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北京語言大学
について
北京語言大学は中国教育部直属の大学である。

中国で唯一、中国語国際教育と外国人留学生向

け中国語、中華文化教育を主とする国際的な大

学であり、従来より「ミニ国連」と称されている。

また、本学は言語教育と研究を特色と長所にす

る総合的な大学である。現在、北京語言大学は

既に中国国内で中国語と外国語、さらにその文

化研究の重要な学術拠点であり、国際的なスペ

シャリストを養成する揺籃である。

北京語言大学は 1962年創立。建学 50年以来、

約 180ヶ国と地域の 15万人余りの中国語が堪能

で、中華文化を熟知した外国人留学生を育成し

た。現在、毎年約 1万人以上の異なる国、人種、

言語の外国人留学生が 6000人余りの中国人学生

と一緒に生活をしながら学習している。

北京語言大学は、中国国内で中国語国際教育

と中華文化教育において最も歴史が長く、規模

が大きく、教師の資質が高い大学である。現在、

本学は教育の特色があり、優れて、合理的、充

実した内容の学科体制を整えている。短期教育、

研修教育課程をはじめ、学士、修士、博士課程、

及びインターネット教育課程まで、数多くの幅

広い学科が開設されており、その実力は国内外

において広く評価されている。



Beijing Language And Culture University    3



4    www.blcu.edu.cn

専攻一覧表と
主な課程
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専攻名称 専攻分野

漢言語専攻
漢言語 経済貿易中国語 中国語と英語二言語

中国語と日本語二言語 中国語と日本語翻訳 中国語と韓国語翻訳

漢語国際教育専攻

各専攻分野主な課程
中国語技能 経済貿易中国語 二言語と翻訳 中国学 中国語国際教育

中国語総合 ビジネス中国語総合 中国語と英語翻訳 中国史 高級中国語総合

中国語ヒヤリング 経済貿易商談 中国語と韓国語通訳、 
翻訳 中国人文地理 文化特定テーマ討論

中国語会話 ビジネス交際会話 中国語と韓国語同時通訳 中国事情 現代中国語語彙

中国語講読 国際貿易実務 中国語と日本語通訳、 
翻訳 中国文学 現代中国語文法

中国語作文 実用ビジネス作文 中国語とロシア語翻訳 中国哲学 教学原理と実践

朗読と発音修正 中国対外貿易 高級英語総合 中外文化交流史 中国文化体験

漢字の読み書き 経済学原理 英語ヒヤリングと会話 論語選読 現代中国語修辞

ニュース言語基礎 当代中国経済 高級日本語総合 中国民間文化 音声漢字教学

ニュース視聴 経済調査 日本語ヒヤリングと会話 中国映画鑑賞と分析 語彙文法教学

その他の主な 
共通選択科目

現代漢語音声、現代漢字概論、会話慣用語、成語選講、経済貿易漢語閲読、経済評論選読、経

済法基礎と実務、世界経済概論、中国文化英語講座、中国芸術史、当代中国トピック、漢語と

韓国語文法偏誤、コンピュータ応用、太極拳、書道、言語インターンシップなど。

注：以上の課程は専攻と分野を超えて選択することが可能である。

 学士学位（留学生、4年制）

専攻一覧表
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 学士学位（中国人学生と外国人留学生同クラス学習、4年制）

