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東北三省大手ソフトウエア人材育成機関リスト
Ⅰ.遼寧省（計 50 校）
瀋陽市

東北大学ソフトウエア学院

学校名

東北大学ソフトウエア学院

省

遼寧

所在地

和平区文化路 3 号巷 11 号

電話番号

024

ホームページ

http://swc.neu.edu.cn

事業概要

東北大学ソフトウエア学院は 2001 年 12 月に中国教育部と発展
改革委員の認可を受けて設立した最初の国家 35 ヵ所国家級モデル
ソフトウエア学院の一つ、東北大学付設の学校で、東北大学と東
軟グループによる共同運営をしている。
ソフトウエア学院は「ソフトは価値を創出し、教育は魂をつく
る」を大学理念とし、
「時代精神と開拓意識をもち、時代のニーズ
と国際潮流に適応する実用型、複合型、国際的な高級ソフトウエ
ア人材」を人材育成の目標とし、国内外に向けて多段階の学歴と
学号教育を展開している。同学院にはソフトウエア工学と情報安
全という二つの専攻を設置し、人材育成モデルは「高校卒業入学
の学部」、
「‘1+3’式の学部」、「‘2+2’式の学部」、「ダブル学位」
、
「ソフトウエア工学専門修士」と「ソフトウエア工学専門プログ
ラミング修士」等多様であり、国際 IT 業界の人材育成資格認定業
務も行っている。現在の在籍学生数は 2513 人、うち学部 1639 人、
修士 874 人；年間卒業生数は 1000 人、うち学部卒は 575 人、工学
修士は 74 人、プログラミング修士は 351 人がある。
実用的、複合的、国際的なソフトウエア人材の教育目標を実現
するため、科目設定では、企業と業界需要に応じて人材教育計画
を調整し、柔軟性のある科目設定システムと動的な育成計画を形
成した；学院は積極的に海外大学から先進的なコンピュータ授業
を導入した。例えば 2004 年度から高校卒業スタートの学部教育の
授業にはアメリカのカーネギーメロン大学から 10 科目のコンピュ
ータ授業内容を導入した；学生の実践能力を強化し、仕事に対す
る適応性を養うため、学院ではプログラミング実践教室を開設し
た；国際的ソフトウエア人材の育成、学生の英語力と英語教育の
水準を高めるため、学院は外国語教育改革クラスの開設を試みた。
学生は大学 2 年に英語四級検定試験、3 年に英語６級検定試験合格
が義務付けられ、英語で論文作成、授業内容のディスガーション
が要求されている。その他、遼寧省と瀋陽地域の日本向け、韓国

市
電話

瀋陽
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向けのソフトウエア開発人材の需要に応じ、各科目の中では英語
クラスのほか、日本語、韓国語クラスも開設し、企業のニーズに
応えた英語と日本語あるいは韓国語二ヶ国語がわかる国际的ソフ
トウエア開発人材を育成している。
学院は海外の大学及び企業と連携し、高級ソフトウエア人材育
成の試みを展開している。それぞれオーストラリア、日本、イギ
リス、アメリカのいくつかの大学、及び Microsoft、IBM、Oracle、
BEA、HP、Cisco、潤通集団、即時集団などの企業と産学連携の協
定を締結している。
5 年間の教育実践を経て、学院の各事業は飛躍的な発展を遂げ
た。2003 年、2006 年に教育部の国家級モデルソフトウエア学院の
査定に合格した。2005 年に「企業ニーズに向けての実用型ソフト
ウエア人材育成システムの探求と実践」という教育改革プロジェ
クトは遼寧省教育成果一等賞、国家教育成果二等賞に輝いた。

瀋陽市

瀋陽航空工業学院北方ソフトウエア学院

学校名

瀋陽航空工業学院北方ソフトウエア学院

省

遼寧

所在地

皇姑区黄河北大街 52 号

電話番号

024

ホームページ

http://www.nsi-soft.com

事業概要

瀋陽航空工業学院北方ソフトウエア学院は 2001 年 9 月に成立し
たのである。瀋陽航空工業学院、瀋陽格微ソフトウエア有限責任
公司等の団体によって共同設立した遼寧省所属の学院である。現
在、瀋陽航空工業学院の二級学院として遼寧省教育庁が最初に批
准した省クラスの模範ソフトウエア学院であり、国際的、複合的
なソフトウエア開発人材の重要育成基地と特別エリアである。産
学研一体化によって、人材育成、科学研究、技術開発と製品開発
など多元的な高等教育モデルを創立し、教育内容と授業コースの
改革と革新を行っている。学院は基礎研究、応用研究、技術革新
を研究の重点とし、国家自然科学基金、国家 863、国防予備研究、
省と市の重大難問解決のための課題等を 20 項あまり担当した。
2008 年の初め、瀋陽市人民政府、瀋北新区人民政府と瀋陽格微
ソフトウエア公司が共同で北方ソフトウエア学院新校舎の建設プ
ロジェクトを開始した。このプロジェクトの建設地は瀋陽市新城
子区道義開発区にあり、投資総額は 4.5 億元、敷地面積 432.3 ア
ームがあり、主に 5000 人を受け入れられるソフトウエア人材、翻
訳人材と複合型創造的人材の育成基地を建設する。この人材育成
基地は瀋陽市のソフトウエア開発産業とソフトウエアサービス産
業の飛び越え式発展に人材保障を提供している。北方ソフトウエ
ア学院は瀋陽市北部最大の人材養成と訓練基地を建設する計画で
ある。单部の東軟集団実践訓練人材基地と合わせて、国家レベル

市
電話

瀋陽
86119508
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革新プロジェクトに認定されている機械翻訳プロジェクトは国内
最大、最先端の機械翻訳産業基地と翻訳人材の育成基地を目指し
ている。
その他

瀋陽市

35 ヵ所の国家级模範ソフトウエア学院の一つ

瀋陽職業技术学院ソフトウエア学院

学校名

瀋陽職業技术学院ソフトウエア学院

省

遼寧

所在地

大東区労働路 32 号

電話番号

024

ホームページ

http://www.vsst.com.cn

事業概要

瀋陽職業技術学院ソフトウエア学院は瀋陽職業技術学院付属の
学校であり、国家級３５ヵ所模範ソフトウエア職業技術学院の一
つである。学院は 3 年制教育であり、学院所在地は瀋陽職業技術
学院のキャンパス内（大東区労働路 32 号）にある。
学院の在籍学生数は 1500 名、教職員 100 人余、専任教師 70 人、
ソフトウエア技術、コンピュータネットワーク技術、アニメ設計
と製作、図形画像製作（グラフィックデザインとインテリアデザ
イン）
、コンピュータマルチメディア技術、コンピュータ制御技術
（コンピュータ数値制御）
、コンピュータ情報管理（物流情報管理）
と会計業務の電算化という 8 つの情報化関係の専攻を設けている。
ここ数年来の教育と実践を通じて、ソフトウエア学院は瀋陽市
情報サービス業の人材養成基地に成長し、2007 年、瀋陽市情報産
業局に「瀋陽市ソフトウエア人材育成機関」に認定された。
ソフトウエア学院は欧米の CBE 教育モデルを手本とし、
（適正能
力に基づく授業科目設定モデル）
、企業からベテラン技術者を採用
し、人材に対する企業の要求水準に基づき、半年ごとに人材育成
計画を修正し、授業内容の実用性が保障されている。
ソフトウエア学院は各専門においてモジュール化管理を実施
し、尐人数クラスと実務重視の教育モデルを採用している。教師
はケーススタディの授業方法を用い、実際の授業教室を仕事の現
場とみなし、理論科目と実践科目を融合させる。教師は理論説明
を行うと同時に実践の指導も行う。学生も聴講しながら実務的な
訓練を受け、学生の実践能力が高められ、授業も魅力のある面白
いものとなった。
ソフトウエア学は情報産業関係の企業と協力関係を築き、卒業
生に就職先を推薦する。また、国際交流を広く展開し、アメリカ
のアーバナ大学と国際交流事業に力を入れているため、ソフトウ
エア学院の学生がアメリカへ勉強に行く機会も用意できている。

その他

国家級 35 ヵ所模範ソフトウエア学院の一つ

市

瀋陽

電話

88252449/88252423
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遼陽市

遼寧情報職業技術学院

学校名

遼寧情報職業技術学院

省

遼寧

所在地

白塔区青年大街 24、26 号

電話番号

0419

ホームページ

http://www.lnxxxy.com

事業概要

遼寧情報職業技術学院は省所属の公立全日制普通高等職業技術
学院である。2003 年、学院は最初の 35 ヵ所国家模範ソフトウエア
職業技術学院の一つとなり、2004 年、学院は遼寧省委員会と省政
府に「遼寧省文明団体」と「遼寧省軍民連携模範団体」に評され、
2005 年、学院は ISO9000 認証に合格し、2006 年、遼寧省教育庁に
「安全文明学校」に評され、そして人材育成事業のレベル評価で
優秀な成績を取った。全日制在校学生は 5500 人あまり、国家承認
の大学コードは 12896。
数年来、学院では北京、天津、瀋陽、大連を主要地域とする北
方就職市場；上海、杭州、蘇州を主要地域とする長江デルタ地域
就職市場；深セン、東莞を主要地域とする珠江デルタ地域就職市
場が形成されている。深セン華為集団、北京東方光電科学技術有
限公司、瀋陽機床集団、大連機床集団、蘇州宏偉実業有限公司、
中鉄十九集団等百軒の名門企業と協力関係を結んでいる。遼寧省
教育庁の認定では卒業生の就職率は 2005、2006、2007 年それぞれ
90.29%、91.75%、95.08%に達成した。
学校の敷地面積は 22 万㎡、建築面積は 13 万㎡、図書館蔵書は
27 万本、1 万㎡の実践訓練センター、全閉鎖型標準運動場、標準
化の食堂と高級な大学生寮を有し、現代的な基本教育設備投入総
額は 2300 万元。学校は国家コンピュータ応用とソフトウエア技術
及び数値制御技術専門分野における技能型人材不足の育成基地で
あり、遼寧省電子電気工学及び及自動化専門の公共実践訓練基地
である。
学校は「就職を指導方向とし、人を元とし、社会奉仕、高級人
材育成」の教育理念を貫き、IT 業界、装備製造業、建築業、商業
貿易など最前線の職場の需要に合わせ、そして職業能力と素質養
成をメインとし、企業の要求を満たす高技能型人材を育成する。
学校にはソフトウエア工学、電子情報、装備製造、経済財務管
理、ビジネス貿易管理、観光管理 6 つの学部と継続教育学院があ
る。学校は専門と専門群の整備を大変重視し、現在 25 の専門科目
が設けられている。うちの応用電子技術専門は遼寧省教育庁に最
初に高等学校（高等職業専門学校）ブランド専門に、数値制御と
コンピュータネットワーク技術専門は遼寧省に省級模範専門に認
定されている。
学校は「高技能 + ダブル卒業証書」という人材養成モデルを採
用し、
「オーダーメイド」式育成と科目体系置換等の教育モデルを

