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ソフトパワー

コロナ禍の中で通常どおりに

キャンパスライフを送ることができる





場所 : 台北市



学校周辺の環境

• 近くに陽明山国立公園

新鮮な空気 + ハイキングコース+ 夜景

• アメリカ軍住宅地(史跡)

• 便利な生活様式

郵便局 + 学食



近くの観光名所

陽明山国立公園 士林夜市

国立故宮

博物館

北投温泉

博物館



数字から見る大学の概要

 1962年創立

 2万5千の在校生

 13学部62学士課程

 授業料年間平均35万円



徐興慶学長

学歴

 日本関西大学文化交渉学（論文）博士

 日本九州大学文学博士

専門分野

 中日交流史

 日本近現代思想史

 日本文化史



文化大学が選ばれる理由

多様なプログラム
(13学部、62学士課程、42修士課程、10博士課程)

魅力的な設備
(図書館、博物館、体育館)

強力なネットワーク
(400校を超える姉妹校、27万人のOB＆OG)
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学部（13）& 学士課程（62）

1.文学部

2.理学部

3.法学部

4.社会科学部

5.農学部

6.国際・外国語学部

7.工学部

8.商学部

9.芸術学部

10.環境設計学部

11.教育学部

12.マスメディア学部

13.体育運動健康学部(2020年設立)



• グローバルビジネス学科 (学士課程、修士課程)