専攻名称
英語 フランス語

ドイツ語　 ポルトガル語

イタリア語 スペイン語　

コリア語（韓国語） 日本語

アラビア語 ロシア語

翻訳（英語、フランス語系） 金融学

国際政治 会計学

人材管理 国際経済と貿易

コンピュータ科学と技術 デジタル技術

情報管理と情報システム 広報メディア

漢語国際教育 絵画

漢言語文学 国際事務と国際関係

専攻一覧表
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 修士学位（3年制）

専攻名称 研究分野

国際政治
国連研究 中国外交、中国と国外関係
当代国際関係 国際経済
国際経済貿易（英語で講義 /2年制）

思想政治教育
マルクス主義基礎研究 マルクス主義中国化理論と実践
中国と国外思想政治、管理研究

課程と教学論

対外漢語教学論 対外漢語課程論
対外漢語学習論 対外漢語教材研究
対外漢語教学評価研究 対外漢語教学資源研究
対外漢語教学現代化

文芸学
審美文化研究 中国古代文学理論
文芸美学 中国と西洋文論比較
中国書画美学

言語学及び応用言語学

理論言語学 社会言語学と言語応用
第二言語習得研究 言語テスト
対外漢語教学 言語地理学
言語情報処理 数理言語学
コーパス言語学 コンピュータ補助言語学習

漢言語文字学

音声学 文字学
文法学 語彙学
方言学 漢語史
漢語と外国語言語対比研究

中国古典文献学
古代文学文献研究 古代漢語文献研究
出土文献研究

中国古代文学
先秦両漢文学 魏晋南北朝文学
唐宋文学 元明清文学
中国文学批判史

中国現当代文学
中国現代文学研究 中国当代文学研究
女性文学研究

中国少数民族言語文学
多言語比較 二言語研究
漢語研究 中国少数民族文学研究

比較文学と世界文学

比較文学の多元文化研究 比較文学の多学科研究
中国と西洋文学比較 東方文学研究
海外漢学と中国文学 中国と西洋の文論と文化研究
世界文学研究

専攻一覧表
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専攻名称 研究分野

英語言語文学
イギリス文学 アメリカ文学
西洋文論 西洋文化研究
中国と西洋文学比較研究

フランス語言語文学 フランス文学及び文化 フランス理論言語学及び応用言語学

ドイツ語言語文学 ドイツ語言語文学

日本語言語文学
日本語言語学 日本文学（日本文化含）
中国語と日本語の同時通訳

スペイン語言語文学 スペイン語言語文学

アラビア語言語文学
アラビア言語と文化 アラビア文学
アラビア語翻訳及び実践

ヨーロッパ言語文学 イタリア語言語文学

アジア、アフリカ言語文学 韓国語言語文学

外国言語学及び応用言語学
理論言語学 応用言語学
翻訳学

中国史
中国通史 中国思想史
中国芸術史 中外文化交流史

コンピュータシステム構造 埋め込み型の音声処理 コンピュータシステムの構造とサイ
バー安全

コンピュータソフト及び理論
データ発掘 モデル識別
情報検索

コンピュータ応用技術

自然言語処理 コンピュータ補助言語学習
音声信号処理 漢語国際教育技術
情報システム デジタル媒体
データベース技術

漢語国際教育

漢語と英語翻訳 翻訳 通訳

漢語とフランス語翻訳 翻訳 通訳

基礎心理学
言語テスト 認知心理
児童心理発展

 修士学位（3年制）

専攻一覧表
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 博士学位（3年制）

専攻名称 研究分野
漢語国際教育

文芸学 評論史と文化研究 儒学と中国伝統審美文化研究

言語学及び応用言語学

言語政策と言語戦略 社会言語学と言語応用
対外漢語教学と文法研究 対外漢語教学と語彙研究
ビジネス漢語と教学研究 漢語を第二言語とする習得研究
言語情報処理 漢語認知及び学習
言語発展及び言語障碍 実験言語学
漢語音律句法研究 文法化理論と漢語句法
言語対比研究

