
学校案内



交通アクセス

所在地：桃園市中壢区

空港まで：約25分
台北まで：約40分

台湾北部の中央に位置しており、
台北・新竹・台中等、どこに行くにも便利です！

校内にUbike(公共レンタサイクル)
が設置されている他、台北直通バス
や桃園市バスのバス停も併設されて
います。

電車の駅・空港・メトロ空港アクセ
ス線から近い場所に位置しています。

中原大學
台北

桃園

中

壢
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中原大学の建学を通して、

イエス・キリストの愛を受け

信頼・希望・愛を以て

世界の高等教育に尽力し、

真の知識・力行を追い求め、

伝統文化を以て

人類に貢献する。

建学の精神



 専攻と一般教養の平衡

 学識と人格の平衡

 個人と団体の平衡

 体・心・魂の健康と平衡
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全人教育の実践- Holistic Education

全人教育の典範 評判保証

人はみな、地域や自然界と関わりを持ち、思いやりや平穏などの精神的
価値観を追い求めることで、自己の存在証明、人生の目的や意味を見出
していくという考え方に基づく教育のことである。

全人教育の実践



学生内訳：大学80%、博士課程2%、修士課程18%

卒業生：100,000+

学部・学科数：8学部/31学科/32院生研究室/13博士課程/19修士課程

外国籍在校生数：1,800+
華僑在校生数：500+

香港・マカオ籍在校生数：360+

マレーシア籍在校生数：200+

1955
全人
教育

創立年 教育理念 教員数 職員数 全校学生数

507(専任)

709(兼任)
419(正規)

284(パート) 16,167

本校の構成
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理学、工学、商学、法学、

デザイン、人文教育、電

機情報、産業の8学部31

学科、38種修士課程、38

種の博士課程、19の社会

人向け修士課程から構成

されています。

概要

学部構成

理学部 電機情報学部 工学部

商学部 人文教育学部 デザイン学部

法学部

貪欲に学び続けていく

計画を練り卓越を求める 教養を養い優れた人材を育てる

誠実に基づき向上を重ねる

巧みな創作力で美を活かす

法に基づき公平公正を追求する

新しさを求め、高みを目指す



応用数学科

物理学科

化学科

心理学科

バイオテクノロジー学科

ナノテクノロジー修士課程

理学部学士課程プログラム

化学エンジニアリング学科

土木エンジニアリング学科

機械エンジニアリング学科

生物医学エンジニアリング学科

環境エンジニアリング学科

工学部学士課程プログラム

企業管理学科

国際ビジネス貿易学科

会計学科

情報管理学科

財務金融学科

全英語 商学管理学士課程プログラム

國際商学修士課程

商学博士課程商學博士學位學程

米テンプル大学 全英語

商学管理ダブルディグリー

学士課程プログラム

建築学科

コマーシャルデザイン学科

インテリアデザイン学科

景観学科

社会デザイン学士課程プログラム

デザイン学博士課程

特別支援教育学科

特別支援教育センター

応用外国語学科

応用中国語学科

プレメジャープログラム
(中国語未習得の外国籍生向け)

宗教学修士課程

教育学修士課程

人文教育学士課程プログラム

(音楽産業コース)

工業システムエンジニアリング学科

電子エンジニアリング学科

情報エンジニアリング学科

電機エンジニアリング学科

電機情報学士課程プログラム

電機情報AI応用学士課程プログラム

情報エンジニアリング修士課程

UWM 全英語電機情報

ダブルディグリー学士課程プログラム

(米ウィスコンシン大学ミルウォーキー校)