市
電話

辽阳
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実践している。学校と企業の協力関係を強化し、企業側の実際需
要に応じて科目体系と実践教育をモジュール化によって合理化さ
せ、学生の実践能力と創造能力の訓練を強化するとともに職業道
徳と集団意識の養成を重視し、就職市場における卒業生の競争力
の向上を図る。
学校現在の専任教師は 276 人、うち教授 15 人、助教授 89 人；
「技
能複合型」教師 123 人；企業採用の兼任教師 60 人。学校の電子情
報学部の自動化研究室は省の優秀教育団体に評され；《AutoCAD》、
《ワンチップ応用技術》と《C++プログラミング》三つの科目は省
レベル優秀科目に評され；うちの《AutoCAD2004 プログラマ式の実
践科目》は省レベルの優秀教材に評されている。
コンピュータ応用、電子電気工学、機械製造、経済財務管理、
ビジネス貿易管理など五科目にまたがる４０以上の技能認証を行
い、卒業生の専門分野の資格証明書の取得が確保され、順調に就
職することは保障されている。
全日制普通高等職業技術教育とともに、社会人向けの学部ある
か専科教育も展開している。省内のいくつかの学部大学と提携し、
8 つの科目にわたる学部の通信教育を行い、
「準学号士からから学
士号コース進学」の独学者向けの応用学部教育を行い、独自で 4
つの専門にわたる社会人向けの専科教育(社会人教育)を展開して
いる。
その他

35 ヵ所の国家级模範ソフトウエア学院の一つ
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大連市

大連交通大学ソフトウエア学院

学校名

大連交通大学ソフトウエア学院

省

遼寧

所在地

旅順口経済開発区興発路 216 号

電話番号

0411

ホームページ

http://www.stdjtu.edu.cn

学校概要

大連交通大学ソフトウエア学院は 2001 年 12 月、遼寧省教育庁の批
准によって成立した模範的なソフトウエア学院である。同時に、国家
外国専門家局の批准によって成立した初めての国家ソフトウエア人
材国際養成（大連）基地である。
設立されて以来、機能と体制の更新をしつつ、現代的教育理念を立
て、社会ニーズを発展の方向とし、教育水準の質的向上を最優先課題
とし、教育特色の形成に努め、教学の規模、品質、構造、教育効果な
どの面において幾度も新たな局面を迎えた。
大連交通大学ソフトウエア学院の投資総額は 2.5 億元、キャンパス
の敷地面積は 27 万㎡、一期の建築面積は 8.6 万㎡である。ソフトウ
エア学院の現在の在籍人数は 5600 人。学院の予定として在籍人数
8000 人の規模に拡大する。
現在、ソフトウエア学院は「コンピュータ応用技術」の修士課程の
学位授与権、「コンピュータ科学と技術」、
「ソフトウエアエンジエニ
アリング」
、
「ネットワークエンジェニアリング」という三つの学士号
学位の授与権を持っている。ＩＴ技術の応用分野と専門特色に基づ
き、学院はソフトウエア、ネットワーク、コンピュータ基礎、ソフト
ウエア開発とテスト、ソフトウエアエンジェニアリング、プロジェク
トマネジメント、コンピュータグラフィック、組込ソフト、IBM 技術
と外国語等 9 つの研究室を設け；行政課、教務課、学生課、財務係、
総務係、科学技術課と人事課、院生及び訓練養成課、対外連絡課、就
職指導課など八つの行政管理部門を設置；実験教育センターも一つ設
立されている。学院の教職員は 170 人あまり、うち、博士指導教員 2
人、教授 6 人、助教授 21、博士 6 人、実力の強い教師陣を有してい
る。学院の諸設備所有は国内の同レベルの大学と比べても一流水準で
あり、教育と養成訓練学校の展開及び高素質のＩＴ人材の養成に基礎
条件を提供した。
大連交通大学 50 年の教育実践で形成した優位性を生かし、新生し
た大連交通大学ソフトウエア学院は「探求を怠らず、努力を怠らず」
の基本理念を伝承し、未来に向け、時代とともに歩み、真実を求め、
中国情報産業の発展、東北老工業基地の振興、大連が有名な国際ソフ
トウエア都市になるために優秀な人材を送りつづけている。

市
電話

大連
86223688
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大連

大連外国語学院ソフトウエア学院

学校名

大連外国語学院ソフトウエア学院

省

遼寧

所在地

旅順单路西段六号大外 10 号教学楼

電話番号

0411

ホームページ

http://it.dlufl.edu.cn/

学校概要

ソフトウエア学院は東北アジア地域経済の発展による国際的、複合
型人材の需要増に応じて設立された。
ソフトウエア学院は一流の教師陣を有し、外国語教育において優位
性を持っている。経験豊富の優秀な教師が授業を行い、90%の教師が
海外留学の経験者である。また、教師として国内外の IT 企業の高級
ソフトウエアエンジェニアを採用している。基本設備が優良で、各種
マルチメディア教室、実験室、視聴覚教室及びキャンパスネットワー
クがあり、一般授業と実践科目の需要が満たされている。学院は実践
重視の教育スタンスをを取り、いくつかの世界トップ 500 の企業と国
内のソフトウエアアウトソーシング企業と連携して実践訓練基地を
設立した。高学年の学生に多種多様の企業内定獲得と世界トップ 500
企業で実習と就職の機会を提供する。授業カリキュラムの設置は国際
化され、外国語教育を重視する中で、特に「聞く」
、
「話す」能力を強
調し、学生の国内外における競争力の増強を図る。専門科目は学校の
特色に合っているし、海外の諸大学の専門科目の設置に接近してい
る。
ソフトウエア学院は IT 専門基礎知識が堅実しており、外国語によ
るコミュニケーション能力が優れ、渉外業務に詳しく、能力と資質が
高く、時代特徴と改革精神を併せ持つ応用型、複合型人材の育成を教
育の目標としている。卒業生は主に情報技術、ソフトウエア開発、学
国語を生かした総合分野で活躍している。すなわち、卒業生は国内の
外資系企業、国の行政部門で中高級ソフトウエアの応用、開発、情報
管理、電子ビジネス、電子行政などの職場に就くことが可能、業務内
容はソフトウエアアウトソーシング、技術サポート、分析処理等にわ
たっている。また、情報サービス機構、貿易、展示会、税関及びその
他の渉外部門と外資系企業に就職する可能性も高まっている。

その他

2008 年最初の大連 IT 教育連盟のメンバー

市
電話

大連
86115160/86111133/86111132
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大連市

大連大学情報工程学院

学校名

大連大学情報工程学院

省

遼寧

所在地

経済技術開発区学府大街 10 号

電話番号

0411

ホームページ

http://202.199.159.205:8080/xinxi

学校概要

大連大学情報工程学院は 2001 年、もとの数学学部、電子学部と
コンピュータ学部が共同で成立した。成立前には数学、コンピュ
ータ、自動化、コンピュータ科学と技術という四つの専門があり、
そして学校全体学生向けの高等数学、コンピュータ基礎科目の授
業も担当していた。情報工程学院の成立後、学校の発展段階に関
する新しい指導方針を貫き、すなわち、
「学科体系構築を牽引力と
し、教育改革の深化と学科群、学科発展方向の建設を発展の両輪
とし、人材チームの建設と学校内管理システムの促進を保障とし、
一体となって学校全体の諸業務を推し進める」
。以上の指導方針に
基づき、学院は教師陣構成の改善を加速させ、教育レベルが著し
く向上し、発展と建設を図るうちに学校全体のレベルも高められ
た。
学院発展のニーズに応じて、情報と計算科学、電子情報工学と
いう二つの専門が増設された。現在は、数学、コンピュータ科学
と技術、自動化、電子情報工学という四つの学部があり、学校全
体学生向けの(文系も含む)大学数学、コンピュータ文化基礎とい
う二つの基礎科目、工学部学生向けの電気工学関係の授業を担当
している。現在の教職員は 117 人、学部の在校生は 1550 人。
情報工程学院は非常に教師陣の建設を重視し、人材の導入と学
校側の育成を通じて教師陣の構成を改善する。現有の教師のうち、
教授 25 人、助教授 50 人。80%の教師は修士号、38%の教師は博士
号の所有者である。合理的な学歴と職務の構成によって教育と研
究の質と水準の向上が基本的に保障されている。ソフトの面では、
学院は教師のモラール面と教育意識の形成を重視し、仕事で優れ
た貢献度が高い先生のために奨励制度を設けている。ここ数年来、
教育と人材育成の面で優れた成績を収めた先生もあるし、省、市
と大学側の栄誉称号を獲得した先生と優秀チームもある。

大連市

市
電話

大連
87403969

大連工業大学情報科学と工程学院

学校名

大連工業大学情報科学と工程学院

省

遼寧

所在地

甘井子区軽工苑 1 号

電話番号

0411

ホームページ

http://xxgcx.dep.dlili.edu.cn

学校概要

大連工業大学情報科学と工程学院は 2004 年初頭、学校側の学科
調整を経て、もとの情報工学学科、数理学科、現代技術教学部の
計算センターとネットワークセンターなどの教学卖位が統合して

市

大連

電話

86322228
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成立した。現在は数理学科、電子と情報工学学科、コンピュータ
エンジェニアリング学科と情報工程学科という四つの学科があ
る。

大連市

大連水産学院情報工程学院

学校名

大連水産学院情報工程学院

省

遼寧

所在地

沙河口区黒石礁街 52 号

電話番号

0411

ホームページ

http://xxgc.dlfu.edu.cn

学校概要

大連水産学院情報工程学院は 1994 年に設立され、当時の名前は
電子工程学部でアートた。2003 年、情報工程学院に名前変更した。
現在は、電子情報工学、コンピュータ科学と技術、自動化と電気
通信工学という四つの学部専攻がある。その下に 6 つの研究室が
ある。うちのコンピュータ基礎、電気工学研究室は全校向けの基
礎科目の研究室である。ほかは学院管理のコンピュータセンター
と電気通信実験センターという二つのセンター、一つの大学生科
学技術革新基地がある。一つのコンピュータ応用修士課程、三つ
の学校レベルの重点学科がある。
学院の教職員は 59 人、うち専任教師 55 人、教員補佐 4 人、教
師のうち、教授 4 人、助教授 15 人、高級実験室員 2 人、講師 26
人、準講師と実験室助手は 8 人；博士 6 人、博士号取得中の人は 9
人、修士 38 人；修士指導教員 8 人、遼寧省百千万人材千人レベル
の入選者は 1 人、省レベルの青年中堅教師 2 人。
二つの実験センターの設備総額は 549.3 万元、機能研究室は 29
個、設備台数は 1049 台（セット）、実験室面積は 1961.5 ㎡。全校
学生向けのコンピュータ基礎講義科目、電気工学のシリーズ講義
科目と本学院の四つの専門の専門基礎科目と実験科目、授業カリ
キュラムの設計、卒業設計（論文作成）及び教学実習、実践訓練
などの仕事を担当している。ここ数年来の発展を通じて、実験教
学条件が大いに改善され、学部教育と研究の需要が満たされてい
る。
ここ 3 年間、省、市と学校レベルの 18 の研究プロジェクト、4
の横断的な研究課題を引受、研究費は 169 万元がアートた。国内
の重要学術刊行物及び重要学術会議において 131 あまりの論文を
発表し、核心的な学術刊行物において 50 本あまりの論文を発表し
た。SCI、EI と ISTP に 30 本あまり検索された。
現在の全日制在校学部生は 1120 人、規模は大学のトップレベル
である。学生は何回も全国の大学生電子デザインコンテスト、遼
寧省「挑戦杯」企業コンテスト、科学技術作品コンテストなどに
参加し、29 回にわかって国家、省、市レベルの銀メダル、銅メダ
ルと優秀賞を獲得し、賞の獲得人数と回数の合計は 134 人/回にの