漢言語文字学

音韻学と音声史研究 漢語方言学
古代文字と語彙史 訓詁と歴史語彙
古代文字学 漢語語法史
漢語語法学 漢語語法学と語義学

中国古典文献学 出土文献言語研究 古代言語学文献

中国古代文学
中国詩学と魏晋唐宋詩歌芸術 先秦両漢先秦两汉魏晋南北朝文学と文献
古代文学及び審美文化 元明清文学
明清文学

中国現当代文学 中国現当代文学及び性別文化 中国当代文学

中国少数民族言語文学 中国少数民族二言語教学

比較文学及び世界文学
比較美学と異文化研究 東アジア文学関係及び中国学
東西洋文化理論と宗教学 西洋文学名著と比較文学

英語言語文学 欧米文学

ヨーロッパ言語文学 翻訳理論及び実践

アジア、アフリカ言語文学
日本文学と文化 アラビア言語と文化
対比言語学及び韓国語語彙研究

外国言語学及び応用言語学
句法学 語義学
漢語と英語言語対比研究 句法語義理論

専攻一覧表

tr6
在文本上注释
请帮忙确认此处的先秦两汉简体中文是否应该删除？和前面的重复了。谢谢。
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 専科学位（2年制）

専攻名称 専攻分野 メイン課程

漢言語専攻

ビジネス

ビジネス漢語会話 経済誌講読
中国人文地理 中国事情（経済）
ニュースヒヤリング 中国文化
コンピュータ中文編集

社会

ニュース言語基礎 トピック会話
中国の人文地理 中国事情（社会）

ニュースヒヤリング 中国文化

コンピュータ中文編集

観光

中国の人文地理 中国文化
中外文化交流 実況ヒヤリング
漢語視聴会話 トピック会話
コンピュータ中文編集

秘書

実用語法分析 漢語作文基礎
ニュース言語基础 漢語講読
漢語視聴会話 中国文化
コンピュータ中文編集

専攻一覧表
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研修 
プログラム
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 短期語学研修（一学期及び一学期以内）

一学期課程（週 20時間）
Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス E/Fクラス

総合入門 初級総合 準中級総合 中級総合 上級総合

会話入門 初級会話 準中級会話 中級会話 上級会話

ヒヤリング入門 初級ヒヤリング 準中級ヒヤリング 中級ヒヤリング 視聴会話

生活中国語 実用中国語 準中級講読 中級講読

ビジネス会話

注：以上の必修科目以外、Dレベルには中級ビジネス講読、中国語作文、歴史物語中の言語に関する物

語、中国映画鑑賞、HSK対策など、E/Fレベルには高級ビジネス講読、古文入門、当代文学と中国事情

などの選択科目が設けられている。

12週間課程（週 20時間）
A クラス Bクラス Cクラス Dクラス E/Fクラス

総合入門 初級総合 準中級総合 中級総合 上級総合

会話入門 初級会話 準中級会話 中級会話 上級会話

ヒヤリング入門 初級ヒヤリング 準中級ヒヤリング 中級ヒヤリング 視聴会話

準中級講読 中級講読 講読

4週間 /5週間 /6週間課程（週 20時間）
A クラス Bクラス Cクラス Dクラス E/Fクラス

会話入門練習 初級中国語練習 準中級会話 中級会話 上級会話

会話入門復習 初級中国語復習 準中級ヒヤリング 中級ヒヤリング 新聞雑誌講読

準中級講読 中級講読 ニュース視聴会話

 オンライン中国語研修
インターネットで中国語課程を勉強する。来中機会のない学生に北京語言大学の優れた教育を提供する。

 中国語教師研修
専門的に対外中国語の教師や中国言語文化の基本知識を持っている方に、中国語基本知識と技能、中国

文化、中国事情と第二言語習得などの基礎理論、また中国語語音、語彙、語法、漢字などの言語要素と聴

く、話す、読む、書くなどの基本技能の教学基準、方法と技能のコースを常時開講している。

研修 
プログラム
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 短期言語強化（一学期及び一学期以内）