法律経済学科学科

エンジニアリング法律

学士課程プログラム

学部
学科

理学部 工学部 商学部

デザイン学部 人文教育学部 電機情報学部

法学部



中原大學
大一不分系學士學位學程
（プレメジャープログラム）

Special program for international freshman students

2年次学科選択制



多分野履修を通じて専攻を考える
～外国人向けプレメジャープログラム～

Pre-Major Program for International Freshman Students

教育理念

 「愛」は教育の根幹だと考えており、

身と言葉を尽くし、互いに尊敬・尊

重する姿勢を大切にしながら、教

師・学生の成長を目指しています。

 人それぞれの生まれ持った素質や性

格、能力や環境は違いますが、各個

人の潜在能力が充分に発揮される事

こそが「成功」だと考えています。

中原大學中国語・英語
能力の

強化が必要な
外国籍新入生

順調な入学が
見込めない場合

外国人
プレメジャー
一般教養・言語の授

業+
基礎専門授業

適性進路指導を経
て各学科に配属

 言語能力の強化が必要な外国
人向けのプログラムであるた
め、大学一年次で中国語及び
英語の「聞く」「話す」「読
む」「書く」能力向上を図り
ます。またグローバル思考と
多言語能力を培い，二年次か
ら各学科にて専門知識を学び
ます。 2年次学科選択制



外国人プレメジャープログラム-大学一年次授業シラバス
募集対象:中国語・英語能力が基準に達していない学生

（TOCFL B1以下およびTOEIC300以下）

授業種別 主要科目 授業時間/週 単位数

一般教養

（中国語能力の

養成）

中国語集中レッスン/中国語学術用語

（天人物我の一般教養テーマ、台湾文化と

行事、芸術と生活、大学生の社会参加と責

任、科学的工業時代を生き抜く競争力）

22時間 22単位

専門基礎

(専攻に向けた

基礎知識)

計算機概論（前・後期） 3時間 6単位

経済学（前・後期） 3時間 6単位

微積分（前・後期） 3時間 6単位

基礎デザイン（前・後期） 3時間 6単位

英語能力 英語（前・後期） 4時間 4単位

体育 体育（前・後期） 2時間 0単位

合 計 38単位

国際学生実力養成

• 本校の応用中国語

学科と華語セン

ターの強力な教師

陣により中国語能

力・国際競争力の

向上を目指します。
• 外国人プレメジャー

プログラム専門の履

修計画を作成し、４

年で順調に各学科を

卒業できるよう図り

ます。

学生が興味のある分野を基に専門基礎科目を選び、進路指導を経て二年次で各学科への合流を目指します

 プレメジャープログラムの毎学期
の学費：NTD65000  (2学期制)

 二年次からは学科により外国籍生
の学費が異なります。



台湾に24か所しかないESI高等教育機関ランキング掲載校のうちの
1校であり、そのうち10か所が1コースのみの掲載であるのに対
し、中原大学は2コースで評価を頂きました。

 助教授以上の職位を持つ教師の94％が博士号を取得済です。

 過半数の教師がアメリカ・ヨーロッパ及びアジアの名門大学へ

留学し、博士号取得をしています。

 教師の三分の一が学校外での職務経験を持っています。

商学部は既に認証審査を通過しており、

2014年には正式に認証を受け、AACSB会員となりました。

工学部、電機情報学部の2学部でIEET(ワシントン協定認証機
構)のエンジニアリング教育における国際認証を獲得しています。

概要
世界でトップクラスの教育水準

経験豊富な教師陣

AACSB商学部国際認証

IEETエンジニアリング教育国際認証
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2022TimesHigherEducation
世界大学ランキング上位1200校に選出
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ランキングは高等教育の内容及び
研究資源における総合指標による
ものです。

評価項目には教育レベル・研究・
論文の品質・国際化・企業による
協賛額等を含みます。



World Rank Institution 大学名 National Rank
国立/医学系/

総合大学ランキング

53 National Taiwan University 國立臺灣大學 1 國 1

247 National Cheng Kung University 國立成功大學 2 國 2

391 National Tsing Hua University 國立清華大學 3 國 3

403 National Chiao Tung University 國立交通大學 4 國 4

540 National Chung Hsing University 國立中興大學 5 國 5

549 National Central University 國立中央大學 6 國6

565 National Yang-Ming University 國立陽明大學 7 國7

571 Chang Gung University 長庚大學 8 醫1

662 China Medical University 中國醫藥大學 9 醫2

712 Kaohsiung Medical University 高雄醫學大學 10 醫3

764 National Sun Yat-sen University 國立中山大學 11 國8

793 Taipei Medical University 台北醫學大學 12 醫4

885 National Chung Cheng University 國立中正大學 13 國9

900 Chung Yuan Christian University 中原大學 14 私総1

917
National Taiwan University of Science and 
Technology 國立台灣科技大學 15 國10

2019 世界大学ランキングセンター(CWUR)発表の

世界大学ランキングTOP1000にランクイン

台湾の私立総合大学の中では1位を獲得
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全台湾高等教育機関

