
国立高雄餐旅大学について
　  本学は、台湾初の観光サービスを専門に学べる大学として、1995 年に李福登 ( 現在は台湾の東方設計學院理事長お
よび総統府国策顧問 ) によって設立されました。校訓の「精、誠、勤、朴（精進、誠実、勤勉、素朴）」に加え「理論よ
り実務を重視、実践できる現場との提携、国際交流の促進、社会人教育の実施、学習と生活の融合」という教育理念
に基づき、最新の設備や学習機材を導入してカリキュラムを整え、本学の特色でもある高い専門性を確立し、業界に必要
なスペシャリストを育成してきました。2 代目学長の容継業は、2003 年に大学の管理や運営方法に関する従来の概念を
覆し、革新的な中長期発展計画を策定、「ヒューマニズムの育成」「スペシャリストの養成」「ビジネスマネジメント」「国
際交流」を教育方針の核として、卓越した競争力で本校の発展に貢献しました。さらに 2016年 4月 1日、林玥秀が「卓
越性を礎にした新たなモデルと法則の構築」を理念として掲げ、全学の教員・学生の先頭に立ち「更なる進化と卓越性
の継続」を提唱しながら幸福感に満ちたキャンパスを作り上げました。2010 年 8 月 1 日に国立高雄餐旅大学と改名し、
現在は上記のコースが設置されています。
　  キャンパスは高雄国際空港と高速道路インターチェンジから近く、高雄捷運（MRT）やバスで高雄市内や台湾高速鉄
道の駅へもアクセスでき、非常に便利な立地にあります。学習や研究に専念できる環境が整っており、また、遠方の学生
にはインターネット、電話、エアコン、バス・トイレ完備で、風通しや日当たりがよい学生宿舎も提供されています。「イ
ノベーションの結集と卓越性の継続」をビジョンとする本学で、皆さんも一緒に学びませんか。

大 学
ホテル管理学科
餐飲管理学科
ホスピタリティー‧MICE マーケティング管理学科
旅運管理学科
航空‧運輸サービス学科
レジャー‧レクリエーション管理学科
中国料理厨房技芸学科
西洋料理厨房技芸学科
ベーキング‧ペストリー管理学科
応用英語学科
応用日本語学科
国際観光学士学位プログラム
国際厨房技芸学士学位プログラム

入学審査申請方法
外国人学生向けオンライン申請システムより、指示に従って必
要事項を入力し、添付ファイルをアップロードしてください。す
べてのファイルは PDF ファイルでアップロードし、一つの項目（
例：成績証明書）に対して複数のファイルがある場合、一つの
ファイルにまとめてアップロードすること。ファイルが不明確であ
った場合には、不完全なものとみなされ、受理されません。

ご提出書類
※すべてのファイルは PDF ファイルでアップロード
(1) プロフィール（オンライン）
(2) 台北駐日経済代表処認証済の学歴証明文書
(3) 台北駐日経済代表処認証済の成績表
(4) 財力証明 ( 銀行の残高証明 )
(5) パスポートのコピー1部
(6) 中国語能力検定の証明書
(TOCFLまたはHSKなど。
英語で授業を行う学科に応
募する者は免除）

(7) 英語能力検定関連の証明書
(TOEIC、TOEFL、IELTS など )

(8) その他募集要項に定める文書

NKUHT Application System

入学審査申請のWEBページ：
https://examstd.nkuht.edu.tw/EnrollSTDFS/（中国語・英語）
電話によるお問合わせ：
+886-7-8060505 内線17203（中国語・英語）
E-mail：
intnkuht@live.nkuht.edu.tw
住所：
812301高雄市小港區松和路 1號

オンラインでの第 1次申請期間：
11月中旬から12月下旬まで

オンラインでの第 2次申請期間：
１月中旬から４月中旬まで

申請者は、オンラインで申請が受理されたか確認することができます。

審　査

3月31日までに審査結果を発表 6月30日までに審査結果を発表

合格通知を4月1日以後送付 合格通知を６月1日以後送付

入学についての情報を8月に送付

まずは本学のアドミッションサイト (https://examstd.nkuht.edu.tw/En-
rollSTDFS/) の 「外国人留学生入学申請」にて出願登録 ( 個人の基本情
報を含む )

大学院
ホスピリティー管理研究所
観光管理学研究所
飲食文化‧餐飲創新研究所
国際観光餐旅修士学位プログラム

留学生のための奨学金 
奨学金の金額は、規定及び当年の経費に応じて調整されるもの
とします。

学部生 修士課程 博士課程

Ⅰ 学費・雑費の
全学免除

学費・雑費・
単位取得費全
額免除

学費・雑費・単位取
得費全学免除、寮費
免除

Ⅱ 学費・雑費の
半学免除

学費・雑費全
学免除 学費・雑費全額免除

Ⅲ 寮費全額免除

・寮費は 2 人部屋か 4 人部屋で費用が違います。ホテル学科の
学生は2人部屋です。個室はありません。

・調理を学ぶ学科では、これに加えて材料費がかかります。
・「その他費用」には、寝具のレンタル代、制服の購入費用、ク
リーニング代が含まれます。
・大学院の場合は別途「単位取得費」がかかります。1 単位
NT$1,400（約 5,000 円）です。

