


上海師範大学は上海で初めて留学生に向け中国語教育を実施した大学

の一つである。

上海師範大学対外漢語学院(ICCS)の留学生中国語教育は語学研修(初

級・中級・高級)と学歴教育(本科・院生・博士)がある。

「ポスト疫病時代」、ICCS はオンライン/オフライン、長期/短期、昼

間/夜間/週末などの多種の学様な学習パターンを提供する。

ICCS へようこそ！



一、語学研修コース

二、本科課程

三、大学院課程

四、個別プログラムおよび団体プログラム
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一、語学研修コース

募集対象:短い期間で中国語のレベルを急速に高めたい学習者

（16歳-60歳）

登録費：450人民元

タイプ コース
授業時間

（北京時間）
学費 注

普通クラス

(１学期 18週間)

初級、中級、高級

(6レベルを含める)

2022.9.5-2023.1.6

（月-金）

9000元/学期
1、コロナウィルスの影

響で学校への学習がで

きない場合、オンライン

学習に変えることがで

きる

2、2学期目も引き続き強

化中国語を申し込む場

合 1000元の割引の特典

強化中国語

(１学期 18週間)

初級強化中国語

中級強化中国語
17000元/学期

ビジネス中国語

（1学期 18週間）

中級ビジネス

高級ビジネス
9000元/学期

ビジネス中国語

週末クラス

（15 回）

中級ビジネス

高級ビジネス

2022.9.17-2023.1.14

土曜日 9：00-12：00
3800元/期

オンライン

オフライン

前期終了後、後期継続学

習場合に 400元の割引

午前クラス

（８週間）
初級中国語 2022.5.3-2022.6.24

2022.9.12-2022.11.3

2022.11.7-2023.1.5

月、火、木

午前クラス: 9：45-11：15

夜間クラス: 18：30-20：00

3800元/期

オンライン

前期終了後、後期継続学

習場合に 400元の割引

夜間クラス

(8 週間)

ＨＳＫ5級

ＨＳＫ６級

中級ビジネス

高級ビジネス

3800元/期

7月夏休みコース

(4週間)
初級、中級、高級

2022.7.4-2022.7.29

(月-金)
3800元/期

8月夏休みコース

(4週間)
初級、中級、高級

2022.8.1-2022.8.26

(月-金)
3800元/期



二、本科課程

専 攻：中国語専攻(方向:ビジネス中国語、観光文化)

中国語国際教育専攻(方向:中国語教育、中国言語文化)

秋学期入学試験：2022年 6月 18日（土曜日）13:00 （北京時間）

2022年 9月 3日（土曜日）13:00 （北京時間）

受験アプリ：テンセント APP（VooV Meeting）

クラスの開始日：2022年 9月 12日（秋学期入学）

登 録 費：520人民元

学 費：一年生、二年生 9000人民元/学期

三年生、四年生 9900人民元/学期

入学条件：16歳以上健康で外国のパスポートを持っている方。

中国国籍以外の者の認定は「教育部教外函（2020）12号文」に則る。

募集年生 学暦
入学

試験
HSKレベル 注

本科一年生

(前期)
高校卒業以上

合格

二年生に進級する際、ＨＳＫ4級 210点以上の取

得が必要

本科一年生

(後期)

高校卒業以上；

大学で20単位以上を取得

ＨＳＫ4級 180

点以上

ＨＳＫの成績がない学生は仮入生として在学で

き、二年生に進級する際、ＨＳＫ4級 210点以上

の取得が必要

本科二年生

(前期)
大学で40単位以上を取得

ＨＳＫ4級 210

点以上

ＨＳＫ４級 195点以上の学生は仮入生として在

学でき、二年生（後期）に進級する際、入学試

験に合格し、ＨＳＫ4級 210点以上の取得が必要

本科二年生

(後期)
大学で 60単位を取得

ＨＳＫ４級 195点以上の学生は仮入生として学

習可、三年生（後期）に進級する際、入学試験

に合格し、ＨＳＫ5級 180点以上の取得が必要

本科三年生 大学で80単位以上を取得
ＨＳＫ5級 180

点以上



三、大学院課程

修士課程の専攻：言語学と応用言語学、漢語国際教育

博士課程の専攻：言語学と応用言語学

入学試験：2022年 5月 25日（水曜日）09：00(北京時間）

受験アプリ：テンセント APP（VooV Meeting）

クラスの開始日：2022年 9月 12日

登 録 費：520人民元

学 費：修士 11500人民元/学期、博士 14000人民元/学期

入学条件：

四、個別プログラムおよび団体プログラム

授業の内容・時間・費用につきましては、個別に相談を承ります

大学院生 学歴 HSKレベル 推薦状 入学試験

修士 大卒以上の学歴

HSK5級 180分以上
准教授以上の

推薦状 2通
合格

博士
修士研究生またはそれ

以上の学歴



 授業を生中継する

 電子教科書が無料

 オンラインで中国学生と交流

（1週間 1回）

 プラットフォーム：ウィーチャット

Classin

テンセント APP (Voov Meeting)