フレンドリーキャンパス最優秀賞

本校は2回連続で教育部のフレンドリーキャンパス賞を受賞し、

台湾161か所の高等教育機関中、唯一の大学として受賞
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評価項目：
 安全にキャンパスライフを送ることができる

 正しい男女平等教育がされている

 安全で質の高い住環境が設備されている

 生活・進路指導が行き届いている

 教師と学生が交流できるプラットフォームが整
備されている

 多方面にわたる部活・サークルを用意している

 低所得世帯向けのサポートが完備されている

 品格をもった社会人を養成している

 国外の学生に対するサポートが万全である

 社会参加としてボランティア活動をす

すめている

 全人教育による学生の品格養成

 学んだ知識を実際に活かすことのできる

機会を提供している

 ロハスキャンパスとして健康に関する

イベントを開催している



企 業 評 価 が
最 も 高 い 大 学
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NO. 公立一般大学 私立一般大学

1 國立臺灣大學 中原大學
2 國立成功大學 輔仁大學

3 國立政治大學 淡江大學

4 國立交通大學 逢甲大學

5 國立清華大學 銘傳大學

6 國立臺灣師範大學 東吳大學

7 國立臺北大學 東海大學

8 國立中央大學 元智大學

9 國立臺北教育大學 中華大學

10 國立中興大學 臺北醫學大學

2019年度 3年連続 1111人材サービス発表
「企業が評価する大学ランキング」

私立大学で第1位獲得



台湾で初めての

を全面的に採用

「各個人の潜在能力が充分に発揮される事こそが『成功』である」と「『愛』
が教育の根幹である」という教育理念のもと、
転科の可否判断基準を学業成績ではなく、学生の興味・関心と学科の関連性と適

性を基準としています。

 転科システム：

 成績で学生を評価するのではなく，面接及び適性検査にて判断。

 在学中であれば系統の違う学科への転科も可能(状況によっては学年が下がる可能性あり)。
 転科は2回まで可能。

 転科申請時に志望順の記入と補欠合格も可能。

 大学院(博士・修士課程)でも転科申請は可能。

近年の転科申請及び結果の統計

年度 2010 2011 2012 2013

申請数 50 116 153 253

申請成功数 35 95 129 197

成功率(%) 70.0 82 84.3 78
9



民・学一体システムを作り

にアプローチ
 企業と提携し企業名義で授業をセッティングすることで、大学及び企業

にて人材の教育・訓練を実施し、学生の就職を後押しします。
 企業が主体となって授業内容を企画し、大学三年次以上の学生、大学院

生、外国籍生、卒業後2年以内の卒業生が参加できます。

 現在63個の就業學程があり，計84社の企業と提携しています。
(民・学一体の教育理念により、

学生が卒業後に企業で即戦力となれるよう手助けします)

就業課程博覧会鼎新電腦にて内定を受けた学生

 鼎新電腦就業コースで計30名の学生、南茂科技就業コースで計22名の学生が卒
業後に実際に正社員として内定を獲得しました。既に180名の学生が卒業後に就
業課程で訪れた企業に就職し働いています。
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中原大学の外国籍生は

卒業後に帰国しても、

母国での大学卒業と同等

として認めてもらう事が

できます

「香港籍の卒業生を例に取ると、

成績表や卒業証書等、

香港で取得した学士と同等

として認められています」
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本校の姉妹校分布

スペイン 3
ポルトガル 1
フランス 9
ドイツ 6
ポーランド 3
イギリス 6

イタリア 2
オーストリア 1
オランダ 1
チェコ 1
ハンガリー 2
クロアチア 1

トルコ 1
ロシア 5
モンゴル 2
カザフスタン 1
パキスタン 1
中国 168

韓国 24
日本 19

カナダ 1
アメリカ 54

タイ 9
ベトナム 18
インド 3
カンボジア 3
インドネシア 20
ミャンマー 1

香港 3
マカオ 2

フィリピン 11
マレーシア 9
シンガポール 1
ソロモン諸島 1
ニュージーランド 1
オーストラリア 7

ヨーロッパ: 41校

東南アジア: 75校

東アジア: 43校

北アメリカ: 55校

太平洋諸島・オセアニア: 9校

香港・マカオ: 5
校

中国: 168校

中東・その他: 5校

*赤字は特に学生人気の高いエリアを示しています*



交換留学プログラム提携校（一部）

梨花女子大学校(世界TOP500の大学)

