
中国広州

華南理工
大学概況

広州（Canton）、広東省省会、
東経112°57′-114°03′、
北緯22°26′-23°56′にあります。

南海に臨み、香港とマカオにも近く、中国の南大門、国家
中心都市、国際大都市であり、世界有名な港都市であり、
中国南方の金融、貿易、経済、航運、物流、政治、軍事、文
化、教科中心、国家交通枢軸であり、社会経済文化輻射
力は東南アジアに至っております。

華南理工大学は、中国教育部から直属する重点大学で、工科に強く、
理工結合し、管理、経済、文学、法律、医学など多学科発展の総合性
研究型大学であり、国家“211工程”、 “985工程”に入る重点大学で
あります。2012年からは連続3年に“世界大学学術”ランキング500
名に入っており、2014年における総合ランキング301～400名の区
間に躍進し、工学部のランキングが世界第50位に置けました。2013
年に中国教育部から最初の“来華留学模範基地”と選ばれました。

大学は中国南方の有名な都市である広州に位置しており、香港とマ
カオに臨みます。

現在、全校は28個学院を設置し、合計81個学部専門学科、193個修
士専攻と107個博士専攻を有しております。大学の学科が強い実力
を有し、軽工業技術及びその工程、食品科学及びその工程、都市と農
村の企画学、材料科学及びその工程、建築学、化学工程及びその技
術、風景庭園学等7個学科の全体的なレベルが全国の十位内に入っ
ており、材料学、化学、工程学、農業科学、物理学、生物学及び生物化
学等6個学科が国際ESI全世界ランキング1%内に入っております。

華南理工大学はオーブン式な大学であり、国際交流が非常に活躍し
ております。大学は外国の100以上の大学及び科学研究機構との間
に長期間の合作関係を確立しており、海外には両拠点の孔子学院を
設立しております。大学の全て専攻において留学生を募集しており、
2015年において130個国の合計2200名留学生が漢言語、中国文
化、建築学、土木工程、都会企画、コンピュータ科学、情報工程、電力
工程、空調工程、機械工程、食品工程、生物工程、工商管理、国際貿易
などを勉強しており、一部分の留学生は言語従業を終わった後に、引
き続き学士、修士、博士の従業を受けており、さらにポストドクター流
動ステーションに働くこともあります。
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中国語聴解、会話、読解、作文基礎授
業(初、中、高級) 、書法、漢字、ビジネ
ス中国語、中国文化概況、武術、広東
語

普通中国語
(1ヵ月―1年，約20課毎週)

“中国語強化クラス”は短期間内に中
国語のレベルをアップしたい留学生
に向けます。聞き取り、話し、読み、書
きは同時に勉強し、全面的に中国語
の知識と能力を教え、授業コースが
多く、授業スピードが比較的に速い。

強化中国語
(1学期―1年，約30課毎週）

サマーキャンプコースは、現代中国経
済、中国文化、中国歴史と地理、中国
書法、太極拳、中国武術、広州現地企
業の見学（2～3回）、広州市内又は
周辺地区の見学（毎週1回）、週末1
回短距離のツアー等の内容を包括し
ております。

国際中国語
サマーキャンプ

中国語トレーニングコース

全面的に中国語の基本知識及び能力を把握
し、中国国情を熟知し、かつ中国語を運用し
て社会交際を行うことができる応用型の人
材を養成することは、本専攻の目的でありま
す。大学の経済貿易学院、新聞伝播学院、国
際教育学院の人文学科に依頼して、その優
秀の教育経験及び研究資源を整ったうえで、
ビジネス中国語、ツアー中国語、中国語と伝
播、対外中国語教育等の四つ方向を設置し
ております。

四つ方向はすべて校内連合養成制度を採用
します。一年生、二年生が国際教育学院に中
国語能力のトレーニング及び中国語基礎知
識の勉強を行い；三年生、四年生が学生より
選択した専攻に基づき、経済貿易学院、新聞
伝播学院、国際教育学院に全面的に専攻関
連の理論知識及び応用知識を勉強させるこ
とを手配します。
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英語で授業する学位コース