市
電話

大連
84762652
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ぼっている。ここ 3 年間、卒業生の就職率は 90％前後であり、卒
業生は社会から好評を受けている。

大連市

遼寧師範大学コンピュータと情報技術学院

学校名

遼寧師範大学コンピュータと情報技術学院

省

遼寧

所在地

甘井子区柳樹单街 20 号

電話番号

0411

ホームページ

http://xdjyjx.lnnu.edu.cn

学校概要

コンピュータと情報技術学院は 2000 年に成立した。もとのコン
ピュータ科学学部と教育技術学部を統合して設立した。現在は遼
寧師範大学の西山キャンパスに引っ越している。学院の学部教育
はコンピュータ科学と技術、コンピュータ科学と技術(師範専門)
とコンピュータ科学と技術（アニメとゲームソフト）、教育技術学、
電子情報工学（放送教育）等の五つの専門があり、学部在校生は
699 人；大学院教育には一級レベルのコンピュータ科学と技術の修
士課程、教育技術など五つの二級レベルの修士課程があり、修士
課程の学生は 190 人。教職員は 89 人、特別に募集した 6 名の教授
を中核とする教師陣があり、うち教授は 12 人、助教授 10 人、講
師 36 人、準講師 4 人。教師はほぼ北京大学、单京大学、吉林大学、
单開大学、中国放送大学、大連東軟等の重点大学及び中国科学院
の博士と修士号の所有者である。
教学実験設備が先進的であり、規模巨大の実験施設があり、な
かには共通科目のコンピュータ実験室、マイクロティーチング実
験室、現代教育技術実験室、撮影録画編集実験室、コンピュータ
ハードウエア実験室、コンピュータ実験室、ネットワーク実験室、
「マルチメディア技術」
、
「デジタル印刷」、
「アニメとゲーム」
、
「並
列計算」等多くの実験室がある。コンピュータ科学と技術（師範
専門）は国家レベルの専門建設の重点基地である。学院は全校非
コンピュータ専門の大学コンピュータ共通基礎科目と全校の師範
専門の現代教育技術の共通基礎科目の授業も担当している。ここ
20 年来、各専門は国の発展のため大量な人材を送り続け、社会か
ら好評を受けている。
コンピュータ応用技術は学校の重点的助成学科であり、2008 年
に遼寧省高等学校重点学科に選定された。主な学術研究方向はマ
ルチメディア技術、デジタル印刷、知的計算、並列計算等である。
王相海、王向陽教授のマルチメディア情報処理と情報安全研究、
劉小丹教授、李文挙教授の画像処理とデジタル印刷技術研究、任
永功教授、闫徳勤教授、謝福鼎教授の知的計算とデータマイニン
グ研究等は国内において一定の影響力がある。ここ五年間、４つ
の国家自然科学基金課題、12 の省部レベルの科学技術基金課題、
21 の国家重点実験室開放基金課題及び市レベルの科学技術基金課

市
電話

大連
85992418
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題、10 の横断的課題を担当した；発表した学術論文は 600 本以上、
38 本は SCI、EI、IST に検索された；出版済みの専門書とテキス
トは 27 冊；省、市レベルの奨励を受けた研究成果は 15 個；デジ
タル印刷研究室の超大型インクジェット印刷機技術の成果が産業
化され、一部の製品が国際市場に進入し、良好な経済と社会効果
をあげた。

大連市

大連民族学院コンピュータ科学と工程学院

学校名

大連民族学院コンピュータ科学と工程学院

省

遼寧

所在地

経済技術開発区遼河西路 18 号

電話番号

0411

ホームページ

http://www.dlnu.edu.cn/comd

学校概要

コンピュータ科学と工程学院の前身はコンピュータ科学と工程学
部であり、1999 年 7 月に設立された。2005 年から二級学院管理に
なり、現在の名称に変更した。8 年間の発展を経て、現在の学部在
校生は 1290 人あまり、教職員は 57 人。

大連市

市

大連

電話

87656019

大連海事大学コンピュータ科学と技術学院

学校名

大連海事大学コンピュータ科学と技術学院

省

遼寧

所在地

凌海路 1 号

電話番号

0411

ホームページ

http://www.dlmu.edu.cn

学校概要

コンピュータ科学と技術学院は 2000 年 12 月に設立された。現
在はコンピュータ科学と技術、ソフトウエアエンジェニアリング、
ネットワークエンジェニアリングという三つの学部専門があり、
うちのコンピュータ専門は 1977 年から新入生の募集を始め、歴史
が悠久である。現在は、コンピュータ応用技術博士号の授与権を；
一級学科としてのコンピュータ科学と技術の修士号の授与権；三
つの二級学科としてのコンピュータ応用技術、コンピュータソフ
トと理論、コンピュータシステム構築の修士号の授与権；コンピ
ュータ技術工程修士号の授与権をもっている。コンピュータ応用
技術学科は遼寧省の重点学科である。
学院にはコンピュータ学部、ソフトウエアエンジェニアリング
学部、コンピュータ基礎教育センター、コンピュータ実験センタ
ー、教育技術養成訓練センター、情報システムエンジェニアリン
グ研究所、ソフトウエアエンジェニアリング研究所、ネットワー
ク技術と安全研究所、組み込み式システムエンジェニアリング研

市

大連

電話

84729254
(大連海事大学)
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究所、中国 EU ユーザビリティセンター、コンピュータシステム構
造研究所、リモートセンシング研究所、データ分析と処理研究所、
コンピュータシステムモデリングと推理実験室、マルチメディア
技術研究室（CAI センター）
、コンピュータ基礎実験室、コンピュ
ータハードウエア実験室、ネットワークとマルチメディア実験室、
コンピュータソフト実験室、組込みシステム実験室、ソフトウエ
アエンジェニアリング実験室がある。学院の基盤設備が先進的、
かつ揃っており、高水準の専門人材の育成の需要に応えている。
現在の教職員は 85 人、うち教授 17 人、助教授 32 人、講師と非
常勤講師 13 人、シニアエンジェニア 1 人、高級実験員 3 人。学院
は国内外の有名大学との連携を強化し、8 名の兼任教授を採用して
いる。在校学部生は 833 人、修士学生 388 人、博士 18 人、ポスタ
ー博士 1 人。
学院には多くの国内外でも有名、かつ若手の専門家と学者を有
し、いくつかの国内外の重大研究プロジェクトを担当し、何度も
奨励を受けた。国内外の大学、研究機関および企業に大量の高資
質の専門人材を送り出した。学院は学科構築と科学研究を重視し、
学生のモラール、基本理論、専門技術、実践能力、革新意識の形
成を重視したことによって、学生の素質を全面的に向上させた。

大連

東北財経大学情報工程学院

学校名

東北財経大学情報工程学院

省

遼寧

所在地

沙河口区尖山街 217 号

電話番号

0411

ホームページ

http://einfo.dufe.edu.cn

学校概要

東北財経大学情報工程学院の前身は経済情報学部であり、1984
年 10 月に設立され、1985 年から管理情報システム専門の学部課程
と数量経済専門の修士課程で募集を始めた。06 年 11 月、情報工程
学院に名称変更した。同学院は東北地域ひいては全国の経済大学
においても成立の最も早く、資格も古い学院の一つである。
学院には博士、修士、学部という三段階の教育プログラムがあ
る。
博士専門は二つ：管理科学と工学（管理情報システムと政策決
定支援システムコース）；技術経済と管理（情報技術と管理コー
ス）；修士専門は四つ：管理科学と工学；経営学（情報経済コー
ス）；技術経済と管理（情報技術と管理コース）；コンピュータ
応用技術専門は二つ：情報管理と情報システム；コンピュータ科
学と技術。全日制普通教育のほか、情報工程学院は非全日制の社
会人修士課程の教育と遼寧省全体の独学者大学生の《コンピュー
タ情報管理》専門の論文評定と実践科目の評定の仕事も担当して
いる。

市

大連

電話

84710475

2009 年 7 月ジェトロ大連事務所作成

14

現在の教職員は 38 人、うち教師 32 人、行政担当者 6 人、うち
博士課程の指導教員 1 人、教授 5 人、助教授 13 人、講師 9 人、準
講師 5 人。学院にはネットワーク技術、データベースの原理と応
用、技術経済と管理、コンピュータ応用、管理科学と応用という
五つの 5 个教育係がある。全日制の学部在校生は 350 人あまり、
全国統一試験を通じて募集した院生は 90 人あまり。
情報工程学院は終始一貫して、教育と人材育成、管理と人材育
成、サービスと人材育成の教育理念を徹底し、人材の育成を学院
の仕事の中心とする。二十年来、国に 1700 人以上の優秀な卒業生
を送り出した。卒業生たちはそれぞれの職場で中堅職となり、か
なりの人数がリーダーのポストについている。

大連市

大連東軟城市学院電子とコンピュータ工程学院

学校名

大連東軟城市学院電子とコンピュータ工程学院

省

遼寧

所在地

経済技術開発区鉄山西路 31 号

電話番号

0411

ホームページ

http://210.30.108.9/dzjsjweb

学校概要

電子とコンピュータ工程学院は現在、コンピュータ科学と技術、
ソフトウエアエンジェニアリング、ネットワークエンジェニアリ
ング、電子情報エンジェニアリング、自動化という 5 つの学部が
ある。コンピュータ科学と技術、ソフトウエアエンジェニアリン
グ、ネットワークエンジェニアリング、ソフトウエアエンジェニ
アリング（日本語強化コース）
、電子情報エンジェニアリング、自
動化という 6 つのコース（22 の専門とコース）がある。電子とコ
ンピュータ工程学院は専門の構築を牽引力とし、教師陣の強化を
すすめている。現在の専任教師は 83 人、うち、助教授以上の教師
は 27 人、修士以上の学歴所有者は 51 人。在校生は 3400 人余。学
院は毎年、大量の資金を実験室の整備に投入し、使用可能の実験
室は 33、ほかは大型の部品、計器、技術革新成果の展示室一つで
ある。この成果展示室は、普段の講義、実験、専門実践、実務的
訓練に条件と保障を提供するとともに教育改革と研究に必要条件
を提供した。