漢陽大学校 (世界TOP300の大学)

中央大学校 (世界TOP400の大学)

韓国外国語大学校

檀国大学校

韓世大学校

濟州大学校

仏・レンヌビジネススクール

独・バイロイト大学

独・オットーフォンゲーリック大学

マグデブルク校

蘭・フォンティス応用科学大学

露・モスクワ大学

仏・モンペリエ第二大学

ペンシルベニア州立大学

ウィスコンシン大学ミルウォーキー校

テンプル大学

サンフランシスコ州立大学

ミドルテネシー州立大学

ミシシッピ大学

東京大学 (世界TOP30の大学)

早稻田大学

千葉大学

新潟大学

関西大学

東洋大学

東京電機大学

南洋理工大学
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国際交流項目 国 人数 補足

國際キャンプ
アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、

韓国、中国、フィリピン
約250 全校

姉妹校交換留学
アメリカ、日本、韓国、フランス、香港、中国、

インド、インドネシア等
約280 全校

出張授業
アメリカ、イギリス、デンマーク、ドイツ、スペイ

ン、イタリア、オーストラリア、中国、タイ
約350

一部
学科

海外実習
メキシコ、フィリピン、ニュージーランド、韓国、

タイ、日本、アメリカ、ミャンマー、中国、
ベトナム、オーストラリア、インドネシア

約70
一部
学科

國際ボランティア
ドイツ、日本、フィリピン、ネパール、スリランカ、
ミャンマー、カンボジア、エルサルバドル、タイ

約50 全校

グランドツアー
マレーシア、シンガポール、カンボジア、

ベトナム、インド
約20 全校

合計 約1020人

一學年

中原大学の姉妹校は世界に約390校あり、毎学期約1020人が行き来しています。

多岐に亘る学生国際交流活動



中原大学とアメリカ名門大学による

ダブルディグリープログラム
「授業は全て英語で受講、4年間で台湾とアメリカの学士号を取得します」

アメリカペンシルベニア州フィラデルフィアに位置する、世界TOP500の名門大学

Times Higher Education Ranking :

301-350th in World University

77th in Business & Economics (World)

ウィスコンシン大学ミルウォーキー校

「電機情報エンジニアリングダブルディグリープログラム」

台湾での2年間、アメリカでの2年間を通じ知識と異文化理解をマルチに深める

「商学管理ダブルディグリープログラム」
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海外の学生に人気な
ダブルディグリープログラム

名称

中原大学&米テンプル大学
商学管理ダブルディグリープログラム
Chung Yuan Christian University and Temple 

University Undergraduate 

Dual Degree Program in Business Administration

中原大学&ウィスコンシン大学
ミルウォーキー校電機情報エンジニア
リングダブルディグリープログラム
Chung Yuan Christian University and Double 

degree with University of Wisconsin – Milwaukee

課程 学士課程 学士課程

研修規格

 全て英語で履修し、4年間で単位を全

て取得後、2つの学士号を獲得できま

す。

 中原大学商学部の専門クラスにて商学

管理の基礎専門能力を養うと共に、テ

ンプル大学が掲げるGPA3.0及びTOFEL

IBT85又はIELTS6.5の英語能力条件達成

を助け英語の実力養成を目指します。

 全て英語で履修し、4年間で単位を全

て取得後、2つの学士号を獲得できま

す。

 台湾での2年間、アメリカでの2年間を

通じ知識・言語と異文化理解をマルチ

に深めることができ、アメリカに4年

間留学するよりも費用を抑えることが

できます。

学費・雑費

(1年間)

