


CENTER OF CHINESE LANGUAGE AND CULTURE 

F U  J E N  C A T H O L I C  U N I V E R S I T Y 



紹介  

    カトリック輔仁大学は中華圏で唯一のバチカン直属の総合大学であり、1925年北京に

て設立され、1961年台湾の台北へ移転しました。現在は12学部（50の学士課程、49の修

士課程、12の博士課程）を設置しています。 

    輔仁大学中国語センターは1964年に設立され、台湾で2番目に

長い歴史を持つ中国語センターです。1969年には教育部（日本

の文部科学省に相当）の正式な認可を得ました。さらに、2015

年には教育部中国語センター評価鑑定に合格し、優良中国語セン

ターとしての資格を得ました。 

    本センター設立以来、中国と西洋の文化間の交流を促進し、中

国語に関心を持つ学生を教育する使命の達成に努めてきました。

学期毎の学生数は約220人に上ります。海外大学からの短期留学

も常時受け入れています。 

正規季節クラス 
7-8月 
サマーコース 

夏季 
プログラム 

修学旅行 

学習期間 3か月 2か月 1～4週 1～6週 

開講期間 秋学期(9~11月) 
冬学期(12~2月) 
春学期(3~5月) 
夏学期(6~8月) 

7~8月 8月開催予定 ご希望と予算
に合わせ、中
国語授業の時
間、文化授業、
校外見学など
を組み合わせ
たプランの企
画ができます。 

特徴 教員と学生の個
別練習の機会を
増やすため、4-7
人の少人数制を
採用した集中型
学習クラス。 

初心者対象。
4-10人週20
時間集中クラ
スです。 

中国語授業、
文化授業、
校外見学、
宿泊を含め
ます。 



正規 
季節クラス 

 季節クラスは1年に4学期あり、各学期は3か月間です。毎学期約220名の学生が入講し

ます。 

 授業は教員と学生の個別練習の機会を増やすため、4-7人の少人数制クラスです。集中

型学習による質の高い有効的な授業を、入門から高級まで様々なレべルで開講しています。 

 本センターでは注音（台湾の発音記号）とピンイン（中国の発音記号）の両方で授業を

行います。また、本センターの教員は簡体字、繁体字の両方を教えることができます。授

業内容は聞き取り、会話、読解、書く、この4つの中国語能力を着実に向上させることを

目標としています。 

§ 学期時間と学費 § 

秋学期 冬学期 春学期 夏学期 

＊時間及びクラスのレベルと人数は当日のクラス分けテストと実際の状況によって調整します。 

9月3日 
∣ 

11月30日 

各学期合計12週、週15時間 

12月2日 
∣ 

2月28日 

3月3日 
∣ 

5月31日 

6月2日 
∣ 

8月31日 

時間 

締め切り 
＊ビザの申請が必要な場合 

7月15日 10月15日 1月15日 4月15日 

学期 

＊＊ビザが不要な場合はご連絡下さい。 

4-7人グル-プクラス、台湾ドル 28,000  

個人クラス 2-3人グレープクラス 

毎週2時間以上 

詳細はご連絡下さい。 

毎週2時間以上 

詳細はご連絡下さい。 



7-8月 
サマーコース 

 7-8月サマーコースは初心者が対象です。短期間に集中して中国語を学びたい方の

為に、2か月間発音を基礎から学ぶ、4-10人の集中クラスを提供しています。授業時

間は週に20時間、2か月合計160時間です。授業の内容は充実しており、毎日4時間

の言語授業で実用的な中国語を学び、日常生活ですぐに活用することができます。

中国語の環境に身を置くことで、学習者にたくさんの中国語を使えるようになって

もらうことが目的です。 

§ 時間と学費 § 

＊時間及びクラスのレベルと人数は当日のクラス分けテストと実際の状況によって調整します。 

7月1日ー8月21日 時間 

締め切り 

＊ビザの申請が必要な場合 

5月15日 

＊＊ビザが不要な場合はご連絡下さい。 

合計8週間、週に20時間 

4-10人グループクラス、台湾ドル 25,000 

＊教科書購入費用（見込）：約NT$1,000（1冊） 

＊学費は登録費と一般管理費を含む 



夏季 
プログラム  

    夏季プログラムは各学校団体が対象。毎年7、8月に開催します。1週間、2週間、3週間、

4週間の4つのプログラムがあります。クラスは4-10人の少人数制で、中国語授業週20時

間、文化授業、校外見学があります。 

中国語授業 

その他 

文化授業 

校外見学 

保険、 

空港送迎、 

修了試験、 

証書授与式 

週20時間 (注音（台湾の発音

記号）とピンイン（中国の

発音記号）の両方で授業を

行います) 

