
瀋陽師範大学外国人留学生募集要項 

 

＊学校概況 

瀋陽師範大学は 1951 年に創立、遼寧省人民政府に所属し、哲学、経済学、

法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、芸術学の九つの分野にわたる総合

大学である。創立当初、「東北教育学院」と称され、1953 年、国務院の許可を

得て「瀋陽師範学院」に変更された。当時東北地区に最も早く創立された、影

響が最も大きい 2 校の本科師範大学の 1 校である。2002 年、遼寧省人民政府

の決定により、国家教育部から正式に認可を受け、瀋陽師範学院と遼寧教育学

院が合併し、「瀋陽師範大学」へと変更した。大学の総面積は約 126 万平方メ

ートル、建築面積は 76.36 万平方メートルある。本校は下級学院が 26 箇所、

図書館や体育館などの施設が 14 箇所あり、図書館には 180 万冊以上の蔵書が

所蔵されている。学部生専攻が 72 種、修士学位一級学科授権点が 18箇所、修

士学位二級学科授権点が 128箇所、専攻学位授権点が 9箇所ある。現在在学中

の全日制学部生、専科生、大学院生、留学生は合計 25000 人近くいる。1985 年

から、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、オセアニアなど 45 の国と地域からの

6000 名以上の留学生を受け入れている。本校は、中東地区の孔子学院――レ

バノン Saint Joseph 孔子学院とヨルダン・アンマン TAG集団孔子学院の二校を

引き受けている。本校は中国国家政府奨学金と国家漢語事務室孔子学院奨学金

の受け取り機関であり、中国商務部援外トレーニング基地と遼寧省中国語教育

基地、中国教育部 HSK 試験場、IELTS 試験場、TOEFL 試験場、GRE 試験場、

日本語能力試験、韓国語能力試験、PETS、全国外国語翻訳・通訳証書の試験場

でもある。 

 

＊留学生向けの専攻 

1、学士課程：学制 4年。修業年限 3年（最短）～8年（最長）とする。 

専攻 授業用言語 

中国語（海外向け） 中国語 

中国語文学 中国語 

中国少数民族文化と文学 中国語 

外国言語文学（英語） 中国語＆英語 

外国言語文学（日本語） 中国語＆日本語 

外国言語文学（ロシア語） 中国語＆ロシア語 

翻訳（英語） 中国語＆英語 

旅行管理 中国語 

ホテル管理 中国語 

応用統計学 中国語＆英語 

法学 中国語＆英語 

物理学 中国語 

古生物学 中国語＆英語 

地質学 中国語＆英語 



生物科学 中国語 

生物技術 中国語 

応用化学 中国語 

環境科学 中国語 

数学と応用数学 中国語 

金融学 中国語＆英語 

国際経済と貿易 中国語＆英語 

マーケティング 中国語＆英語 

国際法 中国語 

人力資源管理 中国語 

労働と社会保障 中国語 

コンピューター科学と技術（電子商務） 中国語＆英語 

コンピューター科学と工学 中国語 

ソフトウェア工学 中国語 

教育学 中国語＆英語 

教育技術学 中国語 

応用心理学 中国語 

学齢前教育／初等教育 中国語 

小学教育 中国語 

体育教育 中国語 

運動訓練 中国語 

社会体育 中国語 

芸術設計 中国語 

彫塑 中国語＆英語 

絵画 中国語 

中国画 中国語 

ベルカント 中国語＆英語 

西洋音楽 中国語＆英語 

戯曲（東方戯劇） 中国語 

京劇パフォーマンス 中国語 

民族器楽 中国語 

音楽パフォーマンス 中国語＆英語 

舞踊パフォーマンス 中国語 

パフォーマンス 中国語 

 