 中原大学:約NT＄25万

 テンプル大学:約US＄3万6000

 平均するとUS＄1万/年

 中原大学:約NT＄28万

 UWM大学:約US＄2万1000

 平均するとUS＄7千/年



多方面な国際活動

サ

ー
ビ

ス
海外ボランティア、

国際ボランティア団体との提携

授

業

コ

ン

テ

ス

ト 青年グランドツアー、海外展覧会参加、

国際コンテスト

国際親善大使、外国籍生バディ、

海外インターン

海外出張授業、姉妹校海外研修、

交換留学、教育部海外プログラム

自

主

活

動

**多くの項目で学校から補助が出ます
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中原大学から世界へ



国際活動-海外研修

北/南アメリカ
North/South America

 米 カリフォルニア州立大学

 米 カトリック大学

 韓 梨花女子大学校

 韓 漢陽大学校

 韓 淑明女子大学校
アジア
Asia

 豪 ウェスタンシドニー大学

 NZ AISオークランド

 仏 SKEMAビジネススクール

 仏 レンヌビジネススクールオセアニア
Oceania

ヨーロッパ
Europe

 比 マプア大学

 SG 南洋理工大学

姉妹校にて言語学習、文化体験、自我探索を目的とした活動がたくさん用意されています

姉妹校が提供する様々な活動により、孤独な休暇は過ごさせません！



低所得世帯助成金

NT＄10000元/人

春文基金会

災害援助金

NT＄5000元/人

春文基金会

低所得世帯助成金

NT＄10000元/人

中華

ロータリークラブ

奨学金

NT＄120000/人

成績優秀賞

NT＄2000元/人

英語能力奨励金、

全人栄誉賞など

 入学後、在校生は300種を超える奨学金を申請することができます。合計で
1500もの受領者枠があり、奨学金総計はNT＄2000万元に達します。

校内奨学金・助成金

 新入生奨学金:

外国籍新入生は入学前に各学科での審
査を経て、入学後に奨学金を受け取る
ことができる機会があります

I. 学費・雑費全額免除
II. 学費・雑費半額免除
III. NT＄16,000の助成金



• 外国籍生が医療行為・災害・弔事で母国
へ帰国しなければならない際、慰問金が
出されます。

• 医務課と校医による無料診察と基本医
療処置を提供しています。

• 華僑性への傷病医療保険があります。

外国籍生への生活サポート

• 学生の新しい環境への適応を

• サポートします。

• 様々なイベントを企画し、学校生

活をより充実したものにします。

• クラス担任を2名配置することで学

生により安心感を与えます。

外国籍生担当の教官と

学生組織を設置

• 補講時間を設け、TAによる学習サ

ポートを提供します。

• 「高難易度科目外国籍生専門クラ

ス」、「微積分華僑生クラス」等

の授業を開講しています。

• 「中間成績不振警告制度」

学 業 サ ポ ー ト

• 卒業後の進路について相談できます。

• 就業課程を開設し、業界と接点をもつ

機会を提供します。

• カウンセラーが生活面での問題等も

ヒアリングし、ストレスを和らげます。

就業・心理カウンセラー

校内医務室

医療、災害、弔事の慰問



外国籍生アルバイト情報

 校内でアルバイトの機会を提供(学生食堂、学校各種事務

室等)。学生は文書処理と各種応対能力を訓練できます。

 学校周辺でも数多くのレストランや店にてアルバイトの機

会があります。

言語が強みとなり、校内の国際交
流活動や国際キャンプ、国外から
の来賓の接待、海外出張等で活躍
できる機会が沢山あります。これ
らは外国籍生が優先的に選ばれ仕
事を任せられます！

(居留証受け取り後、労働許可証の申請が必要です)