学費・諸費用 
※以下は 1学期 (1 セメスター ) の費用です。

台湾ドル 日本円の参考額

NT$24,139 109,722円

NT$315 1,432円

NT$500 - 800 2,273 - 3,636円

　　 NT$11,500 - 14,200 52,273 - 64,545円

NT$10,655 - 25,360 48,432 - 115,273円

　　

学費・雑費

保 険 料

ネット使用料

寮 費

その他費用

合 計 NT$46,609 - 64,814 214,132 - 294,608円



ホテル管理学科

餐旅学院
観光学院ホテルの運営管理や顧客サービスの実務、文化的な素養

や語学を身につけ、観光業界や社会のニーズに応えられ
るホテルマネジメントのスペシャリストを育成します。また
、技術訓練重視の教育界の動向と市場の方向性とに着目
したカリキュラムを確立し、理論と実践の融合を実現しま
す。開講されている授業には、ホスピタリティマネジメント
、ホテルの安全と衛生管理、会計学、仕入れ管理、人材
マネジメント、餐飲実務などがあります。更に、ホテル業
界と緊密な連携を図ることで、安定した就職率を維持でき
るよう学生をサポートします。

餐飲管理学科
レストラン管理のスペシャリストを育成します。レストラン
の接客サービスやビバレッジに関する知識を習得し、学内
での初級厨房オペレーション訓練、バックヤードや事務室
での経営管理技術、さらに文化的素養と英語・フランス語
の訓練も重視しています。学外でのレストラン実習や海外
での実習訓練などのカリキュラムも開設し、海外の有名大
学と提携することで、専門性と国際的な視野を持ち、イノ
ベーターとして活躍するフード＆ビバレッジマネジメントの
スペシャリストを育成します。

ホスピタリティー・MICEマーケティング管理学科

コミュニケーション、心理学を核とし、「ヒューマニズム」
をテーマにマーケティングについてのスペシャリストを育成
する「エリート教育」に力を入れています。文化および情
報の理論と実践を重視したカリキュラムでマーケティングを
体系的に学び、実務と理論を重視するという教育理念に基
づき、学生が良好な環境で学習できるよう、実際の会議を
シミュレートすることを目的に設置された施設を完備してい
ます。選択カリキュラムは「ホスピタリティマーケティング
」と「MICEマーケティング」の2つに大別されます。

旅運管理学科

航空・運輸サービス管理学科
本学科のカリキュラムは「接
客サービス」および「バック
ヤードサービス」から構成さ
れています。理論と実務を強
化し、航空会社や物流・輸
送サービス業界の現場職員
や幹部候補の育成を目標とし
ています。1 年間の学外実習による技能訓練を実施し、物
流・輸送サービス業界の技能や組織の運営メカニズムを
深く学びます。外国語能力と、物流・輸送サービス産業の
経営知識の向上に注力し、学生に学習態度や専門技能の
習得を厳しく求め、サービス業にふさわしい、謙虚に学ぶ
品行方正な人材を育成します。

レジャー・レクリエーション管理学科
本学科は、レジャー＆レクリエーション計画、リゾート、カ
ジノサービスマネジメントのスペシャリストを育成する学科で
す。レジャー＆レクリエーションとリゾート観光理論の基礎
知識に関するカリキュラムを充実させ、実務技能、サービス
マネジメントを軸に、レジャー＆レクリエーションサービス
、レクリエーション資源計画、レジャー活動計画や引率など
のマネジメントに必要な人材を育成します。また、台湾で初
めて、「カジノマネジメント」のカリキュラムを組み、カジノ
サービスの基礎理論から実務オペレーションまで学べます。

厨房技芸学院
中国料理厨房技芸学科
中国の飲食文化と芸術的創造の精神を融合させ、中国料
理の最高峰の解説者・実践者を育成します。そのため専
門技能訓練、学習能力の育成、職業の道徳と芸術美学の
習得に重きを置き教育しています。また調理と点心の製作
の科学化、業界のメニュー開発への協力、学生の芸術的
な料理の創作やコンテスト参加の奨励、中国料理の調理
の国際化なども重視しています。食品衛生管理、飲食文化
、食物の知識と調達、中国料理の調理、台湾料理の調理
と軽食、厨房管理と設備計画、宴会実務など、専門性と
実務を学びます。