中国結び、印鑑彫り、中国ゴ

マ、歌で学ぶ中国語、中国書

道、中国絵画、紙切り、お菓

子づくりなど 

国立故宮博物院 、士林夜市、

国立伝統芸術センター、野

柳風景特定区、黄金博物館

エリア、九フン 

ご希望と予算に合わせた組み合わせの提案も可能です。 

1週間 2週間 3週間 4週間 

＊中国語授業20時間  

＊文化授業3回 

＊校外見学2回 

台湾ドル28,000元 台湾ドル45,000元 台湾ドル65,000元 台湾ドル75,000元 

＊中国語授業40時間  

＊文化授業3回 

＊校外見学2回 

＊中国語授業60時間  

＊文化授業6回 

＊校外見学2回 

＊中国語授業80時間  

＊文化授業8回 

＊校外見学3回 

＊金額は宿泊費と電気代を含みます。 



修学旅行 

   ご希望と予算に合わせ、中国語授業の時間、文化授業、校外見学などを組み合わせ

たプランの企画ができます。授業では、楽しみながら社会や環境、文化について学習

します。日常生活で使う中国語を勉強し、台湾滞在中、実際に使用することで、観光

はただ「見る」だけに留まらず、そこから一歩進み、その国のことを「より深く知

る」「感じる」ことにつながります。そうして旅の中で見た物や聞いた事が心に残り、

旅行の意味や観光の楽しみをより感じていただくことができます。 



§ 申請書類 § 

＊申請書 

 ウェブサイトからダウンロードするか書面にて申請書類を取り寄せてください。 

＊パスポートまたは居留証のコピー： 

申請時にパスポートをお持ちでない場合は、来台後の手続き時に提出してください。 

＊財力証明 

 $2500米ドル以上、もしくはその金額に相当する貴国貨幣の残高が証明できる証明書。

口座は申請者本人またはその両親のものとします。残高証明は3ヶ月以内に発行され

たものに限り、日付と銀行口座の残額が証明として必要です。銀行発行の正式残高

証明も受付けます。両親の残高証明を使用する場合には、申請者の苗字が残高証明

上に記載してある両親の苗字と一致している必要があります。加えて両親が申請者

の在台期間の生活費用を負担する事に同意する証明書類が必要です。 

 その他の有効な残高証明：奨学金受領証明のコピー。  

＊場合によって、追加資料を提出していただくことがあります。 

＊入学申請する際は、まず中華民国のホームページにて来台ビザに関する最新情報を

確認して下さい。 

＊本センターは入学審査後に入学許可書をメールで送付します。 

＊本センター発行の「入学許可証」を持参の上、我が国の大使館か駐外代表處で中国語

学習目的の停留ビザの申請を行ってください。 

 正規季節クラスの申請には下記の申請書類を準備してください。中国語或いは英語

以外の財力証明には英文翻訳の添付が必要です。 

入学申請 

§ 入学許可書 § 



§ 台湾到着 § 

 キャンパスは台北にあり、最寄り駅はMRT輔大駅です、空港から本センターまでのア

クセスは、次の方法が便利です。 

＊桃園国際空港から、MRT空港線で「三重駅」へ。MRT新荘線に乗り換え、「輔大駅」

で下車。一番出口を出て真っすぐ進むと、右手に学校の正門が見えます。 

＊桃園国際空港からタクシーで直接本センターへお越しの場合、運賃は1200～1500台

湾ドルかかります。タクシー運転手に下記の住所を提示してください。 

  

 