一学期課程（週 30時間）
Aクラス

（ゼロから） Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス Eクラス

初級基礎 総合入門 初級総合 準中級総合 中級総合 上級総合

初級活動 会話入門 初級会話 準中級会話 中級会話 上級会話

ヒヤリング入門 ヒヤリング入門 初級ヒヤリング 準中級ヒヤリング 中級ヒヤリング 上級購読

初級読み書き 言語実践 初級講読 準中級講読 中級講読 応用作文

初級コミュニケ
ーション 言語実践 視聴会話 視聴会話 ニュース

言語実践 言語実践 言語実践 中国史

古代中国語
言語実践

注：以上の必修科目以外、Aレベルには漢字の読み書き、ヒヤリング・コミュニケーション、語音分析

など、B/C/Dレベルには電子ビジネス、トピック・コミュニケーション、慣用語基礎クラス/アップクラ

ス、初級/中級/上級ビジネス会話、HSK4級/5級強化、古代漢語、中国映画講座などの選択科目が設けら

れている。

12週間課程（週 30時間）
Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス E/Fクラス

総合入門 初級総合 準中級総合 中級総合 上級総合

会話入門 初級会話 準中級会話 中級会話 上級会話

ヒヤリング入門 初級ヒヤリング 準中級ヒヤリング 中級ヒヤリング 視聴会話

言語実践 言語実践 準中級講読 中級講読 講読

言語実践 言語実践 言語実践

4週間課程（週 30時間）
Aクラス Bクラス Cクラス Dクラス

会話入門練習 初級中国語練習 準中級会話 中級会話

会話入門復習 初級中国語復習 準中級ヒヤリング 中級ヒヤリング

A/B レベルではトピック・コミュニケーション、
ヒヤリング入門を開講

準中級講読 中級講読

C/Dレベルでは慣用語彙、実用作文を開講

研修 
プログラム
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研修クラス メイン課程

初級中国語研修

初級中国語 初級中国語聴解と会話
初級中国語読み書き 漢字
初級語音 中国語会話
実用中国語文法

中級中国語研修

中級中国語 中級中国語聴解と会話
経済誌講読 中国新聞雑誌言語基礎
経済貿易中国語会話 実用中国語文法
中国語語彙分析 中国語作文基礎
ニュースヒヤリング トピック会話
中国人文地理 中国文化
翻訳基礎

上級中国語研修

上級中国語 上級中国語会話
中国新聞雑誌講読 ビジネス案例分析
上級経済貿易中国語 中国事情
人気トピック 古代中国語
中国語修辞 中国語作文
中国現当代文学作品鑑賞と分析 中国語熟語
中華文明特講 中外文化交流
翻訳

 普通中国語研修（一年から二年）

学生のレベルや需要により初、中、上級 60ヶ余りの課程が設けられている。

 上級研修（一年から二年）

修士課程或いは博士課程の専攻を選択することが可能であり、選択した専攻について研究を行う。

 団体文化研修
団体の要望や期間にあわせて、中国語、中国史、哲学、中国文学史、中国戯曲、中国民俗風情、中国

当代経済、中国事情、中国社会概覧、中国観光地理、中国庭園建築、中外文化交流、中国書道、絵画、

中国武術などの関連課程の教育を行う。

研修 
プログラム
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奨学金
● 中国政府奨学金

● 孔子学院奨学金

● 北京市外国人留学生奨学金

● 北京語言大学来華留学生奨学金

● 華夏奨学金

● 平安友誼奨学金

以上の奨学金の紹介は北京語言大学ホームページをご覧ください。

奨学金
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北京語言大学 
で学ぶ 

無限のチャンス
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1 25
本学では互換自由な単位制教育を実施しており、