大連 市

市
電話

大連
82172102/82177005

大連ソフトウエア職業学院

学校名

大連ソフトウエア職業学院

省

遼寧

所在地

紅旗西路 600 号

市

大連
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電話番号

0411

電話

84297066/84297067

ホームページ

http://www.rjedu.com

学校概要

大連ソフトウエア職業学院は遼寧省人民政府の批准を経て成立
し、国家教育部に正規登録した。高等教育を展開する資格があり、
国家統一試験を通じて、学生の募集を行う全日制高等学校である。
学校の教育理念が先進的、教育形式が柔軟的、管理スタイルが科
学的であり、応用型技能型人材を育てる特色のある大学である。
大連市政府に「ソフトウエアによる都市拡大」戦略のための重要
基地であり、二回にわたって「遼寧省優秀学校」に評された。
学校は大連市西部の風景区にあり、遼寧师范大学と近隣してい
る。キャンパスとは北は成才山であり、单は西山水库に臨み、青
山と緑の水が互いに照り映え、学生に静かな勉強場所を提供した。
学校には一流の教育施設、先進的なコンピュータ実験室、ソフト
ウエア開発とネットワークモデルリング実践室、電子電気回路実
験室、マルチメディア視聴覚室などの教育実験設備があり、学生
の実践勉強と能力の養成に保障を与えた。
学校にはソフトウエア工学学部、ネットワークエンジェニアリ
ング学部、外国語学部、ビジネス観光学部、芸術デザイン学部、
経営学部と実践訓練センターなどがある。12 の高等職業専門教育
のコースがあり、在校生は校学 4000 人余。近年来、学校の発展ぶ
りは社会に認可され、学校は進学校として受験生の理想的な選択
肢となっている。
。
学校は強力な教師陣があり、仕事に励み、職業を敬い、素質の
高い「複合型」教師が多い。中青年教師は 50%以上；学校の基本設
備が先進的で、コンピュータ実験室、ネットワーク実験室、電子
電気回路実験室、マルチメディア実験室、視聴実験室と身体健康
検査センターなどの一流の教育実践設備がある；学校全体のネッ
トワーク情報拠点が 6000 個余；図書館蔵書は 24 万冊。
学校は真実を求め、規範的管理、革新的な教育理念をもち、心
を清め、困難にめげずという一流の教育精神があり、柔軟的、実
質面を追及する人材育成モデルを実践している。これらは良質な
人材育成の保障システムをなしている。
学校の人材育成の目標は全ての学生に専門分野における能力の
強い、革新意識の強い、総合資質の高い応用型「ダブル強み」の
ある技能型人材であり、両親が満足し、社会ニーズに合い、国に
役立つ人材を育成することである。
学校は人材育成環境の整備、厳しい管理、学生の悩み解消に心
がけ、人格育成という学生管理モデルを重視し、
「個人履歴書管理
制度、助け合い制度、話し合い制度、保護者との連絡制度等を作
った。学校管理が規範的かつヒューマニズムで、調和的な人文環
境、全力サポート体制のおかげで学生は良好な校風と学風をもつ
大学で健康的に暮らし、真面目に積極的に勉学している。
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大連市

大連職業技術学院

学校名

大連職業技術学院

省

遼寧

所在地

甘井子区夏泊路 100 号

電話番号

0411

ホームページ

http://www.dlvtc.edu.cn

学校概要

大連職業技術学院は大連市人民政府直属の高レベルの技能型、
複合型人材を育成するための全日制普通高等学校である。大連工
業学校（1954 年創立）
、大連師範学校（1949 年創立）と大連管理
干部学院（1979 年創立）を統合して設立した。1999 年に教育部の
批准を経て高等職業教育を開始した。
学校は現在、夏家河子と单関嶺という二つの環境のいいキャン
パスがあり、敷地面積 56 万㎡、建築面積 23 万㎡、固定資産総額
8.55 億元。教学機械設備 7200 台（セット）余り、総額 6890 万元。
紙質蔵書 53 万册、電子図書 110 万册。学校の事務処理と教学が基
本的に情報化管理を実現している。
学校は教育部、財政部「重点支持の模範職業学校」
、遼寧省「高
等職業教育人材育成業務レベル評価」優秀校、
「全国職業教育先進
団体」
、遼寧省「文明団体」、
「全省職業教育先進団体」
、大連市「先
進団体」和「平和安定団体」に評されている。学校の共産党支部
は遼寧省高等学校系統の「先進党委員会」に評された。
教職員は 806 人、全日制在校生 12000 人余。専任と兼任教師の
合計は 690 人、うち専任教師 443 人、兼任教師 247 人；教授 21 人、
助教授 153 人。企業から抜擢され、実務経験のある専任教師は 35%
を超える。企業の現場で活躍する技術者を主体とする兼任教師陣
は専門実践科目教学の中堅となっている。
学校は機械工学学部、電気と電子工学学部、自動車工学学部、
管理工学学部、経営学学部、国際ビジネス言語学部、社会事業学
部、法律学部、芸術教育学院、継続教育学院、マルクス主義と思
想道徳教学、基礎教学、外国語などの学部と学科がある。、製造、
電子情報、公共事業、経済、観光などの 10 大専門の 53 コースで
開講している。
学校は大連市経済社会発展の需要に応じ、コンピュータ数値制
御技術、応用電子技術、自動車整備とメンテナンス技術、老人サ
ービスと管理などの 12 専門を重点専門に指定し、重点専門を牽引
とし、優位的な専門群の建設戦略を実施した。現在、完成した国
家レベルの教学改革予備実験専門は一つ、遼寧省模範専門は七つ。
学校は授業カリキュラムとカリキュラム・モジュールを核心と
し、企業の生産プロセス、サービス提供プロセスと結び合わせ、
科学的にカリキュラム体系と教学内容を設計する。企業のプログ
ラムを学校に招きいれるなどの方法を通じて、実践教育のウェア
を高め、専門実践教育は総教育時間数の 2 分の 1 に達した 。教育

市

大連

電話

86402300
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内容は国家基準とつながり、卒業生の 「ダブル卒業証書」の獲得
率は 90%以上である。現在、国家レベルの優秀科目 1、省レベルの
優秀科目 12 がある。

大連市

大連東軟ソフトウエア学院

学校名

大連東軟ソフトウエア学院

省

遼寧

所在地

経済技術開発区 8 号路

電話番号

0411

ホームページ

http://ssdut.dlut.edu.cn

学校概要

大連東軟ソフトウエア学院は大連東軟グループ所属の十九ヵ学
院の一つである。
「第十回五ヵ年計画」の最初の年である 2001 年 1
月に成立した。国家教育部と国家発展計画委員会の批准によって
設立した 35 の国家級レベルの模範ソフトウエア学院の一つであ
る。大連東軟グループは国の「情報化は工業化を牽引し、工業化
は情報化を促進する」のための戦略のもとで、学校の多学科にお
ける教師陣を生かし、ソフトウエア産業の速い発展を促進するた
めに設立した。
学校は風景のいい大連技術開発区に位置し、教学棟 (39725 ㎡)、
情報センターと図書館 (32317 ㎡)、総合事務棟(10724 ㎡)、体育
館(8778 ㎡)；学生アパート(32174 ㎡)と食堂(9294 ㎡)等の约 14 万
㎡の建築物がある；ほかはキャンパス道路、各種付属施設、キャ
ンパス緑地、合成樹脂運動場などがある。
2008 年 9 月までの在校生は 4632 人、うち、全日制学部生 3120
人。学校の教職員は専任教師、学校内外からの兼任教師、管理職
員、契約制と臨時の職員から構成されている。現在、各種教職員
は 151 人、校内外兼任教師 131 人。
学校には現在、ソフトウエアエンジェニア学部、ネットワーク
エンジェニアリング学部、組込みシステムエンジェニアリング学
部があり、そして、現在は IT サービス管理と工学部の創立を計画
している。
学部専門はソフトウエア開発とテスト、組込み技術、大型汎用
コンピュータ技術、電子ビジネスと電子事務、デジタルメディア
芸術、ネットワーク計画、ネットワーク安全、インテグレーショ
ンシステムがある。
院生の研究方向はアルゴリズムと計算複雑性理論、知能情報処
理、ネットワーク技術と情報安全、組込みソフトウエア、ソフト
ウエア開発とテスト、金融情報化、信息处理、知識工学とデータ
マイニングである。
学校は現在、12 の専用実験室（ソフトウエア実験室 1、ソフト
ウエア実験室 2、ソフトウエア実験室 3、ハードウエア実験室、ネ
ットワークエンジェニア実験室、組み込み式実験室、PC の分解と

市

大連

電話

87571511
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組立、外国語マルチメディアネットワーク教学実験室、IBM 大型汎
用機実験室、
、大学生創新基地、ネットワーク情報安全実験室、デ
ジタル電子実験室）
、5 つの連合実験室（IBM 技術応用連合実験室、
AMD64 技術応用連合実験室、インテル技術応用連合実験室技术、
C*Core 技術応用連合実験室、遠隔教育実験室）
、4 つの人材育成セ
ンター（IBM ソフトウエア人材育成センター、アクセンチュアソフ
トウエア人材育成センター、華為 3COM ネットワーク技術学院、思
科ネットワーク技術学院）と二つの校内教学実践基地（通华科技
教学実践基地、三曦知能実験室）、国内外の名門企業と連携し、30
の校外教学実習基地と 5 つの校内実戦訓練基地（大連市ソフトウ
エア人材（大連理工大学）実戦訓練基地、大連東軟-IBM 実戦訓練
基地、遼寧省アウトソーシング業人材育成基地、瑞萨組込み式実
戦訓練基地、大連理工大学マイクロソフト創新センター）。建築面
積は 1 万㎡の校内ソフトウエアパークがあり、現在は四つのソフ
トウエア企業が入っている。同時にイギリスのロンドン大学、オ
ーストラリアのシドニー大学など 5 つの海外の大学と協力関係が
ある。
現在、ソフトウエア学院は全日制学部生、双学位学生、双卒業
証書修士研究生、卒業証書一つの修士研究生という四つの教育モ
デルがある。学部生は全国から統一試験を通じて募集し、年計画
募集は 800 人前後。非社会人院生は卒業証書一つと双卒業証書修
士という二種類があり、年間募集人数は 200 人前後。
学校は 2002 年から現在までの学生数は総計 10854 人、平均就職
率は 97%に達し、
非社会人修士卒業生の就職率は 98.5%以上である。
その他

大連市

2008 年、大連最初の IT 教育連盟のメンバー
35 ヵ所の国家レベル模範ソフトウエア学院の一つ

大連東軟情報学院

学校名

大連東軟情報学院(大連東軟情報技術職業学院)

省

遼寧

所在地

ソフトウエア園路 8 号

電話番号

0411

ホームページ

http://www.neusoft.edu.cn

学校概要

東軟情報学院は国家教育部の批准によって設立された。東北大
学と東軟グループは共同で新体系、新モデルに基づき、設立した
独立性のある学校である。学校は東北大学コンピュータ学科の優
勢に、東軟グループ IT 産業の優勢及び環境的に大連ソフトウエア
パーク国家ソフトウエア産業基地の優位性を生かし、工学をメイ
ンとし、商科、文系などの学科設定をしている。学校にはコンピ
ュータ科学と技術、情報技術とビジネスマネジメント、組込みシ
ステムエンジェニアリング、デジタル芸術、英語、日本語等の学
科がある。普通全日制学部教育を行い、学生募集は国家普通高等

市

大連

電話

84760003
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学校募集計画に組み入れられている。また、学校は東北大学ソフ
トウエアエンジェニアリング修士課程の教育も行っている（大連
キャンパス）
。ほかは留学生教育もある。
大連東軟情報技術職業学院は遼寧省人民政府の批准により、国
家教育部登録済みの民営普通高等学校であり、初めての国家レベ
ル模範ソフトウエア職業技術学院の一つである。普通全日制高等
職業短期大学教育を行っている。学生募集は国家普通高等学校募
集計画に準拠する。
2003 年、学校は 35 の国家級模範ソフトウエア職業技術学院建设
団体に評され、同時に 35 の国家級模範ソフトウエア職業技術学院
連盟常任理事に推し進められている。
学校は風光明美な港湾都市大連に所在し、キャンパスは国家レ
ベルソフトウエア産業模範基地と国家ソフトウエア輸出基地——大
連ソフトウエアパーク内にあり、学校の敷地面積は 58.5 万㎡、建
築面積 35 万㎡。
その他

