、インターネット代は別）
夏期・冬季休暇中の費用は別途。
※参考website:
http://english.tku.edu.tw/StudyinTKU.asp
台湾の首都台北からMRT（地下鉄）で40分の距離にある淡水にメインキャンパスを持つ大
学。淡水はかつての貿易港で、現在は海辺の美しい町として若者に人気がある。大学周辺に
は食堂や日常雑貨店なども多く、日常生活に不便はない。留学生も多く、留学生の対応をす
るｵﾌｨｽは非常に親切。蘭陽キャンパスは2005年に開学し、授業の90％は英語で開講されて
いる。台北からはバスで約1時間、電車で1時間～1時間半。

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