漢言語専攻の学部留学生は 2年生から第二学位（或

いは専攻）課程を選択することが可能である。国

際経済と貿易などの専攻を含み、課程の単位互換

を認め、規定の単位の条件を満たせば文学＋経済

学などの二学位（或いは二専攻）の取得が可能。

そのほか、大連海事大学など国内名門特色大学と

協力し「2＋ 3」課程を開設。本学で 2年間漢言語

課程を学び、専科課程（短大同等学歴）を修了後、

直接大学学部 2年生に編入でき、海事管理、運航

管理、海商法、客船ヨット管理などの特色ある専

攻を学ぶことができる。

第三国行き
遊学研修 
プログラム

神州を訪れ、
中国を吟味

次のスターは 
貴方である

第二専攻を学び、
二つの学位を取得

本学は耿馬傣族・佤族自治県、

中国文字博物館、太極拳発祥地

陳家沟、北京老舎茶屋、吉利自

動車グループ、袁隆平稲研究院、

四川希望小学校など中国の著名

な工、農、文化及び教育機関と

戦略的協力或いは共助関係を結

び、社会調査、長距離教学実践、

ボランティアサービス、慰問公

演、見学訪問、太極カンフーサ

マーキャンプなどの行事を通じ

て、毎年数多くの留学生が中国

各地でその風土と生活習慣を理

解し、豊かで多彩な中華文化を

体験できるようにしている。

本学は積極的に留学生に「漢語橋」大会、中国

語ディベート大会、「中国語スター」大会、外国

語通訳コンクール、スピーチ大会や歌唱大会、芸

能大会、国際文化祭などの行事に参加するよう促

している。専門教育チームをつくり留学生の総合

的なレベルアップをはかり、国や省部級レベルの

各種類大会で毎年のように総合チャンピョンを獲

得している。そして捷蓋（カメルーン）、華家

徳（イラン）、黄伟（米国）、高慕鸿（米国）、

蜂谷誠（日本）、馨玥（エジプト）、

大卫（ロシア）、米禄（タジキスタン）、

世玉（タイ）、巴图萨娜（モンゴル）

など数多くの中国全土に知れ渡り、

愛されているスター級の留学生が育った。

北京語言大学で学ぶ
無限のチャンス
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6
25

3北京語言大学はあ
なたの身近にある

中国で仕事を
探す

本学は現在世界 50ヶ国の 280

余りの大学及び教育機関と協力関

係を持ち、米国、イギリス、フラ

ンス、ドイツ、スペイン、オース

トラリア、オランダ、日本、韓国

等の 20ヶ国近くの 50余りの大学

と共同養成プログラムを実施して

いる。学位取得コースの学生は第

三国へ行き関連する専攻の単位を

修得できる。また、大学は冬休み

と夏休みに特色ある遊学研修プロ

グラムを実施している。このプロ

グラムを通して米国、イギリス、

イタリア、日本、韓国、マレーシ

アなど第三国名門大学で遊学研修

をすることもできる。更にホーム

ステイを通じて多彩な異国風情を

深く理解することができる。

本学はすでに 16ヶ所の孔子学院

を設立し、アジア、ヨーロッパ、北

アメリカ、ラテンアメリカなど世界

各地に広がっている。更に日本、韓

国、タイなどに海外機関を設立し、

すでに国外へ数千人の対外漢語教師

とボランティア教師を派遣した。本

学の以上の在外教育機関は数多くの

外国人学生に出国せずに北京語言大

学を理解し、本学の課程を学ぶ便宜

をはかり、また本学での留学研修に

多くの奨学金を提供している。さら

に本学の各国留学生に帰国後の就職

とインターンシップの機会を提供し

ている。

本学は北京市の数多くの大使館

及び外国の大手企業北京駐在機関、

孔子学院、国際漢語教学研究基地な

どを基にし、積極的にテレビ放送局、

新聞雑誌、出版社、国際コンベンシ

ョンセンター、外国語教育機関や本

学周辺の地域、小 •中学校などと連

携して、留学生のために教学、金融、

IT、ニュースメディア、司会、翻訳、

編集、秘書、ガイドなど専攻と関連

のあるインターンシップの機会を多

く用意し、実用型人材を育てている。

本学は専用のインターネット •ブラ

ットフォームを作り、随時就職求人

情報を掲載している。また、中外学

生就職指導センターを設立し、中国

国内で就職を希望する者に対して専

門的な指導と応援を行なっている。

北京語言大学で学ぶ
無限のチャンス
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北京語言大学
での生活
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北京語言大学は中関村科学技術区の域内にあり、学府が立ち並ぶ学院路に位置し、