大連市

35 ヵ所の国家レベル模範ソフトウエア学院の一つ

大連ソフトウエア高級経理人学院

学校名

大連ソフトウエア高級経理人学院

省

遼寧

所在地

高新園区礼贤街 33 号

電話番号

0411

ホームページ

http://www.chinasimi.com

学校概要

大連ソフトウエア高級経理人学院は大連市政府の提唱で 2008 年
6 月に設立され、ソフトウエアとアウトソーシング業を対象にした
高級人材の育成機関である。
過去十年間に蓄積された大連市のソフトウエアとアウトソーシ
ング業の実際経験と国際的に先進的な高級人材発展システムを参
考にし、大連独特の高級人材育成と職業発展のルートを切り開き、
高級人材の安定発展をもって大連ソフトウエアとアウトソーシン
グ業の持続的発展のための核心競争力を確保し、それによって大
連の中国ひいてはアジア太平洋地域における産業リーディング都
市としての地域を確保する。
世界で先進な人材育成システムの導入を通じ、ソフトウエアと
アウトソーシング業就職者、とくに高級人材の専門水準と管理水
準を高め、同時に日韓、欧米取引先のニーズに合う高級営業チー
ムを育て、これによって大連ソフトウエアとアウトソーシング産
業の競争優位がこれらの取引先に認識され、また大連市も日韓、
欧米ソフトウエア市場からの挑戦にうまく対応でき、そして日韓
に立脚し、欧米市場を開拓し、最も全面的に世界のソフトウエア
市場の需要を把握することもできる。
教師陣はすべて専任教師という従来の教え方を打破し、
「優秀経

市

大連

電話

84556094/84556066
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営者が教師になる」という理念を貫き、、実務経験が豊かなプロジ
ェクトマネージャーを教師に育て上げることに力を入れ、教師の
理論と一線からのマネジメントの経験を結び合わせ、実戦的、効
果的、実用性のある教学特色が形成されている。同時に大連市の
高級 IT 人材確保のために人材送り出す体制を整え、大連市の持続
的競争力の保有に貢献している。
学校を受け皿に、政府の組織のもとで、大連の各ソフトウエア
とアウトそーソング企業が連携して、産業内において規範的な持
続学習のカルチャーを作り出し、大連市を高級人材の育成が産業
発展をサポートし、学習によって競争力の向上を確保するという
学習型の都市に作り上げる。

大連市

大連科技幹部進修学院

学校名

大連科技幹部進修学院

省

遼寧

所在地

西岗区長白街 6 号

電話番号

0411

市

大連

電話

83625419/83632749

ホームページ
学校概要

大連科技幹部進修学院は 1978 年に設立され、大連市科学技術協
会に直属している。設立後、市党委員会、市政府の要求に基づき、
継続教育と技能養成訓練の面において大量の仕事をし、素晴らし
い成果も取ってきた。優秀な成績と特殊な社会的位置づけにより、
大連市人事局に大連市継続教育基地に指定された。2001 年以来、
学校は積極的に就職を指導方向とする職業+技能ダブル卒業証書
の教育改革を行い、国際化、実用型、複合型不足人材の育成を目
標に、国内において率先して「完全教育改革プラン「等の先進教
育理念を打ち出し、プロジェクト教学法、ペア教学法などの先進
的教学方法を取り入れ、そして大連、北京等のソフトウエアパー
クと採用企業の緊密連携を通じ、需要に応じた教育、人材個性に
応じた教育を実施している。新しい時期に、技術養成訓練の教育
機能をさらに発揮し、老工業基地の振興と「二つの産業区と一つ
の産業ゾーン「の建設に応じる多くの人材を育成するため、大連
科技幹部進修学院は高等学歴教育と組込み Linux の不足人材の養
成に立脚し、技術養成訓練の強力ブランドの創造に力をいれ、国
内外のソフトウエア企業が求めている高級 Linux 人材を育成する。

その他

2006 年大連市 IT 職業教育専門評定結果は A
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大連市

大連東方専修学院

学校名

大連東方専修学院

省

遼寧

所在地

中山路 158 号

電話番号

0411

ホームページ

http://www.dlhy56.com

学校概要

大連東方専修学院は大連東軟グループ管轄で、1993 年、国家教
育行政機関の批准により開校した。学校は大連東軟（略称大工）
にあり、市内キャンパスは（一二九街にあり、敷地面積 15 万㎡）
、
学校の環境がよくて、交通が便利である。教学条件と生活施設が
整備されており、いい勉強雰囲気がある。教師陣は実力がある。
学校は、教育経験が豊富で、責任感が強く、高級職務のある専任、
兼任教師を採用している。学院の幹部は大連理工大学から有名な
教授と一定クラス以上の幹部から構成されている。
学校は法律に基づき、信用を大事にし、制度が健全で、管理が
規範的で、要求が厳格で、学問が厳密性を重視する。学生に対し
て全面的な管理を行い、学生、社会、自分自身に対する責任感を
強く持っている。学校では、担任制度、優秀クラスと優秀学生奨
励制度を実施している。定期的に予備党員を組織し、講義を行う。
入党条件に達するなら、大連理工大学党支部で入党の評定を行う。
学校は「団結、ルールを守る、奮闘、人材になる」という良好
な校風の激励のもとで、教育の質、管理水準が高められ、遼寧省
先進教育団体と信用校に評された。学校は社会の需要と理工大学
の学科優勢と結びついた専門の設置を行い、応用型、技能型、複
合型の学部と専科人材の育成に力を入れている。学生は専科、学
部学歴を取得したと同時に、関連の資格証書の試験を受けること
もできる。学校は中国税関、中国物流協会、中国国際貨物運送協
会の指導のもとで、輸出指向企業向けに、高レベル、複合型の通
関士、輸配送管理、国際物流、輸出営業、貿易書類作成者、ビジ
ネス書類管理者などの中高級管理職の人材を育成している。学校
は通関、国際貨物輸送、国際物流業界の仕事に従事するための人
材の育成機関である。改革解放後の大連は経済が発達しており、
活気にあふれ、北東アジア国際運送センターになるという目標に
向け邁進している。学校の各専門は国の経済建設に必要なもので
あり、卒業生は就職市場で明らかに優位を持っている。いままで
は数千名の卒業生は、学校から各求人企業に推薦しており、卒業
生も企業から好評されている。

市

大連

電話

83072538/81294712
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大連市

大連大建デジタル科技有限公司科技培訓学校

学校名

大連大建デジタル科技有限公司科技培訓学校

省

遼寧

所在地

西岗区万歳街单白雲山荘 21 号大建教育ビル

電話番号

0411

ホームページ

http://www.dajian.net

学校概要

大連大建 IT 職業教育は 2001 年 12 月設立され、現在 7 つの養成
訓練学校、10 のプロジェクト養成訓練センター、4 つの実習訓練
基地があり、教職員は 300 名、キャンパス面積は 8000 多㎡、マル
チメディア教室、百近くのコンピュータ室ある。メインキャンパ
スは大連市西岗区就職広場の向い側にあり、キャンパス面積は
3000 ㎡。現在、養成訓練中のプロジェクトは：微软 MCTS 認証国際
高級ソフトウエアエンジェニア養成訓練、NITE-QAI 国際ソフトウ
エアテストエンジェニア養成訓練、CompTIA 国際コンピュータ協会
ネットワークエンジェニア養成訓練、ゲーム学院ゲームソフト開
発エンジェニア養成訓練と火蟻アニメ映画エンジェニアリング養
成、そのほか、大建教育は遼寧科技大学と協力して、大学学部と
エンジェニア大学修士教育も展開している。

その他

2008 年初めての大連 IT 教育連盟メンバー

大連市

市
電話

大連
81861818

大連希望 IT 教育専修学校

学校名

大連希望 IT 教育専修学校

省

遼寧

所在地

中山区民康街 15 号報業ビル 23 层

電話番号

0411

ホームページ

http://www.hopeschool.com.cn

学校概要

大連希望教育専修学校（略称：希望 IT 職業教育）2000 年 9 月に
設立され、大連市教育管轄機関の批准によって設立された専門的
IT 教育養成機関であり、河北、河单等の省に分校がある。
大連希望教育専修学校は IT 人材の養成訓練のソリューションの
提供を核心に、国内外の企業に適格な IT 人才を送り込み、日本向
け、日本向け派遣の IT 人材の育成、企業従業員の養成訓練、IT 人
材派遣、ソフトウエアアウトソーシングなどの業務を営み、現在、
国内外でも有名企業の人材養成基地となっている。同時に、日本
200 以上の株式会社と協力して、日本向け派遣の IT 人才の養成訓
練を行い；国内 1000 以上の企業に人材供給をしている。
2008 年、大連希望教育専修学校は安博教育グループと親密な協
力関係を築き、共同で安博 IT アウトソーシング学院を開設した。
その目的は、高学歴、高技能、多言語の複合型の国際的な人材を
育て、IT 職業教育業界の発展を推し進め、職業教育分野のコンパ
ニオン的存在になることである。
大連希望教育専修学校は大連市政府の許認可を経て、大連ソフ

市
電話

大連
82123022/82123033
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トウエア人材の養成訓練基地となった。大連希望教育専修学校は
大連市情報産業局の組織によって設立した大連市 IT 教育連盟の初
めてのメンバーとなった。
大連希望教育専修学校の取引先は個人、大学、企業、政府と社
会団体などがある。
「学習者を中心に、学習は牽引力となる」の養
成モデルを実施し、取引客に国際標準のネット教育の機会とフェ
ース対フェースの就職実習訓練システムを提供し、安博 IT サービ
スアウトソーシング学院の高品質の専門実習訓練課程は教育部の
専門家チームの評定に合格している。
その他

大連市

2008 年度初めての大連 IT 教育連盟メンバー

大工創智情報技術専修学校

学校名

大工創智情報技術専修学校

省

遼寧

所在地

ソフトウエア园路 2 号東軟 B8 ビル

電話番号

0411

ホームページ

http://www.dagongit.com

学校概要

大工 IT 職業教育（登録名称：大工創智情報技術専修学校）は大
連市教育局の批准を経て、大連東軟の学校付属の企業によって創
立された。1986 年開校し、管轄下にある大工 IT 職業教育は大連地
域において四つのキャンパスがあり、敷地面積 17000 ㎡；学校は
2006 年、大連市政府批准の「大学生就職実習基地」になった。2007
年、大連市情報産業局に「大連市ソフトウエア人才実践訓練基地」
に指定された。
学校は大連東軟教育サービス有限公司と共同で東軟大学実践訓
練基地を（大連）設立し、IT プロジェクトの実践訓練を行い、学
生は東軟 IT 実践訓練に対する継続的な勉強を通じて、プロジェク
ト運営の経営を積むことによって、即戦力が高まり、求人企業の
実際ニーズにうまく適応し、高給与の仕事につくことが多い。
学校は大連東軟グループ所属の職業教育機構として、大連東軟
の強力な教育資源に依存し、東軟と連携して、ソフトウエア開発
の養成訓練、ネットワークエンジェニアの養成訓練、高校コース
から学部+技能職業教育進学、コンピュータエンジェニア修士職業
教育を展開しており、現在の在校生は 1000 人以上。学校は「IT 技
能型人材育成理念」を提唱し、学生の内的素質をさらに豊かにし、
学生の価値を高め、将来の就職時に高い競争能力を備えることに
つとめる。