2、修士課程：学制 2年～3年。修業年限は 2年（最短）～5年（最長）とする。 

専攻 授業で使う言語 

言語学及び応用言語学 中国語 

東北民族文化と文学 中国語 

中国少数民族言語文学 中国語 

満州族言語文学 中国語 

中国現当代文学 中国語 

外国言語文学 中国語＆英語 



（外国言語学及び応用言語学中英対訳方向） 

外国言語文学 

（外国言語学及び応用言語学中日対訳方向） 

中国語＆日本語 

外国言語文学 

（外国言語学及び応用言語学ロシア語言語学方向） 

中国語＆ロシア語 

中国哲学 中国語 

心理学 中国語＆英語 

教育学 中国語＆英語 

比較教育学 中国語＆英語 

高等教育学 中国語＆英語 

教育史 中国語 

教育リーダーシープ 中国語＆英語 

教育経済と管理 中国語＆英語 

行政管理 中国語 

企業管理 中国語 

公共管理 中国語＆英語 

西方経済学 中国語＆英語 

民商法学 中国語＆英語 

経済法学 中国語＆英語 

経済学 中国語＆英語 

国際法 中国語＆英語 

統計学 中国語 

数学 中国語 

応用数学 中国語 

管理科学と工学 中国語＆英語 

コンピューター科学と技術（コンピューター応用技

術） 

中国語＆英語 

植物学 中国語＆英語 

動物学 中国語＆英語 

地質学 中国語＆英語 

物理理論 中国語＆英語 

オペレーションズ・リサーチとサイバネティックス 中国語＆英語 

粒子物理と原子核物理 中国語＆英語 

凝縮物質物理 中国語＆英語 

無線電物理 中国語＆英語 

材料物理と化学 中国語＆英語 

化学工学と技術 中国語 

分析化学 中国語 

生物学 中国語＆英語 

生物化工 中国語＆英語 

応用化学 中国語＆英語 

生態学 中国語 

古生物学 中国語＆英語 



神経生物学 中国語＆英語 

植物生態学 中国語 

汚染生態学 中国語 

生理生態学及び行為生態学 中国語 

昆虫生態学 中国語 

分子生態学 中国語 

体育人文社会学 中国語 

民族伝統体育学 中国語 

体育教育訓練学 中国語 

体育学 中国語 

音楽学 中国語 

音楽と舞踊学 中国語 

民族器楽 中国語 

美術学 中国語 

 

3、研修課程：修業年限は最低 6ヶ月で、個人の申請により延長が可能である。 

専攻 授業で使う言語 

中国語言語 中国語 

中国語言語文学 中国語 

教育学 中国語＆英語 

マーケティング 中国語＆英語 

国際経済と貿易 中国語＆英語 

旅行管理 中国語 

ホテル管理 中国語 

 

＊応募案内 

（一）申請資格 

1、心身ともに健康で、学業を成し遂げられる者。 

2、問題行動、犯罪歴がない者。品行が良好で、中国の法律、法規、学校の規

律を遵守し、中国人民の風俗習慣を尊重すること。 

3、博士課程を申請する者は、中国教育部に認可される修士学位を有すること、

年齢が満 45 歳以下に限る；修士課程を申請する者は、中国教育部に認可され

る学士学位を有すること、年齢が満 35 歳以下に限る；学士課程（本科）を申

請する者は、高等学校を卒業、あるいは高等学校を卒業した者と同等以上の学

力があること、年齢が満 30 歳以下に限る；研修生あるいは語学生は、普通満

60歳以下に限る。 

4、中国政府のほかの項目の奨学金に採用された者は、この奨学金制度に申請

することができない。 

（二）応募時間 

1、中国政府奨学金（自主募集項目）の申請期限：毎年 3月 30日 

2、学歴自費留学生の申請期限：毎年 6月 30日 

3、中国語語学生、研修生の申請期限： 



    春学期：12月 31日 

    秋学期：6月 30日 

（三）申請書類（中国語あるいは英語で記入すること） 

1、瀋陽師範大学留学申請表（自費の学生は所定の様式で記入）。 

2、パスポート：写真の載っているページと空白ページのコピー（写真と個人

情報が同じページに載っていない場合は個人情報の載っているページのコピ

ーも）。 

3、履歴書（所定の様式で記入）。 

4、経済保障書（自費生のみ）。 

5、最高学歴証明書。申請者本人が在学中の学生である場合は、学校の在学証

明書を提出すること；申請者本人が就職している場合は、就職先の在職証明書

を提出すること（中国語、英語以外の場合は公証された中国語あるいは英語の

翻訳を添付すること）。 

6、成績表（中国語、英語以外の場合は公証された中国語あるいは英語の翻訳

を添付すること）。 

7、授業が中国語で行われるものについては、HSK あるいは BCT の成績表を

提出すること；授業が英語で行われるものについては、IELTS あるいは TOEFL

の成績表を提出すること（母語が英語である場合は提出不要）。 

8、「外国人体格検査記録」（中国衛生検疫機関所定の表で、国立病院にて診察、

中国駐日大使館・領事館の認証が必要） 

9、留学中の学習計画あるいは研究計画（学士課程を申請する者は最少 600字、

修士課程を申請する者は最少 800 字、博士課程を申請する者は最少 1000 字に

限る）。 

10、教授あるいは準教授のうち 2名の推薦状を提出すること。中国語あるいは

英語で作成すること（博士課程あるいは修士課程を申請する者のみ）。 

11、写真：3ヶ月以内の無帽カラー写真（4.5cm*3.5cm）6枚、写真の裏に名前

（英語でも可）を標記すること。 

 