＊キャンパス内には６つの食堂（輔園、心園、文園、理園、仁園、家園）と4つのコン

ビニエンスストアがあり、自分の食生活に合ったメニューを選ぶことができます。

キャンパス外にも様々なレストランや、マクドナルド、モスバーガー等のファスト

フード店があります。 

＊キャンパス周辺にはコンビニエンスストア（セブン-イレブンやファミリーマート）、

スーパーマーケット、コストコ、雑貨屋などがあり、生活用品等が揃います。 

＊キャンパス内には輔大クリニック及び、輔仁大學医学部付属の大学病院があります。 

＊台北は亜熱帯に位置し、一年を通じて湿度が高い都市です。夏季は5月から9月頃で、

気温は32˚C前後です。冬季でも湿度が高く、室内に暖房もないため、実際の気温よ

りも寒く感じます。 

＊電圧は110ボルト60ヘルツ(AC)です、ほとんどの日本の電気製品は使用できます。 

＊台湾に居住する外国人留学生は、MRTの各駅で「悠遊カード」（Easy Card）を購入

することで、台北地区の各交通機関とコンビニエンスストアをさらに便利に利用す

ることができます。 

§ 生活情報 § 

新北市新莊區中正路510號輔仁大學  正門左手邊第一棟耕莘樓 
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students int’l students1,30026,000



outbound inbound540 240



We give you great support

 ：6 /
Free Mandarin courses



Buddy program





…

… and chances to experience multiple cultures!



Welcome party



Field trip



Cross-culture Learning Program



/

student clubs/associations97



The average fee for each semester

Dormitory

NT$10,000 (US$290)

生活 Living

NT$45,000 (US$1,500)



交換留学出願期限 & 期間
Application deadline & semester period

1st 学期 (秋) The first semester (Fall)

4月30日 April 30

9月～1月 September to January

2nd 学期 (春) The second semester (Spring)

9月30日 September 30

2月～6月 February to June



Application documents

輔仁大学交換留学申請書

学業成績証明書

推薦書（英文または中文）

在学証明書（英文）

パスポートコピー

日本語学科以外の学科に交換留学する場合：
• 英語の語学レベル証明書：TOEIC 650以上、TOEFL iBT 59

以上、TOEFL ITP 495以上、IELTS 5.5以上など
• など、また中国語の語学レベル証明書：TOCFL３級以上、

HSK５級以上など



Joint programs we have now
USA

University of Michigan-Flint

Oklahoma State University

Temple University

The Catholic University of America

Georgetown University

Iowa State University

Purdue University 

： 、 、 Joint program in Taiwan, Spain, USA

IQS School of Management, Ramon Llull University

Loyola University of Marymount 

Australia

Queensland University of Technology



Joint programs we have now
Germany

University of Bayreuth

Belgium

Universite Catholique de Louvain

Italy

University of Perugia

France

Burgundy School of Business

Croatia

Zagreb School of Economics and Management

Spain

IQS School of Management, University of Ramon Llull



Joint programs we have now

China

Renmin University of China

Korea

Woosong University

Sungkyunkwan University

日本 Japan

Hiroshima University

Indonesia

PPM School of Management

Widya Mandala Catholic University



Double majors    minors             credit programs46



BPIS、グローバル教養全英語プログラム
跨領域全英語學士學位學程

Bachelor’s Program in Interdisciplinary Studies (BPIS)



BPIS、グローバル教養全英語プログラム

学際的な学び
Interdisciplinary

産業との結びつき
Transnational

クロスカルチャー
Cross Culture

全英語課程
Full Enlish

カトリック大学
Catholic Univ.

学士
BA

• 初年度募集人数 45名
Admission quota: 45

• 一学期の学費
NT$71,360

Tuition fee for one 

semester: NT$71,360



 分野を超えた幅広い学習、クロスカルチャー、マネジメントに関心を
持つあなたへ
For students with interests at the nexus between multiple 

disciplines

 専門分野を自由に選択
Design your own path

個々の興味に沿った履修計
画
Customized program based on 
your goals and interests

多様な文化が創り出す、新
たな学習環境
Excel in a global, collaborative, 
exclusive learning environment

幅広い専門分野に跨る学び
Learn across various 

academic disciplines

一対一のメンターシップ
制度
One-on-one advising 
and faculty mentorship



BPIS

Disciplines

Global Vision

Int’l Business

Cross-Cultural Communication

Language and Culture

Internship

Practicum



教員陣 Faculty

• > 20名の教員陣
faculty member: > 20

• 全英語課程
communicate well in English

• 産学で活躍する人材による授業
from various areas
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