その他

2006 年大連市 IT 職業教育専門等級の評定結果は AAA

市
電話

大連
39608118
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大連市

大連富海コンピュータ専修学校

学校名

大連富海コンピュータ専修学校

省

遼寧

所在地

中山路 682 号

電話番号

0411

ホームページ

http://www.dlfuhai.com

学校概要

大連富海コンピュータ専修学校は 1994 年 12 月 26 日、設立され、
省と市の教育機関に登録しており、そして省と市政府の指導のも
とでの IT 技術職業養成訓練学校である。終身教育システムの重要
な一環として学校は、職業教育とその他のタイプの教育が相互交
流と繋ぎの「架け橋」を作り出し、学習型社会の成立を促進した。
学校は技能の養成訓練と創業訓練を通じて、学生の即戦力、勤
務能力、転職能力と創業能力を高め、学生に就職、創業と人材に
なるための条件を備えた。学校は一つの管理センター、六の分校、
千台近くのブランド品コンピュータがある。専任教師は 190 人余、
卒業生の総計は 6 万人超。富海学校は教育業界で率先して ISO9001
品質管理体系の認証を受け、何回も省と市の先進教育機構に評さ
れた。
専門がそろい、課程カリキュラムが先進的、管理が完全で、費
用は合理的である。これらは学校特色と発展のための根本的な要
素である。学校はずっと良好な社会的評価、高い信用性と良質な
教学サービスをもって人々から好評されている。富海学校はソフ
トウエア、芸術、ネットワーク、学歴教育と外国語養成訓練など
の分野において速い進展をみせた。また、学校は投資コンサルタ
ント、インターネットサイト運営、ソフトウエア企業向けのコン
サルタントなどの部門がある。学校は大連 IT 業界の卓越した技術
経験を汲み取り、富海学校十五年の良質な教学モデルと融合させ、
課程カリキュラムを常に完全なものにし、うちのネットワークエ
ンジェニアリング、日本向けソフトウエア開発専門は同業界にお
いて就職率が高い；グラフィックデザインとインテリア、サイト
デザインは比較的に早く開設し、そして全国でも知名度の高い専
門である；学校はたえず教学管理を改善し、学生を監督するため、
担任の先生をつけることによって正常な教育効果が保障された。

その他

2006 年大連市 IT 職業教育専門等級評価結果は AAA

大連市

市

大連

電話

84698999/84699935

大連茂森情報技術培訓学校

学校名

大連茂森情報技術培訓学校

省

遼寧

所在地

西岗区新開路 82 号越秀ビル 3 階

電話番号

0411

ホームページ

http://www.ms-benet.com

学校概要

市
電話

大連
83786550/82066456

大連茂森情報技術培訓学校は 2005 年 3 月に設立され、北大青鳥

2009 年 7 月ジェトロ大連事務所作成
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APTECH 授権の遼寧省唯一のネットワークエンジェニア養成訓練機
構である。
学校の教学施設は高級オフィスビルにあり、教学設備がデジタ
ル製品であり、経験豊富、かつ青鳥認証の高級講師が先生となり、
全国統一の標準化管理と合理的な費用徴収システムがあり、権威
的、かつ信頼できる。学校は北大青鳥という強力な教育機関に依
存し、大連に立脚し、遼寧省と渤海経済圏に目を向けている；千
以上の企業のニーズに対する百名以上の専門家による調査研究を
経て作り上げた 「BENET」ネットワークエンジェニア職業教育課
程を強みに、地域格差、教学質の格差、人材養成の格差の除去と
いう特許型経営モデルをキャリアーに、全面的に学生に勉強、就
職、転職、再教育のための重要、良質なサービスを提供している。
その他

大連市

2006 年大連市 IT 職業教育専門等級評定結果は AAA

大連沙河口汇衆大建デジタル技術培訓学校

学校名

大連沙河口汇衆大建デジタル技術培訓学校

省

遼寧

所在地

高新技術園区黄浦路 600 号

電話番号

0411

ホームページ

http://www.hzdigi.com

学校概要

2005 年 6 月、大連汇衆大建デジタル技術培訓学校アニメ学院が
設立された。ゲーム学院、デジタル映画学院に次いで、2007 年設
立されたアニメ人材の養成機構である。1 年間の発展を経て、現在
は東北地域の職業教育において最も権威的なアニメ人材の育成機
構となった。現在の教職員は百人余、オフィスビルの面積は 4100
㎡、業務内容は人材育成、アニメ製品の製作、ゲームソフトの研
究と開発、プロジェクトアウトソーシングにわたり、これらの業
務を一体化とする大型、専門的なアニメゲーム会社であり、同時
に大連高新技術産業園区にある政府重点支援の企業でもある。
大連地区に二つのキャンパスがあり、在校生は千人近く。高新
技術産業園区キャンパス：国家レベルのアニメ産業基地-大連アニ
メ地帯に位置し、面積は 2600 ㎡、アニメ地帯にある唯一の国家レ
ベルのアニメ人材の育成基地である。西崗キャンパス：東北地域
の唯一の国家情報技術不足人材養成基地に位置し、面積 1500 ㎡、
専門的にアニメ人材の育成と産学研一体の教育に専念する。
火蟻スタジオは 2005 年 9 月に設立され、
、多くの国内トップ
水準のアニメ製作の優秀な人材を集め、業務内容はイラスト脚本
の製作、二次元アニメの製作、建築環境模型、三次元映画、映画
視覚効果の製作、工業製品の設計、三次元動画、動画設定にわた
り、そして、包装、宣伝、販売などの業務もあり、体系的な動画
製作と販売体制を整えている。

その他

2006 年大連市 IT 職業教育専門等級評定結果は AAA

市
電話

大連
85875111
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大連市

大連通才コンピュータ専修学校

学校名

大連通才コンピュータ専修学校

省

遼寧

所在地

中山区解放路 700 号

電話番号

0411

ホームページ

http://www.tongcai.cn

学校概要

大連通才コンピュータ専修学校は 1993 年に創立された。十何年
の発展を経て、職業技能の養成訓練から大学学歴教育まで行う総
合的な教育機関に成長した。学校は大連通才教育グループに付属
し、大連著名教育ブランド校である。獲得した称号は：中国最も
影響力のある IT 養成訓練機構、遼寧省優秀学校、大連市 IT 産業
人材育成基地、大連ソフトウエア業界協会会員、大連市信頼でき
る学校等。
十数年来、就職か、創業に成功した卒業生が多い。主な就職先
都市は大連、北京、上海、深圳、杭州、青島等であり、数多くの
卒業生は企業の中堅技術者、或いは高級管理者になっている。

その他

2006 年大連市 IT 職業教育専門等級評定結果 AAA

大連市

市

大連

電話

82390580/82390581

大連先河コンピュータ学校

学校名

大連先河コンピュータ学校

省

遼寧

所在地

高新園区七賢路学子街 8 号

電話番号

0411

ホームページ

http://www.xianhe.net

学校概要

大連先河コンピュータ学校は大連市教育局の批准によって設立
された。専門学校、専科大学、学部と高級職業教育を一体とし、国
内において知名度の高いコンピュータとコンピュータ・アートを営
む高等教育の専門機構である。国内外のいくつかの大学及び職業教
育訓練機構と長期的な協力に基づき共同で大学を運営してきた。
1993 年の設立以来、全国各地から来た 2 万名以上の学生が学校で系
統的、専門的、正規のコンピュータとコンピュータ・アートの教育
を受けてきた。国内の IT 職業教育分野において、評判が高い。省
と市の指導者たちが何回も視察にきて、学校の教育思想及び教育理
念に高い評価を与えた。
学校の教育理念は先進的であり、教師の専門素養が高く、職業に
対するサービス精神が良好である。遼寧师范大学、大連大学、遼寧
経済職業技術学院、大連教育学院等の教育機構と共同で準学士号/
学士号学位教育を展開している。学生は必要の履修年数を終え、成
績がすべて合格する場合、国家承認、教育部電子登録の準学士号/
学士号の卒業証書を取得することができる。準学士号コースから学

市
電話

大連
84681998/8008-909-909
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士号コースへの進学者も学士号の卒業証書を獲得することが可能
である。
学校の教学設備が一流であり、6 つのコンピュータ室と 12 のマル
チメディア教室がある。敷地面積は 50 アーム余、建築面積 2 万㎡
以上。現代的な教学棟、学生寮 5 棟、学生寮は 4～6 人部屋の高級
アパート式であり、室内には電話、勉強机、衣服収納タンスなどの
家具を揃えている。
その他

大連市

2006 年大連市 IT 職業教育専門等級評定結果 AAA

大連清華万博ネットワーク技術培訓学校

学校名

大連清華万博ネットワーク技術培訓学校

省

遼寧

所在地

沙河口区西安路 86 号ビル 24 階

電話番号

0411

ホームページ

http://www.dlwnt.com

学校概要

大連清華万博ネットワーク技術培訓学校は IT 職業教育を主要と
する技術養成学校であり、現在、遼寧省において唯一、国内の名門
大学としての清華大学の IT 高レベルの育成プロジェクトを導入
し、そして国家労働と社会保障部の「ネットワークエンジェニア」
職業認証資格をもつ養成訓練機構である。
大連清華万博ネットワーク技術培訓学校は大連地区の清華万博
「1+6 ネットワークエンジェニア職業養成訓練」の授権養成訓練セ
ンターとして、「仕事のほしい人を仕事に必要とされる人に育ちあ
げる」の教育理念を受け継ぎ、
「清美職業教育成果 IT 人材」の発展
目標を求め、社会のために多くの高水準の実用型、複合型の IT 人
材の育成という大任を背負い、東北旧工業基地振興のため、大連の
ハイレベルの情報化建設のために力を捧げている。
大連万博ネットワーク技術培訓学校は清華万博「1+6 ネットワー
クエンジェニア職業養成訓練」の大連の唯一の協力パートナーであ
る。
清華万博ネットワーク技術有限公司は 1999 年 6 月に会社登録を
し、2001 年 6 月に株式会社に変更し、清華大学の持株会社である。
ハイテク企業として、コンピュータ情報ネットワーク分野の技術サ
ービスを主要事業とし、国内において初めてに IT サービス事業を
開始した企業の一つである。
会社が設立されて以来、IT サービス業を企業業務の発展方向と
し、清華大学の奮闘努力、徳厚いという伝統精神をさらに発展させ、
情報ネットワーク分野における清華大学の強い技術力に依存し、経
済効果と企業資産が高速な発展を遂げ、主要業務はかなりの規模を
なし、企業の長期的発展のため、堅実な基礎を作り上げた。
清華万博は 2000 年、上海事務所を設立し、2004 年 1 月に上海支
社に組織変更をし、主に華東地域の業務を担当している。会社の一

市
電話

大連
84507256/84507356
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貫としたサービス主旨を受け継ぎ、各メーカー、取引先と、システ
ムインテグレータ及びエンドユーザーと良好な協力関係を築いて
いる。
その他