キャンパスの敷地は 38ヘクタールある。木々が茂り，花が咲き乱れ、静かで快適な

学習生活環境である。本学の教学設備は整っており、各言語の実習室とマルチメディ

ア教室、それから専門の音声実習室、同時通訳室もある。各教室には赤外線ヒヤリン

グシステムが設置され、コンピューター、エアコン、PPTやビデオ再生設備もある。

本学は 2013年、新総合大楼が落成し、千人を収容できる大劇場を建てた。キャン

パス内には数多くの特色のある中華レストランもあり、留学生のためにも各種特色の

ある西洋料理、韓国料理、日本料理、東南アジア料理とイスラム料理を提供し、学生

が自由に選択できるようになっている。また、キャンパス内には各種体育施設も整い、

バスケットボール、バレーボール、テニス、サッカーなどの運動場がある。また逸夫

体育館内にはプール、バドミントンコート、卓球場、ボーリング場、フィットネスセ

ンター、スポーツジムなどがある。

キャンパス内には工商銀行営業部、郵便局、雑貨店、クリーニング屋、ネットワー

クセンターなどの生活に関する店がある。それから学生が外出する際、交通は便利で

あり、307、331、690、375、743、957路線などの公共バス或いは地下鉄に乗り、市の

中心部まで直接行くことができる。タクシーでも 40分で首都空港に到着できる。

北京語言大学 
での生活
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での生活



Beijing Language And Culture University    29

北京語言大学 
での生活
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宿舎費用及び設備
宿舎センター

部屋のタイプ 部屋の料金（人民元） 部屋の設備
シングルルーム 90－ 160元 /日 テレビ、電話、インターネット、エアコン、冷蔵庫、

シャワー、トイレなど。

ツインルーム
60－ 95元 /ベッド /日

45－ 65元 /ベッド /日 テレビ、電話、インターネット、エアコン、共同トイ
レ、共同洗面所及び共同浴室など。

電話：0086－ 10－ 8230－ 3300　メールアドレス：zhusu1@blcu.edu.cn

ゲストハウス

部屋のタイプ 部屋の料金（人民元） 部屋の設備
ビジネスシングルルーム 140－ 198元 /日

テレビ、電話、インターネット（ネット料金を含む）、
エアコン、冷蔵庫、シャワー、トイレなど。高級シングルルーム 205－ 348元 /日

高級ツインルーム 398元 /日

電話：0086－ 10－ 8230－ 3778　メールアドレス：hyzx2002@blcu.edu.cn
ホームページ：www.blcu.edu.cn/conference/index.html

注：以上の費用は滞在期間により割引サービスがある。

北京語言大学 
での生活
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入学手続きの流れ

申請方法
申請者は以下の三つの方法で申請するこ

とができる。

1   「留学北語」ホームページで直接申請す

る（www.blcu.edu.cn）；

2   来華留学生募集事務室を直接訪ねて書類

を提出する；

3   ホームページで「入学申請表」をダウン

ロードし、申請表に記入の上申請書類と

ともに E-mailで来華留学生募集事務室の

メールアドレス宛てに送る。

北京语言大学来华留学生入学申请表
BEIJING LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY 

APPLICATION FORM FOR INTERNATIONAL STUDENTS 
注意：请认真填写，要求字体工整；也可使用电脑填写。每项都必须填写，不得遗漏。
Very Important: If the form is not filled in on a computer, please write legibly in black or blue ink. Please fill every section of the form. 

护照用名
Name on passport 

姓/Family name 中文名
Chinese name 

照 片

Photo 

名/Given name 

国     籍
Nationali ty 

出生地点
Place of birth 

出生日期
Date of birth            年/Y     月/M      日/D  男 □Male  

女 □Female 
已婚□Married
未婚□Single 

护照号码
Passport No. 