西洋料理厨房技芸学科
国内外の有名なシェフによる調理授業、1 年間の学外業界
実習、海外の有名シェフを招いたデモンストレーション授
業、卒業前の半月の海外研修、多元化された学内レストラ
ン・宴会実習などにより、主体的・積極的で国際的視点
を持ち、未来の西洋料理界を牽引する人材を育成します
。食品製造原理、西洋料理調理実務、食品の衛生と安全
、栄養学、餐飲サービス、洋菓子製作、コスト管理、マ
ーケティング学などを学びます。また、調理デモンストレー
ション教室などの特別な設備を利用したインタラクティブな
教育を重視しています。

ベーキング・ペストリー管理学科
本学科では、製パン・製菓の基礎、製作技術、研究開発
、現代的な経営管理の理念を持つ製パン・製菓のスペシ
ャリストと教師候補となる人材を育成しています。学生の
行政院労工委員会職業訓練局ベーキング食品乙級技術士
の技能検定証明書の取得に向けた指導を積極的に行うた
め、食物学、原料と製作原理、パンの製作、洋菓子・ケ
ーキ製作、パンと洋菓子・ケーキの品質管理実習、ケー
キ・洋菓子の原料と製作原理、マーケティング学、仕入れ
とコスト管理、ベーキング製品の研究開発、店舗経営管理
の授業を受け、専門技術のレベルを向上させます。

国際学院
応用英語学科
単なる英語によるコミュニケーション能力（読む・聞く・書
く・話す）を養成するのではなく、ホスピタリティサービス
の現場での実用に耐える、実践的で役立つ英語能力を養い
、英語を使った国際的な観光ホスピタリティのスペシャリス
トの育成を目標としています。英語について学術的理論を
学ぶと同時に、ホスピタリティ職業訓練を通してサービスに
対するプロ意識を形成した上で、第 3 学年には本学の他学
科同様、1 年間の学外実習を行い、台湾国内外のホテルや
レストランなどの施設でインターンシップに参加します。

応用日本語学科
単なる日本語によるコミュニケーション能力（読む・聞く・
書く・話す）を養成するのではなく、ホスピタリティサービ
スの現場での実用に耐える、実践的で役立つ日本語能力
を養うことを目標としています。日本語の正確な発音練習
、接客用語の会話、またホスピタリティーサービス業に必
要な敬語の訓練が最大の特徴です。日本における仕事に
対する精神やサービスを学ぶことができます。

国際観光学士学位プログラム
上述の応用英語学科は、英語能力の養成に重きを置きま
すが、本プログラムは英語を手段として、観光サービスに
関する科目を学習することを特色としています。授業はす
べて英語で行われています。在籍する学生は、多くは中国
語を母語とする台湾人ですが、多くの留学生を受け入れ、
国際的な環境の中で、観光学、ホテル管理、レストラン管
理などの様々な分野を学習します。座学だけではなく、学
内の模擬ホテルで、ホテル管理学科の学生とともに学内実
習も行います。国際観光のマルチスペシャリストを育成し
ています。

国際厨房技芸学士学位プログラム
海外からの学生も受け入れ、カリキュラムはすべて英語で
行うので、共に授業を受け、文化交流が体験でき、英語
力および国際的視野を身に付け、海外で就職できる力を
持つ学生を育成します。そして、国際的な厨房技芸人材を
育成するため、学生数に対して教師の数が多く、各学生が
十分な指導を受け、中国料理を中心に、西洋料理と日本

料理も学び、有名シェ
フによる講義や実演で
、フード & ビバレッジ
の最新情報を入手し、
国際舞台で活躍できる
よう世界と足並みをそ
ろえます。

ツーリズム経営管理実務、添乗員・ガイド人材育成、ツー
リズム個別研究分析、ツーリズムインフォメーションにおけ
る科学技術の応用などに重きを置いており、本学科の「ヒ
ューマニズムの育成」、「スペシャリストの養成」、「ビジネ
スマネジメント」、「国際交流」を強化していきます。政府
の観光政策や観光業界のニーズに見合う、ツーリズムマネ
ジメントのスペシャリストを育成しています。本学の教育理
念に基づき、文化的素養、専門的な技能、管理能力、国
際的な視野を持った旅行業界のスペシャリストを輩出して
います。

ツーリズム経営管理実務、添乗員・ガイド人材育成、ツー
リズム個別研究分析、ツーリズムインフォメーションにおけ
る科学技術の応用などに重きを置いており、本学科の「ヒ
ューマニズムの育成」、「スペシャリストの養成」、「ビジネ
スマネジメント」、「国際交流」を強化していきます。政府
の観光政策や観光業界のニーズに見合う、ツーリズムマネ
ジメントのスペシャリストを育成しています。本学の教育理
念に基づき、文化的素養、専門的な技能、管理能力、国
際的な視野を持った旅行業界のスペシャリストを輩出して
います。

中国語

中国語

中国語 中国語

中国語

中国語

中国語

中国語

中国語

中国語・日本語

中国語・英語

英語

英語