2006 年大連市 IT 職業教育専門等級評定結果 AAA

大連市

大連清美コンピュータ職業培訓学校

学校名

大連清美コンピュータ職業培訓学校

省

遼寧

所在地

沙河口区西安路 229 号

電話番号

0411

市

大連

電話

84506030

ホームページ
学校概要

大連清美コンピュータ職業培訓学校は清華万博「1+6 ネットワー
クエンジェニア職業養成訓練」
、清華大学美術学院「CG アニメ映像
作品デザイナー職業養成訓練」及び CSTP「中国ソフトウエア専門
人材養成プロジェクト」の大連地区における独占養成訓練センタ
ーである。学校は元気あふれる、向上心に富む職員チームがある。
学校は終始一貫して「人をもととし、学問研究の厳密さを重視し、
人情重視の管理、信用一番」のサービス精神を堅持している。学
校は法にのっとって経営を行い、信用重視、エリート教師からな
る教師陣、質の高い教学管理をもって大連市 IT 人材の養成訓練校
のスター校に成長した。ここ数年来、受講生は採用企業から好評
を受けている。2003 年以来、数回も省と市の管理部門から表彰を
受けた。
学校の敷地面積は 3000 ㎡余、マルチメディア教室、大型映写ス
クリーン室が全部で 30 室、性能優良なコンピュータが千台ぐらい、
ハイエンドネットワーク実験設備が百台近くある。尐人数クラス
制をとり、一人ずつ一台のコンピュータを配置する。現在の専任
教師は百人近く、全員がコンピュータの専門水準と豊富なネット
ワークプロジェクト及びソフトウエア開発プロジェクトの実戦経
験がある。大連地区において教師陣が最も強い IT 職業養成訓練機
構である。

その他

2006 年大連市 IT 職業教育専門等級評定 AA

大連市

大連雅風職業培訓学校

学校名

大連雅風職業訓学校

省

遼寧

所在地

高新園区七賢路学子街 2 号 4 号ビルの 5

電話番号

0411

ホームページ

http://www.dlyafeng.com

学校概要

市
電話

大連
62912566/62912955

大連雅風職業訓学校は華和科技（大連）有限公司に所属し、公
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司の入社前の訓練基地として独立した経営資質をもっている。会
社の成立は 2000 年 10 月であり、大連市政府主管部門の批准を経
た正規な教育機構である。学校は「IT 教育」と「CG 動画」という
二大支柱専門を主とし、
「学歴教育」と企業の内部訓練を兼ねてい
る。何年来、学校は政府主管部門に遼寧省及び大連市「A 級養成訓
練学校」と「信用学校」に評され、そして 「大連高新園区人材セ
ンターの養成訓練基地」
、
「全国コンピュータ情報ハイテク（OSTA）
試験認証機構」と大連市ソフトウエア协会 IT 教育分会の理事にな
っている。2005 年、遼寧省労働と社会保障庁に「遼寧省優秀学校」
に評されている。
その他

大連市

2006 年大連市 IT 職業教育専門等級評定結果 AA

大連雅奇電脳情報工程専修学校

学校名

大連雅奇電脳情報工程専修学校

省

遼寧

所在地

甘井子区豊収路 592 号

電話番号

0411

ホームページ

http://www.yaqi-edu.com

学校概要

大連雅奇電脳情報工程専修学校はコンピュータ教育をメインと
した国家教育部門の批准によって設立された全日制学校である。
1992 年に開校してから 15 年間が経った。学校は教育専門家、清華
大学博士と経営学の専門家からなる優秀な管理チームがある。学
校は大連市省级先進教育機構、市最初の信用学校、市、区级の先
進学校、大連市 IT 職業教育専門等級評定 AA の学校であり、同時
に国家情報産業部、大連海事大学に 「全国情報技術人材養成訓練
基地」、「コンピュータエンジェニアリング修士養成訓練基地」に
指定されている。
15 年間以来、政府と社会の温かいご支援のもとで、学校は社会
に向け、社会に奉仕するという原則を守り、社会効果の重視、規
模発展、さらによいものを求める、実質を重んじるという教育主
旨に基づき、喜ばしい成果を上げた。教育の質、専門教育、国際
協力などの面において時代の先頭に立っている。
学校は国際化需要に向けた情報技術人材の教育体系を完備さ
せ、実力のある国際機構と提携し、特別に雅奇コンピュータ高等
学歴教育センターを設立した。目標は高学歴のコンピュータの専
門人材の育成である。現在、学歴証書の授与と卒業証書授与可能
の大学は主に大連海事大学、大連工業大学、大連水産学院（大連
海洋大学）等がある。
社会発展と人材の需要に応えるため、学校は大連雅奇時代情報
工程有限公司に依存しながら、学生の仕事開始前の実習基地とし
て、大連ソフトウエアパートと全国有名な IT 企業と連携し、学習、
実践と就職を緊密に結びつけ、すでに社会に１万人以上のコンピ

市

大連

電話

39549922/39549933
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ュータの専門人材を送り出した。全国各地の採用企業から高い評
価を受けている。
学校の敷地面積は 5000 ㎡、学校は閉鎖式教学を採用し、教学設
備が揃っている。中にはコンピュータ室、カルチャー教室、階段
教室、マルチメディア教室、ネットワーク実験室、芸術画室、電
子図書館、学生寮と食堂などがあり、ほかに学生の課外活動のた
めにバスケットボールとバレーボールの施設も設置されている。
その他

大連市

2006 年大連市 IT 職業教育専門等級評定結果 AA

大連電子学校

学校名

大連電子学校

省

遼寧

所在地

沙河口区黒石礁街 161 号

電話番号

0411

ホームページ

http://www.dles.cn

学校概要

大連電子学校は全国範囲に学生募集を行う国家レベルの重点専
門学校であり、全国職業教育の先進校である。創立は 1957 年、現
在は大連市教育局の管轄下にある。
学校の敷地面積は 6 万㎡、建築面積 6 万㎡近くである。現在の
教職員は 200 人余、うち高級講師 64 人、講師 19 人、ダブル学士
号所有教師と市の中堅教師を主体とする教師陣がある。在校生は
4000 人余、うち高等職業教育の準学士号学生は 400 人余。
学校は電子回路、移動通信、知能制御、音声映像技術等の 40 の
実験実務訓練室と機械加工実習作業場がある；キャンパスネット
ワーク、CATV システムと電子閲覧室、マルチメディア教室、1000
台余の授業用パソコンがある；室内、室外体育館と学生アパート、
食堂、シャワー室などの教学と生活施設が完備されている。
学校は情報技術、製造、ビジネスと貿易、観光などの専門が 17
あり、五つの市以上レベルの養成訓練試験プロジェクトがある。
電子技術応用専門は国家レベルのモデル専門に認可され、コンピ
ュータと応用、通信技術、電子ビジネス、電子電気応用とメンテ
ナンス専門は省レベルのモデル専門に認定されている。
開校以来、学校は社会に 20000 人余の卒業生を送り出した。卒
業生は電子情報、交通、金融、商業、交通、金融、商业、TV 放送、
石油化学、機械などの業界で活躍している。学校は国家教育部、
情報産業部、労働と社会保障部に全国コンピュータ応用とソフト
ウエア技術専門の技能型不足人材の養成基地、電子情報産業高技
能型人材の養成訓練基地と、国家レベルの職業教育電子工学電子
と自動化専門の実践訓練基地に指定されている。

市
電話

大連
84671779
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大連市

大連九龍コンピュータ学校

学校名

大連九龍コンピュータソフトウエア学校

省

遼寧

所在地

西岗区連橋巷 12 号

電話番号

0411

市

大連

電話

82481451

ホームページ
学校概要

大連市

大連九龍コンピュータソフトウエア学校は大連市教育局直属の
民営中等職業学校（学歴教育）である。
「大連ソフトウエア協会の
会員」、「コンピュータ情報ハイテク試験基地」、「大連市建築協会
養成訓練基地」である。学校は自分の教学棟、実験棟、宿舎棟、
食堂などの施設がある。コンピュータ室、視聴覚室、マルチメデ
ィア室、メディア教室、文字入力訓練室、ボディトレーニング室
があり、ほかはブロードバンドのインターネットサービスがある。
専任教師は全員学士号学歴であり、高級教師は 60%以上、そして業
界のエリート人材を教師に採用している。
専門学校学歴教育のほか、学校は大連大学と提携し、中学校学
歴の在校生は三年間の勉強を終えた後、専門学校の卒業証書とと
もに準学士号号の卒業証書及び相関の職業資格卒業証書の取得も
可能になった。中等学校の卒業生はさらに两年半の勉強を経て、
準学士号の卒業証書、職業高校の卒業証書及び相関の職業資格卒
業証書の取得が可能であり、卒業後の就職に基礎条件を揃えた。

大連夢幻海洋電脳培訓学校

学校名

大連夢幻海洋電脳培訓学校

省

遼寧

所在地

沙河口区西安路 66 号君安国際ビル 2503 室

電話番号

0411

ホームページ

http://www.dreamocean.com.cn

学校概要

大連夢幻海洋電脳培訓学校は大連市教育局の批准によって設立
された市レベルの民営教育機構である。学校の業務内容は主に三
次元アニメーション、グラフィックとマルチメディアなどのデザ
インと製作、IT 業界の専門技術人材の養成訓練であり、大連地区
及び全国の三次元アニメーション、デジタルメディア、IT 技術な
どの分野に実用型の高級専門人材を供給することが学校の目標で
ある。
学校最大の特徴は授業内容の実用性である。優秀な教師は主に
上位機関の最前線の部門と養成訓練部門から採用されており、豊
富な生産現場と教育の経験がある。学校の教学設備が先進的、環
境が良好、教師の資質が高く、教学方法が正規的、教育理念が科
学的である。これらに依存しながら、学習者の専門素質と実践力

市
電話

大連
84345240/84342240
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の養成を念頭におき、学習者の実際の技能を高める。
学校は中国地域にある Alias Maya 公司の授権を得た認証センタ
ーであり、認可を受けた教師は Alias Maya 的認証卒業証書を授与
する権利がある。
その他

大連 市

2006 年大連市 IT 職業教育専門等級評定結果 A

大連海辉ソフトウエア培训センター

学校名

大連海辉ソフトウエア培訓センター

省

遼寧

所在地

高新園区礼賢路 33 号

電話番号

0411

ホームページ

http://www.haihuisoft.com

学校概要

大連海辉ソフトウエア培訓センターは海辉ソフトウエア集団の
子会社であり、大連市情報産業重点支持の IT ソフトウエア養成訓
練センターとして、長い間、日本向けのソフトウエアアウトソー
シング人材の育成に尽力してきた。2002 年、海辉ソフトウエア培
訓センターの最初の IT ソフトウエア専門の学生が卒業した。セン
ターはすでに海辉ソフトウエア公司と関連会社のため、千人近く
のソフトウエアエンジェニアリングを送り出し、大連の日本向け
ソフトウエアアウトソーシング業の発展に貢献を捧げた。日本向
けソフトウエア人材の育成規模を拡大するため、2006 年、海外研
修計画を制定した。計画としては 2 年の内、400 人を日本に派遣す
る。センターの実践訓練教室の総面積は 5800 ㎡、４階建ての現代
的育成訓練室、組込み実験室、応用ソフトウエア開発実験室、小
型コンピュータ実験室、BSE 養成訓練センターがあり、学生一人ず
つ、一台の液晶コンピュータが配属されている。
海辉培訓センターは Project-training 養成訓練モデルを採用
し、理論—シミュレーション訓練---プロジェクト開発という三つ
の段階を採用して、学習者のソフトウエア開発技術の開発水準を
高めることにつとめる。教師は数年来の国際化アウトソーシング
のソフトウエア開発と管理経験のあるプロジェクトマネージャー
である。学習者は 8 ヶ月の実際プロジェクト開発の訓練を経た後、
速やかにソフトウエア企業の開発の即戦力に対応である。