宗教
Religion 

最后学历/Highest education 现职业 Current or 
latest occupation 

现学校或工作单位/ Current or latest school or employer  

申请学习时间
Intended program at BLCU 从/from        年/Y     月/M    日/D  到/to            年/Y     月/M    日/D 

现有汉语水平/ Tick the appropriate box to indicate the number of Chinese words you know. 
  A  None    B  about 800   C  about 1500   D  about 2500   E  about 3500    F  about 4000 
强化班只限 A、B、C、D 四个水平/The Intensive Program is offered only to students in Chinese level A, B, C and D 

境外永久通讯地址/Full non-Chinese permanent postal address: 

电话/Tel:                         传真/Fax:                    E-mail: 
录取通知书接收地址/Address to receive the admission package, if different from above: 

电话/Tel:                         传真/Fax:                    E-mail: 
本人简历(从高中开始)/Curriculum vitae（Starting from high school）
单位（Previous and current educational institute & employer） 时间 years attended (from/to)     职务（Position）

                                                     From           to                               

                                                    From           to                               

家庭主要成员/Family members 
姓名/ Name                       关系/ Relation              电话/ Tel. 

                                                                                          

                                                                                                     

担保人（担保人可以是父母或亲戚朋友，国籍不限, 但学生不能做担保人）Emergency contact (Can be a parent or relative of the 
applicant, out of China, or in China. Student cannot be the contact)  
姓名/ Name:                                                                                      

国籍/ Nationality:                         与本人关系/Relationship to the applicant:                       

永久通讯地址/Permanent Mailing Address:                                                             

                                                                                                

单位/ Name of employer:                                                                            

电话/Tel: (住宅/home)                                  E-mail:                                          

申请者请提供以下材料：
1. 学历生（专科生、本科生）

① 学历证书：本人最后学历证书的复印件或大学在校学习证明。

② 成绩单：本人最后学历成绩单的原始件（复印件无效）。

③ 推荐信。

④ 申请者护照复印件。

⑤ 担保人有效证件的复印件（护照或身份证）。

⑥ HSK 证书复印件。 

⑦ 报名费收据复印件（网上支付或电汇者提供）。

2. 非学历生（一年及一年以下的学习项目）

① 学历证书：本人最后学历证书的复印件或大学在校学习证明。

② 申请者护照复印件。

③ 担保人有效证件的复印件（护照或身份证）。

④ 报名费收据复印件（网上支付或电汇者提供）。

3. 凡在中国正式学校学习的人员申请来校学习，还应提供：

① 所在院校留学生办公室的转学同意信（必须加盖公章）。

② 任课教师的推荐信。

③ 在华签证或居留证复印件。

* 已经来华，但未在正式学校学习的人员申请来校学习，按照有关规定办理（详细情况请咨询招生办公室工作人员）。 

注：① 接到您完整的申请材料，经审查合格后，我们将在三周以后寄发《入学通知书》和《JW202》（来华签证申

请表）。

② 申请表及材料传真件无效。所寄材料及报名费不予退还。

③ 本表每份仅限申请一期，若想申请两期以上，请分别填写申请表（申请表可复印使用）。

4. 报名费：
① 学历生人民币 800 元/人，非学历生人民币 600 元/人。
② 支付方式：
（1）报名费均可通过我校网站（http://www.studyinblcu.cn) 在线支付。

       （2）境外申请者也可电汇(T/T)方式支付。(不收外币现金，外币支票)。
电汇地址： 

ACCOUNT WITH BANK：HUA XIA BANK，BEIJING BRANCH                
SWIFT BIC：HXBKCNBJ030

A/C NO：4066200001819400000429 
NAME：BEIJING LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY 