添付１：

入学の流れ
一、応募方法

メールで iccs@shnu.edu.cn宛てに申請する時に、以下の資料を提出してください。

1. 《上海師範大学申請表》

下記アドレスからダウンロードできる

http://iccs.shnu.edu.cn/lxs/9477/list.htm

2. パスポートのトップページのコピー

3. 3Mサイズのデジタル写真 1枚 電子写真

4. ほか

本科の申請： 学歴証明書、成績表、HSK証明書

二、試験

1. 語学研修生クラス分けの試験：

オンライン授業は 1週間前にクラス分け試験を実施

オフライン授業は 2週間前にクラス分け試験を実施

2. 本科生の入学試験：

第一回：2022年 6月 18日（土曜日）13:00 （北京時間）

第二回：2022年 9月 3日（土曜日）13:00 （北京時間）

3. 受験アプリ：テンセント APP（VooV Meeting）

三、学費を支払

学費を払い後、「支払証明書」をメールで iccs@shnu.edu.cn 宛てに提出してください。

四、クラス入りと授業開始

入金確認のメールを受け取り、授業できる（クラスが調整終了後、5人以上開講）



添付 2：

上海師範大学対外漢語学院 2022 年秋期予定表（国際学生）
(2022年 9月 5 日-2023年 1月 6 日)

週間 日期 内容 時間 注

0
6 月 18 日（土曜日） 本科生の入学試験第 1回 13:00 オンラインで

1回を選んでください9月 3日（土曜日） 本科生の入学試験第 2回 13:00

1

9 月 5日（月曜日） 言語生のクラス分けテスト 13:00 オンラインで

9月 6日～8日（火曜日～木曜日）
言語生、本科生と院生が受け入れ手続き

（オンラインで登録）

詳しいことは通知をご覧

ください

9 月 8日（木曜日）
始業式 14:00

本科生全体会議 15:00

9 月 9日（金曜日） クラス分けのリストとスゲジュールを公開発表

9月 10 日（土曜日） 中秋節（休講）

2 9月 12 日(月曜日） 授業開始

クラスの

スケジュ

ールによ

って

3
9 月 19 日～23 日(月曜日～金曜日） 選択科目、興味活動の申し込む期間

9月 21 日（水曜日） 中国語コーナー（神話の物語）

4

5 10 月 1日～7 日 国慶節(休講）

6

7
10 月 19 日（水曜日） 中国語コーナー（中国の古代建築）

10 月 20 日（木曜日） 中国語歌のコンクール

8
10 月 27 日（木曜日） 朗読とスピーチコンテスト(申し込む）、教学評価週

10 月 28 日（金曜日） 言語実践活動

9 11 月 3日(水曜日） 班長懇談会

10 11 月 7日～11 日（月曜日～金曜日） 中間試験（授業時間）

11
11 月 14 日(月曜日） 後期の予定発表

11 月 16 日(水曜日） 中国語コーナー（中国のお茶）

12 11 月 23 日(水曜日） 朗読とスピーチコンテスト

13 11月 28日～12月2日（月曜日～金曜日）
次学期の学費を支払う期間（後期にして学習希望す

る方）ビザ延長

14

15 12 月 12 日～14 日（月曜日～水曜日） 前期終了学生修了証明書申請期間

16 12 月 23 日（金曜日） 中外学生新年パーティー

17 12 月 28 日（水曜日） 本科生の卒業式

18

2023年 1月3日～5日（火曜日～木曜日） 期末試験

1月 6日（金曜日） 修了式（修了証を配布） 14:00

1 月 7日（土曜日） 冬休み開始

付注：

1、别添日程表(案)をご参照<ださい。但し、日程は今後多少変更する可能性があります。http://iccs.shnu.edu.cn と掲示板の知らせを基準とする。

2、ICCS の連絡先：+86-021-64322824 +86-021-64322452 iccs@shnu.edu.cn

国際交流センタ（ISC)の連絡先：+86-021-64323905 iec@shnu.edu.cn



添付３：

学校銀行口座番号

海外送金は米ドル、国内送金(香港、マカオ、台湾を除く)は人民元を送金しな

ければならない。

人民元で送金や振込の情報

口座名 上海师范大学

人民元アカウント 03387208017004511

銀行名 中国农业银行 上海市徐汇区桂林支行

ドルで送金や振込の情報

口座名

上海师范大学

SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY

ドルアカウント 441665865071

銀行名

中国银行 上海漕河泾支行

BANK OF CHINA, SHANGHAI CAOHEJING BRANCH

銀行識別コード BKCHCNBJ300

銀行の場所

中国 上海市 桂平路 391号

NO.391 GUIPING ROAD SHANGHAI, P,R.C

銀行の電話番号 +86-21-63606360

学校の場所
SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY, NO.100 GUILIN ROAD,
SHANGHAI, 200234 P. R. CHINA

注：学費を払い後、振込の証明書を iccs@shnu.edu.cn 宛てに提出してください。

ご協力お願いいたします。



連絡先：64322824 （中国語、韓国語）

64322452 （英語）

64328693 （日本語）

ホームページ：http://iccs.shnu.edu.cn

アドレス：上海市桂林路 100号対外漢語学院 206室 (郵便：200234）

Ｅメール：iccs@shnu.edu.cn （中国語、英語）

iccspanchenfeng@shnu.edu.cn（中国語、英語）

yeewen@shnu.edu.cn （中国語、韓国語）

ysm@shnu.edu.cn （中国語、日本語）