項目名称 コース紹介

中国語国際教育専攻(四年制)

華南理工大学は国際経済貿易、金融学、物流工程、電子商務、旅行管
理、会展経済管理、経済学、工商管理、財務管理、HR管理、会計学な
ど多だの学士、修士、博士経貿管理専攻を設けられ、先進的な教学の
理念を持ち、強い教師部隊があり、大勢な優秀卒業生を育成しまして、
華南地区には良好な知名度を持ち、〝中国企業家の揺籃〝と言われて
おります。

経貿管理専攻

レベル 専攻

予科(一年制) 国際予科

学士(四年制)

コンピュータ科学及び技術

国際経済と貿易

土木工程（中英語）

環境工程（中英語）

修士(二年制)

MBA（中英語）

電気とコンピュータ工程

情報と通信工程

博士(三年制)

制御理論と制御工程

システム工程

モード識別と知能システム

検測技術とオートメーション装置

パルプ製紙工程

製糖工程

発酵工程

でん粉資源科学と工程

生物科学と工程

食品科学と工程

環境科学と工程

本専攻はハイレベル中国語を養成する目的であり、国際中国語教育
及び文化伝播学の基礎理論及び専門的な知識を把握させ、独立で国
際中国語教育、文化伝播を従事する修士留学生を養成します。本専
攻の留学生は、中国語教育、文化伝播、文化交流、翻訳、外交及び国
際事務等の業務を従事することができます。

新聞伝播修士（中国語国際教育と伝播、三年制）



奨学金

South china 
University
Technology

学習費用

申請材料

奨学金種類

中国政府奨学金
(大学院生プロジェクト)

内容 定員

60名

1、登録費、学費、試験費、実習費、
基本材料費及び宿泊代を免除す
ること。
2、奨学金生活費及び一括安置補
助費を提供すること。
毎月生活費：
修士：人民元3,000；
博士：人民元3,500；
3、中国政府奨学金の留学生には
総合医療保険を提供すること。

広東省政府
留学生奨学金
（毎年選出）

90名
博士：人民元30,000
修士：人民元20,000
学部：人民元10,000

孔子学院奨学金
(中国語学生奨学金) 40名

１、基本材料費及び宿泊代を免除
すること。
２、毎月2,500人民元/人を提供す
ること。
３、クリニック医療サービスと留学
生総合医療保険。

華南理工大学優秀
外国留学生奨学金

30名

15名

学部、修士：年度学費減免の方式、
一等級、二等級、三等級に分けるこ
と。

博士：学費全面；毎月生活費1400
人民元を提供すること。

コース 学費

中国語コース

サマーキャンプ

予科コース

学部コース

修士コース

博士コース

人民元 2560-18200 

人民元 2000 

人民元 18000 

人民元 18200-26000 

人民元 23000-44500 

人民元 34000-40000

項目 金額

北キャンパス
（エアコン付け）

一人部屋：
人民元 15,000 
二人部屋：
人民元 9,800 
三人部屋：
人民元 8,000

南キャンパス
（エアコン付け）

二人部屋：
人民元 8,000 
四人部屋：
人民元 3,500

登録費：人民元 450

学費 宿泊代(学年毎)

申請は下記ネットアドレスに登録：www.scut.edu.cn/apply　
学生口座を申請、下記申請材料のスキャン資料をアップロード
してください:

申請材料リスト
パスポート

パスポート写真

HSK 中国語レベル測定証書
(中国語授業専攻向のみ)

英語レベル測定成績書
（IELTS/TOEFL、英語授業専攻向のみ）

高校二年終了証書及び成績書（O'Level）

高校卒業証書及び成績書或いはA’Level

学部卒業（学位）証書及び成績書

修士卒業（学位）証書及び成績書

2通の推薦レター（教授或いは副教授）

個人履歴/勉強計画 /研究計画

外国人身体検査記録

2件の絵画或いは設計作品
（建築、設計専攻向けのみ）

言語生   予科生   本科生   修士生   博士生
普通研修生
高級研修生
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