外国籍生は
アルバイトのチャンスが

沢山あります！



台湾籍生の宿舎にかかる費用

宿舍の種類 一部屋の人数 一学期分の費用

力行宿舍 6人 NT＄12,000

恩慈宿舍 4人 NT＄12,000

信實宿舍 4人 NT＄14,000

良善宿舍 4人 NT＄14,000

熱誠宿舍 4人 NT＄16,000

注：
1. 冬休み(2月)、夏休み(7、8月)に宿舎に住む場合は別途申請が必要です。
2. 上記の費用には電気代は含まれません。

(一人当たりの学期使用量は約NT＄1500です)
3. 毎月の食費は約NT＄5000~7000です。



学生寮

1. 力行宿舍（1年男子）

2. 信實宿舍（男子・女子）

3. 恩慈宿舍（ 1年女子）

4. 良善宿舍（ 1年女子）

5. 熱誠宿舍（男子・女子）

合計5000台を用意

外国籍生は一年次に優先して入寮できます。
二年次からは抽選になり、約60％の確率で入寮できます。

熱誠宿舍は1番新しい宿舎で、外国籍生に配分される宿舎数
が多くなりました。



学生寮

恩慈宿舍 良善宿舍



学生寮

力行宿舍 信實宿舍



熱誠宿舍



学生寮-共有スペース

洗濯機、乾燥機、洗濯干し場、冷水器など



学校外への下宿

学校周辺の賃貸は大きく

分けて3種類あります。

套房：各部屋内に浴室・

トイレを完備

雅房：共有の浴室・トイレ設備

家庭式：一戸3部屋として貸出

学生は学校周辺で自分の好みに合わせて

理想の部屋を探すことができます。
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学生部活・サークル紹介

 総合系団体：各学科学生会から成る計31団体

 サービス系団体：動物保護部、キリストサービス部など13個団体

 学芸系団体：撮影部、AIロボット部など32団体

 学生会系団体：華僑学生会、国際学生会など17団体

 趣味系団体：登山部、マジック部、ダンス部など14団体

 音楽系団体：ギター部、合唱部、管弦楽部など10団体

 運動系団体：競技チアリーダー部、水上スポーツ部、筋トレ部など19団体

約136個の団体があり、各系統に分けることができます：
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外国籍生学生会

外国籍生を徹底サポート
• 居留証申請のサポート

• 空港出迎え

• SIMカードの申請

• 文化体験イベント（国際文化交流ウィーク、中秋
BBQ、文化体験旅行など)
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最も快適なキャンパスライフ

34

校内にスターバックス、マクドナ
ルド等があり、中原夜市も隣接し
ているので、リーズナブルに沢山
の美味しい物を楽しめます

TA制度の完備及び
特定の科目には補講を
準備しています

校内で定期的に音楽会を開
いたり、運動会やコンサー
ト、芸術祭等のイベントを
開いたりしています

中原夜市では食べ物以外にも
衣料品や日用品など多数の物
が扱われており、生活用品を
取り揃えることができます

外国籍生は優先的に学生寮へ
入寮でき、校外の賃貸も安全
で安い物件が沢山あります

校内にバス停とUbikeが設置さ
れており、台北や中壢市街地
(SOGOデパートや映画館)まで
のアクセスに便利です。台北
まで約50分で到着します

自習室や医務室、図書館、ジム、
プールなどの施設が充実しています



台湾での生活費用一覽

国立大学
4000-6000台湾

ドル
私立大学

10000台湾ドル
前後

校外の住居
36000台湾ドル

150台湾ドル

単位：日

単位：一学期

単位：月

5000-8000
台湾ドル

250台湾ドル

国立大学
4000-6000台湾

ドル
私立大学

10000台湾ドル
前後

校外の住居
50000台湾ドル

バス：18台湾ドル バス：15台湾ドル

10000-15000
台湾ドル

バス：20台湾ドル バス：12台湾ドル

6000-8000
台湾ドル

5000-7000
台湾ドル

国立大学
4000-6000台湾

ドル
私立大学

10000台湾ドル
前後

校外の住居
36000台湾ドル

国立大学
4000-6000台湾

ドル
私立大学

10000台湾ドル
前後

校外の住居
36000台湾ドル

130台湾ドル 130台湾ドル



外国籍生文化体験



台湾文化体験旅行



一般教養イベント



キャンパスマップ
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学校風景



学校風景



張靜愚紀念図書館
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樂學園（音楽ホール・自習室）



マルチメディアセンター



室内温水プール



体育館・ジム
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校内便利スポット
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中原夜市
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中壢市街地




