
1 2新入生は一学期目に35,000元定額免除されます。 (1)二学期目からは25,000元の定額免除とな
   ります。

(2)前の学期の成績がクラスの上位20％以内
   であることが原則です。

入学奨学金 奨学金申請継続資格

授業料(各学期)

留学⽣奨学⾦プラン

※実際の金額はその年度の規定によります。

※支払いは台湾元で、各国のレートは支払い時によって変動します。

※為替レート：USA(1:0.0319)、MYR(1:0.1345)、IDR(1:453)

TWD

47,000

|

56,000

USD

1,499

|

1,786

MYR

6,322

|

7,532

IDR

21,291,000

|

25,368,000

新入生が適切な中国語の授業を受けられよう
に中国語能力試験を行ない、クラス分けをし
ます。
初級／上級　グループレッスン（短期留学に
も対応しております）

華語文教育中⼼ Chinese Language & Learning Center

www.cjcu.edu.tw/chinese

本学は150あまりの国際的名門大学と学術提携
をして、ダブルディグリー、交換留学、海外
インターンシップ、夏期遊学など、学生に海
外での学習の場を与えています。

國際交流與兩岸事務處 Office of International Affairs

www.cjcu.edu.tw/intl

充実した設備：

長榮書坊（文房具、書籍）、学生食堂、方舟カフェ、
図書館、スポーツジム、体育館、陸上競技場、テニス
コート、キャンパスWi-Fi、コンピュータネットワー
クセンター、自習センター、キャンパス内コンビニエ
ンス・ストア（7-11とファミリーマート）、ATM、台
湾鉄道長榮大學駅。

長榮での生活
Life on  CJCU Campus

すべての留学生は「4年間の入居優先権」
があります。

学生寮

71101 台南市歸仁区長大路1号
www.cjcu.edu.tw

Tel / +886-6-278-5123 

Fax /+886-6-278-5602

Official Site

学校情報
School Information
https://dweb.cjcu.edu.tw

入学服務処境外業務組
https://dweb.cjcu.edu.tw/overseas_student/main

E-mail：overseas@mail.cjcu.edu.tw

Tel / +886-6-278-5123 

        ext. 1802 / 1812 / 1813 / 1814

問い合わせ先
Contact Information

The CJCU Entrance Examinations
入学案内と受付窓口

海外学生入学案内

https://dweb.cjcu.edu.tw/overseas_student/article/3499

華 僑(香 港 、 マ カ オ)学 生

9月に授業開始。
第一次募集：
毎年9月から申請開始、12月に合格発表。
第二次募集：
毎年3月から申請開始、8月に合格発表。
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2月に授業開始。
毎年9月から申請開始、12月に合格発表。

外 国 籍 学 生

9月に授業開始。
毎年12月から翌年6月まで申請受付。

2月に授業開始。
毎年12月から申請開始。

台湾鉄道台南駅
CJCU Railway Station

中 国 語 課 程 国 際 間 の 移 動
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Sponsorship Package for Overseas Students 

Tuition (Per Semester)

※台湾政府からすでに奨学金を受けている学生
　でも、一定の金額に達していない場合は差額
　を補助します。

※実際の奨学金支給額はその年度の規定により
　ます。

所在地
Location

台湾新幹線台南駅及
び、台湾鉄道台南駅
と南科駅まで直通運
転で行ける交通の便
利さ。



長榮のこと
CJCU Stories

石谷 雅
ISHITANI MIYABI

東南アジア文化・産業学士学位
コース
飛鳥未来高等学校札幌校卒業生

長榮大學に入学できてうれしいです。東南アジ
アコースは、外国語の応用力を高め、異文化へ
の適応力をつけてくれます。さらに学生を東南
アジアにある特定の大学へ学習に行かせ、新し
い視野や今後の道を切り開いてくれます。ここ
に来て、台湾がもっと好きになりました。それ
に中国語が進歩して、生活がもっと面白くなり
ました。

方 齊鉦
FONG, CHAI CHING

航運管理学科
聖貞徳高等学校卒業生

今、航運管理学科で勉強しています。学科は主
に航空コースと海運コースに分かれています。
夏休みには、幸運にも江西航空でインターンシ
ップをすることができました。そこで航空業の
専門知識や航空会社の運営、マーケティングス
キルを学び、「学習による実践、実践による学
習」を実行できました。インターンシップ中、
マネージャーは、学科の課程が会社のニーズに
非常に合致していると賞賛してくれました。そ
れでインターンシップ中、他の人よりも早く仕
事に慣れることができました。長榮大學での学
習で私は成長することができました。クラスの
仲間とお互いに助け合い、勉強して、台湾の生
活にすぐに溶け込むことができました。

劉 蘇萱 
 LAU, SUE XUAN

翻訳学科
居鑾中華高等学校卒業生

私は現在、長榮大學翻訳学科の4年生です。経済
貿易モジュールとドイツ語を選択しています。
長榮大學では小旅行や近くの小中学校での文化
交流など、いろいろなイベントに参加しました
。長榮は学生に多くの学習チャンスを与えてく
れます。私も3年生の夏休みにチェコへ1か月の
交換留学に行きました。この他にも、さまざま
なコースや講座も用意されています。 学科では
華僑連盟会と毎年さまざまなイベントを行って
いるため、留学中は勉強したり遊んだりして、
友達がたくさんできました。今4年生になりまし
たが、もう一つ家ができたような感じがして、
長榮大學を選んだことを後悔していません。

学生募集する学部学科
CJCU Colleges and Departments

学士　　　　　　修士　　　　　博士　　　　英語での授業 

管理学部 学制

管理学部経営管理博士コース

管理学部経営管理修士コース

管理学部経営管理修士コース(国際経営管理組)

土地管理・開発学科

航運管理学科

国際企業学科

企業管理学科

会計情報学科

財務金融学科

観光・食マネジメント学科

イノベーティブ応用管理学科

人文社会学部 学制

安全衛生科学学部  學制

健康科学学部 学制

環境教育国際実験学部 学制

情報・デザイン学部 学制

神学部 学制

美術学部 学制

翻訳学科

社会工作学科

スポーツ競技学科

マスコミ学科

応用日本語学科

応用哲学科

東南アジア文化・産業学士学位コース

職業安全・衛生学科

環境・食品安全検証学士学位コース

消防安全学士学位コース

グリーンエネルギー・環境資源学科

ドローン応用学士学位コース(NEW)

神学研究科修士コース

学生募集する学部学科
CJCU Colleges and Departments

学士　　　　　　修士　　　　　博士　　　　英語での授業 

医学研究科

医務管理学科

看護学科

生物テクノロジー学科

健康心理学科

保健栄養学科

医薬科学産業学科

医学社会・健康介護学士学位コース

蘭花産業応用学士学位コース

永続発展国際学士学位コース

情報・デザイン修士学位コース

情報・デザイン学部学士コース（学科に分けない）

情報管理組

情報エンジニア組

インタラクションデザイン組

デジタルコンテンツデザイン組

メディアデザイン組

美術学科

書画芸術学科

台湾文化クリエイティブ産業学士学位コース
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