ADDRESS：15TH XUEYUAN ROAD,HAIDIAN DISTRICT，BEIJING,CHINA  

（3）在中国境内付报名费者，可直接到来华留学生招生办公室现金交纳，也可通过银行电汇。

                电汇地址：北京语言大学 

                账    号：0200006209089106391 

                       开 户 行：中国工商银行北京东升路支行 

注：① 在校生申请继续学习新课程的学生，一律免交报名费。 

② 报名费不予退款，学费非校方原因亦不退款。    

5. 联系方式： 

地址：中国北京市海淀区学院路 15 号北京语言大学来华留学生招生办公室  邮编：100083      

电话：0086-10-82303951，0086-10-82303086,  0086-10-82303088   

传真：0086-10-82303087 

电子邮件：zhaosh1@blcu.edu.cn (英语、欧洲、非洲、大洋洲地区 

zhaosh2@blcu.edu.cn (英语、东南亚、南北美洲地区) zhaosh3@blcu.edu.cn (中文、特殊项目及硕博士) 

zhaosh4@blcu.edu.cn  (韩语、日语、韩日地区) 

zhaosh5@blcu.edu.cn (英语、奖学金生及亚洲其他地区)      网址: http://www.blcu.edu.cn                        

書類
提出

宿舎
予約

来校
登録

中国大使館
で入国ビザ
申請

「入学通知
書」と「外国
留学人員来
華ビザ申請
表」を郵送

1
2

3
4 5
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入学流程



メールアドレス：  zhaosh1@blcu.edu.cn（英語，ヨーロッパ、アフリカ、大洋州地域） 

zhaosh2@blcu.edu.cn（英語，東南アジア、南北アメリカ地域） 

zhaosh3@blcu.edu.cn（中国語，特別プログラム及び大学院） 

zhaosh4@blcu.edu.cn（韓国語、日本語，日本と韓国地域） 

zhaosh5@blcu.edu.cn（英語，奨学金学生及び他のアジア地域）

ホームページ：  http://www.blcu.edu.cn（中国語、英語、フランス語、ドイツ語、

スペイン語、ロシア語、日本語、韓国語、アラビア語など多言

語ホームページ）

住所：  中国北京市海淀区学院路 15号， 

北京語言大学来華留学生募集事務室

郵便番号： 100083

電話：  0086-10-82303951 

0086-10-82303088 

0086-10-82303086

ファックス： 0086-10-82303087

連絡先：

学費
種別 学費（人民元）/

学年 /人 備考

学歴生学費
漢言語専科 23200元 毎年 2月、9月開講

学士課程 23200元 毎年 2月、9月開講

中英、中日二言語コース学士課程（漢言語専攻） 24900元 毎年 2月、9月開講

中国絵画学士課程 24900元 毎年 9月開講

国際経済と貿易学士課程（すべて英語で講義） 24900元 毎年 9月開講

修士課程 25700元 毎年 9月開講

中国書道美術美学学科修士課程 30700元 毎年 9月開講

博士課程 28200元 毎年 9月開講

非学歴生学費
長期

（一学年）
言語、普通研修 23200元 毎年 2月、9月開講

上級研修 28200元 毎年 9月開講

短期
（一学期以内）

普通クラス一学期（20時間 /週） 11600元 毎年 2月、9月開講

強化クラス一学期（30時間 /週） 19100元 毎年 2月、9月開講

普通クラス12週間（20時間 /週） 8300元 毎年 3月、9月開講

強化クラス12週間（30時間 /週） 12500元 毎年 3月、9月開講

普通クラス 6週間（20時間 /週） 4800元 毎年 7月開講

普通クラス 5週間（20時間 /週） 4200元 毎年 7月、12月開講

普通クラス 4週間（20時間 /週） 3500元 毎年 2、6、7、8月開講

強化クラス 4週間（30時間 /週） 5300元 毎年 7月、8月開講

漢語教師研修クラス

4週間クラス 3800元 詳しい開講期間は大学のホー
ムページをご参照ください。

5週間クラス 5000元 詳しい開講期間は大学のホー
ムページをご参照ください。

注：短期文化研修クラスの学費は研修内容により異なる。