•約三割が外国人留学生

全英語プログラム



最近人気の学科

漢陽大学校
Hanyang University

韓国外国語大学校
Hankuk University of Foreign Studies

建国大学校
Konkuk University

釜山大学校
Pusan National University

高麗大学校
Korea University

慶熙大学校
Kyung Hee University

梨花女子大学校
Ewha Womans University

成均館大学校
Sungkyunkuan University



最近人気の学科



学期ごとに選択できる20以上の中国語授業+無料の特別中国語講義

無料中国語講座



中国語講座一覧（2021年9月より開講予定、調整可能）

無料中国語講座

順 講座名稱 順 講座名稱

1 初級中文生活會話1 9 初級閱讀寫作

2 初級中文生活會話2 10 中級閱讀寫作

3 初級中文生活會話3 11 中級文章讀寫

4 初級中文語法應用 1 12 進階中文會話閱讀與寫作

5 初級中文語法應用 2 13 高級中文生活會話

6 中級中文生活會話1 14 高級中文語法應用

7 中級中文生活會話2 15 高級文章讀寫

8 中級中文語法應用 16 中文正音及朗讀訓練



中華文化講座一覧（2021年9月より開講予定、調整可能）

無料中国語講座

順 講座名稱

1 認識中華文化

2 華語電影音樂欣賞

3 中國武術入門

4 觀光華語

5 中國藝術欣賞

6 太極拳



中国文化大学華語センター

2.個人レッスン
個人のニーズに合わせて受講可能

3.奨学金制度
当語学センターを経由して本校に
進学した場合、奨学金が授与される

⒈グループレッスン
グループ割引あり



グローバル化 : 400校を超える姉妹校

ヨーロッパ54

中国 180

アジア 130

北南アメリカ 37

アフリカ 1

太平洋諸島と

オーストラリア
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グローバル化 : 世界に向かって

スイス

イタリア

日本 ネパール



グローバル化 : 多種多様なイベント

Switzerland

Italy

Japan Nepal



3つのサポートシステム

図書館

博物館体育館

学生の

学習



図書館

書籍:170万冊以上

ジャーナル期刊:41,469

台湾で6位、私立大学で2位の書籍数を誇る図書館



図書館

24時間自習室



博物館

• 台湾に設立された最初の大学博物館

• 約6万点のコレクションがあり、台湾の私立大学で1位を誇る

• 毎年約50回ほど展示会が開催される



複合体育館

• 私立大学の中で最も規模が大きい体育館
• フロア面積：57,000平方メートル
• 多様な機能：18項目のスポーツ設備



複合体育館



複合体育館



スポーツ強豪校

 2020年全国大学野球選手権大会二連覇 歴代優勝回数15

 2020年全国大学運動会

金メダル12、銀メダル12、銅メダル17、私立大学で第二位

 プロ野球選手多数輩出



学生寮 年間約7.5万～11万円



学食、コンビニ、ドラッグストア



会議場



講堂

収容人数／座席数：435



カウンセリングルーム

学生のための無料カウンセリングルーム



奨学金名 資格 奨学金内容

1. 全英語コースで学ぶ留

学生のための奨学金と

補助

学生：

(1)上位10％の学生：授業料全額免除

(2)30％の学生：授業料半額免除

(3)10％の学生：補助手当

修士：

(1)上位20％の学生：授業料全額免除

(2)次の20％の学生：補助手当

・授業料の免除又は補助（学期毎に

27,000～31,500台湾ドル）

・奨学金は一年間のみ

・学生は次年度再び申請することが可

能

2. 中国語優秀者への奨

学金

本学華語センターで中国語コースを学び、学部に

入学した留学生（華僑を含む） 最大2万台湾ドル

奨学金 ー 入学時



奨学金名 資格 奨学金内容

1. 成績優秀者への奨学金 学生は学期毎の申請が可能

・秋学期：25％の学生

・春学期：30％の学生

※前学期の志願者の学業成績とクラス順位により

決定

10,000台湾ドル

2. 華岡奨学金 学期毎のクラス上位三名の学生 一位：8,000台湾ドル

二位：5,000台湾ドル

三位：2,000台湾ドル

3. 全英語コースで学ぶ留学

生のための奨学金と補助

学生：

(1)上位10％の学生：授業料全額免除

(2)30％の学生：授業料半額免除

(3)10％の学生：補助手当

修士：

上位20％の学生：授業料全額免除

次の20％の学生：補助手当

・授業料の免除又は補助（学期毎に

27,000～31,500台湾ドル）

・奨学金は一年間のみ

・学生は次年度再び申請することが可

能

奨学金 ー 在学中



文化大学の魅力

多様なプログラム

（13学部、62学士課程、42修士課程、10博士課程）

魅力的な設備

（図書館、博物館、体育館）

強力なネットワーク

（400校を超える姉妹校、27万人のOB&OG）
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出願日程表（2021年秋学期入学、2022年春学期入学）



•申請する学科を決めて、その学科に申請する資格があるか否か本学ホームページで確認してください。
①申請資格と申請する学部の確認

•次の書類を準備してください。

•1.パスポートのコピー又は国籍を証明できるもの

•2.申請書及び申告書

•3.卒業証明書

•4.財力証明書

•5.言語能力証明書

•6.成績証明書

•7.自伝又は研究計画書（大学院生）

•8.申請する学科に必要な追加の書類

②必要な資料の準備

③オンライン申請フォームへの記入

•必要なすべての書類をオンラインでアップロードしてください。➃必要な書類のアップロード

•本校が書類をチェックした後、申請者にemailで通知します。➄申請完了の通知の受け取り

⑥合否はCCUのウェブサイトに掲載され、入学許

可書は申請者に郵送されます。

•申請者はグーグルフォームで「入学確定の意向書」を受け取ることができます。

•受け取ってから７日以内に記入して返信してください。➆入学確定の方は返信をお願いします。

入学申請の流れ



就職の武器になる

中国語母語人口約14億人、ビジネスチャンスが増える

漢字文化圏、華僑社会で能力を活かすことができる

卒業後、台湾で直ちに就職できる



問い合わせ

中国文化大学 国際部東アジア課

陳俊安

cja@ulive.pccu.edu.tw

mailto:cja@ulive.pccu.edu.tw


Switzerland

Italy

Japan

自分を変える、世界が変わる

青春を虹色に

アプリケーションの

ハンドブック
アプリケーションの

ウェブサイト

連絡先メールアドレス

iadmission@pccu.edu.tw