注：申請者は、まずインターネットで登録し、申請書（http://laihua.csc.edu.cn

でダウンロード、瀋陽師範大学募集機構番号は 10166）を印刷し、提出してく

ださい。上述した他の書類と合わせて瀋陽師範大学国際交流合作処事務室へ

郵送してください。自費生は一部、中国政府奨学金申請者はそれぞれ二部ずつ

提出してください。採用の結果に関わらず、申請書類は一切返却しません。 

 

（四）申請の流れ 

1、自費生 

申請書類の提出―＞資格審査―＞採用審査、許可―＞採用通知書と外国人留学

生ビザ申請表（JW202）の発送 

2、中国政府奨学金項目 

募集情報の公布（毎年 1月）―＞インターネットで申請（http://laihua.csc.edu.cn）

―＞申請書類の提出―＞資格審査―＞採用―＞遼寧省教育庁と国家留学基金

委の審査、許可―＞採用通知書と外国人留学生ビザ申請表（JW201）の発送 

 

＊留学費用の説明 

http://laihua.csc.edu.cn/


 瀋陽市は中国では大都市に属しますが、物価は高くありません。その上、本

校の学費は全国の大学と比べて安いので、低いコストで留学できます。 

1、 中国政府奨学金費用 

(1) 登録費、学費、実験費、実習費、基本教材費と寮費（学校内）は免除さ

れる； 

(2) 生活補助金は提供される： 

（修士）大学院生、普通の研修生：月額 3000人民元； 

本科生、中国語研修生：月額 2500人民元。 

2、 瀋陽師範大学奨学金（申請の仕方と金額については別途にお知らせする。） 

3、 自費生の留学費用 

(1)学費、寮費、重病の（不慮の事故でけがした場合）保険費 

人民元 RMB/人/学年 

種類と学科 登録費 学費 保険費 寮費 合 計 

修士
課程 

 

理科 800 20000 600 12000 33400 

文科 800 18000 600 12000 31400 

美術 800 20000 600 12000 33400 

学士
課程 

理科 800 16000 600 12000 29400 

文科 800 15000 600 12000 28400 

彫塑 800 120000 600 12000 133400 

美術 800 18000 600 12000 31400 

京劇パフォーマンス 800 25000 600 12000 38400 

音楽パフォーマンス 

（中国楽器演奏） 
800 25000 600 

12000 38400 

語学生、中国語研修生 800 14000 600 12000 27400 

専門研修生 800 14000 600 12000 27400 

注：寮費はツインルームのの費用で、シングルルームは 24000人民元です。

休み期間も利用する場合、シングルルームは 2400 人民元/人、ツインルームは

1200人民元/人追加します。電気代定額は 8KW/部屋、それを超えた部分は自己

負担になります。寮費は勉強期間内の費用となり、休み期間（夏休みと冬休み）

は別となります。 

 

(2)健康診断費：683人民元/人（増える可能性がある。国内での健康診断が検疫

検査部門に認可できない場合、改めて診断するまたは補充検査が必要） 

(3)ビザ申請料：一年以内 400 人民元；1-3 年 800 人民元；3-5 年 1000 人民元

（変化する可能性がある） 

(4)教材費：実際の価格を参考 

 

＊ご連絡をお待ちしております 

瀋陽師範大学に興味をお持ちの方、留学を希望されている方、どうぞご遠慮

なくご連絡ください。また何かご質問があれば、こちらから詳しくご説明いた

します。 

宛  名：遼寧省瀋陽師範大学国際交流合作処（国際教育学院） 

宛  先：中国・瀋陽市皇姑区黄河北大街 253号 



郵便番号：110034 

電話番号：+86-24-86574288  +86-24-86574238 

FAX: +86-24-86574225 

大学 URL：http://www.synu.edu.cn  

Email：synugj04@163.com 