その他

2006 年大連市 IT 職業教育専門等級評定結果 AAA

大連市

市

大連

電話

84790918/84790908

大連ソフトパーク情報技術培訓センター

学校名

大連ソフトパーク情報技術培訓センター

省

遼寧

所在地

ソフトパーク東路 21 号

電話番号

0411

市
電話

大連
84736666/39773333
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ホームページ

http://www.dlsptraining.com

学校概要

大連ソフトパーク情報技術培訓センターは大連ソフトパークコ
ンサルティング会社の全額出資の付属機構であり、教育主管部門
の正式批准にって設立された教育訓練センターである。現在、セ
ンターの本部は大連にある。
訓練内容は IBM 大型機ソフトウエアエンジェニアリング、組み
込み式ソフトウエアエンジェニアリング、三次元アニメエンジェ
ニアリング等の専門知識の養成訓練である。
センターの発展目標は、大連ソフトパークの市場及びブランド
資源の優勢に依存し、国内外の有名 IT 職業養成訓練機構と提携し、
IT 会社に必要とされる専門人材の育成、そして専門的な情報技術
育成訓練のサービスプロバイダになることである。

その他

2006 年大連市 IT 職業教育専門等級評定結果 AAA

大連市

大連華信コンピュータ新技術培訓センター

学校名

大連華信コンピュータ新技術培訓センター

省

遼寧

所在地

高新園区广賢路 131 号智業広場 D-2 号ビル 6 階

電話番号

0411

ホームページ

http://www.dhee.com.cn

学校概要

大連華信コンピュータ新技術培訓センターは 2003 年 7 月に成立
したのである。大連華信コンピュータ技術株式会社は IT 教育産業
に進入するために投資して設立した。センターは日本日立システ
ムとサービス会社と提携し、主に日本語をメインとする言語教育、
日本のビジネス慣習、日本向けソフトウエア開発業務の IT 技術養
成訓練を展開しており、全国で始めて、日本向け IT 認証試験を請
け負い、日本向けのソフトウエア開発産業の発展のために実用型、
複合型、プロなソフトウエア人材を育成する。
センターは高新園区にあり、国内においても一流の育成訓練環
境がある。2003 年 6 月、マイクロソフト高級技術養成訓練センタ
ーCTEC に指定され、Sun 授権の JAVA 養成訓練 ASEC（国内最初の日
本語 IT 認証資格試験センター)、Oracle 授権資格試験センターで
もある。プロメトリック国際試験センターから授権を受け、国内
最初の日本語 IT 認証資格試験のセンターとなり、
マイクロソフト、
Sun 等の会社が必要としている日本語、英語、中国語三ヶ国語のコ
ンピュータ資格試験を提供することができ、上述会社の IT 資格認
証試験前の訓練と関連技術の養成訓練を行うことも可能である。
2006 年末、
「大連市政府指定ソフトウエア人材(華信)実践訓練基
地」の称号を獲得した。

その他

2006 年大連市 IT 職業教育専門等級評定結果 AAA
2008 年最初の大連 IT 教育連盟メンバー

市
電話

大連
84591188
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大連市

大連交通大学中日友好人材育成センター

学校名

大連交通大学中日友好人材育成センター

省

遼寧

所在地

沙河口区中長街 26 号

電話番号

0411

ホームページ

http://www.cjdhc.cn

学校概要

中日友好人材育成センターは（以下では育成センターと略称）
は日本政府の無償援助によって設立された。中日両国政府間の協
力プロジェクトであり、独立法人で、公立かつ非営利の教育機構
である。大連市政府科学技術局の管轄下にあり、実施校は大連交
通大学である。
育成センターは国家商務部、科学技術部、大連市政府の強力な
サポートのもとで、2004 年 8 月 24 日に、日本政府が無償で 9.68
亿円の資金提供をすることで中日両国政府は覚書を締結した。援
助内容には 4856 ㎡の教学棟、教学施設、設備機材などが含まれて
いる。2005 年 12 月 5 日に、中日両国政府は育成センターの技術提
携プロジェクトである「大連ビジネス人材育成計画」について調
印を行った。計画の内容には日本専門家の派遣、中国人教師の日
本研修、教学参考資料、同時通訳設備の提供などが盛り込まれて
いる。育成センターは 2006 年 4 月 15 日に竣工式を行った後,正式
に運営を開始した。
育成センターは国内一流の教学施設と機材があり、大連交通大
学を始めとする四つの大学の専属教師及び中国、日本の学者と専
門家、企業の技術者、経営管理の責任者などからなる一流の教師
陣がある。ソフト開発と工程管理、生産管理、経営管理、実用日
本語などの四つの専門分野で育成計画を実施している。目標は日
本語と専門技術を融合させた高度な国際的、複合型人材を育成す
ることであり、在職者や就職予定者のスキルアートプを図り、現
地の企業、行政機関（特に日系企業）に人材を提供し、大連の発
展、遼寧、東北地域の振興のため力を尽くしている。

その他

2008 年最初の大連 IT 教育連盟メンバー

大連市

市

大連

電話

84528818

大連現代高技術発展有限公司教育培訓センター

学校名

大連現代高技術发展有限公司教育培訓せんたー

省

遼寧

所在地

デジタル広場 3 号ソフトパーク 10# 1F

電話番号

0411

ホームページ

http://education.modern.org

学校概要

センターは大連現代高技術发展有限公司の投資により、1999 年
設立された。Microsoft、Sun、Prosofttraining、Lotus、Novell、

市
電話

大連
84736522/84736533
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Linux、IBM 等の授権試験センターである。
センターには一流の教学設備、高資質の教師陣、国際レベルの
養成訓練のカリキュラムシステムがある。すでに養成訓練教室を
千期余開き、訓練を受けた人は数万人ある。ここ数年来、センタ
ーは独自の訓練課程、強力な教師陣をもって、優秀な IT 人材と管
理人材の育成に貢献してきた。 「質で生存を求め、特色で発展を
図る」の教育理念によって良好な社会的評価を受けている。2002
年 3 月 14 日に国際ソフトウエア企業 CMM2 級認証に合格し、2003
年 3 月、CMM3 級評定審査認証を取得し、2004 年の初め、正式に CMM5
級評定審査に合格した。
その他

大連市

2008 年最初の大連 IT 教育連盟メンバー

大連現代高技術学習センター

学校名

大連現代高技術学習センター
（銀河ネットワーク教育培訓センター）

省

遼寧

所在地

デジタル広場 3 号ソフトパーク 10 号 1F

区号

0411

ホームページ

http://education.modern.org

学校概要

大連現代高技術学習センター（銀河ネットワーク教育培訓セン
ター）は大連現代高技術発展有限公司の投資により、1999 年設立
された。Microsoft、Sun、Prosofttraining、Lotus、Novell、Linux、
IBM 等の授権資格試験センターである。
センターには一流の教学設備、高資質の教師陣、国際レベルの
養成訓練のカリキュラムシステムがある。すでに養成訓練教室を
千期余開き、訓練を受けた人は数万人ある。ここ数年来、センタ
ーは独自の訓練課程、強力な教師陣をもって、優秀な IT 人材と管
理人材の育成に貢献してきた。
「質で生存を求め、特色で発展を図
る」の教育理念によって良好な社会的評価を受けている。2002 年
3 月 14 日に国際ソフトウエア企業 CMM2 級認証に合格し、2003 年 3
月、CMM3 級評定審査に、2004 年の初め、正式に CMM5 級評定審査
に合格した。现代高技術学習センターはずっと、活力があふれる、
向上心の発揮につとめている。受講生に対するサポートはコンピ
ュータ資格試験訓練の範囲をはるかに超え、人生の各方面に及ぼ
している。大連の IT 業界の人材が高度な技術を身につけるためチ
ャンスを与え、人生にチャレンジしたい各界の人に有効なスキル
アートプのチャンクを与え、今後の人生の道で奮闘するための手
助けとサポートを提供する。これらは現代高技術学習センターの
責務と使命であり、センターの光栄と夢でもある。

市
電話

大連
84736522/84736533

2009 年 7 月ジェトロ大連事務所作成

36

大連市

大連ソフトパーク情報技術培訓センター

学校名

大連ソフトパーク情報技術培訓センター

省

遼寧

所在地

ソフトパーク東路 21 号

区号

0411

ホームページ

http://www.dlsptraining.com

学校概要

大連ソフトパーク情報技術培訓センターは大連ソフトパークコ
ンサルタント会社の全額出資の付属機関であり、教育主管部门の
正式な批准によって設立された育成センターである。センターの
本部は大連にある。
課程内容は IBM 大型機ソフトエンジェニア、組込ソフトエンジ
ェニア、三次元アニメエンジェニアなどの専門知識が含まれてい
る。大連ソフトパーク情報技術培訓センターは大連ソフトパーク
の市場とブランド資源の優位に依存し、国内外の的 IT 職業育成訓
練機構と提携し、IT 企業の需要を満たす専門人材を育成するため、
専門的な情報技術育成訓練サービスプロバイダになるため、努力
している。

大連市

市
電話

大連
84736666/39773333

泰克現代教育（大連）有限公司

学校名

泰克現代教育（大連）有限公司

省

遼寧

所在地

高新園区七賢岭爱賢街 6 号合益ビル

電話番号

0411

ホームページ

http://www.daliancity.com.cn

学校概要

泰克現代教育（大連）有限公司は、2005 年 2 月設立された。専
門的に日本向け IT 技術育成訓練事業を営む日中合弁企業である。
現在、東北地域、大連地域に強い市場影響力があり、SONY(大連)、
DELL(大連)、NETAPP(大連)等の国内外の名門企業と長期的な協力
関係がある。
設立後の 05 年、06 年、07 年にそれぞれ泰克実践訓練基地、遼
寧省高等職業教育教師育成基地と大連理工大学ソフトウエア学院
実践訓練基地に指定された。教育課程は実用性、実務的、実践的
という主旨を貫き、テキストがずべて日本語版の IT 技術教材を利
用し、教師は日本人と長期的な日本向け開発経験のある中国人か
ら構成されている。一新した訓練システムをもって、限られた時
間の中で、迅速に日本企業の需要に見合う、或いは日本依存の開
発業務に従事できる人材（高级 PG、SE、TSE、BriDge-SE、PM）を
育成する。成立後から今まで育成した IT 関連人材は計 780 人余、
中国の IT アウトソーシング事業に大量かつ高度な人材を送り出し
た。

市
電話

大連
84898768
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大連市

先飛教育科技(大連)有限公司

学校名

先飛教育科技(大連)有限公司

省

遼寧

所在地

高新園区黄浦路 624 号 3F

区号

0411

ホームページ

http://www.senfei.net

学校概要

先飛教育科技(大連)有限公司は大連市政府の支持と指導のもと
で、一年余の準備を経て、大連東锐ソフトウエア有限公司、大連
ソフトパーク株式会社、大連儀表集団有限公司、株式会社日産
SATIO 埻玉、財団法人神奈川自動車学校、学校法人岩崎学園が共同
出資で設立したのである。
会社設立は 2005 年 6 月 28 日、取締役社長は日本 NSSI 取締役社
長の渡辺泰三である。会社の業務はコンピュータソフト開発と販
売及びコンサルティング；教育マルチメディアの開発、デジタル
職業技術教育サイトの運営と販売及びサービス提供；専門技術科
目の導入、コンサルティング、授権、サービス提供、国際授権の
認証資格取得のための訓練及び試験；専門技術人材の育成、派遣
と斡旋業務；教学器材の輸出入、及び以上と関連する諸業務であ
る。
経営理念と運営モデルを日本高等職業技術教育分野から導入し
たハイテク企業として、中国、日本の教育と学術界と密接に協力
することが会社の戦略と主旨である。

葫芦島市

市
電話

大連
84794020

遼寧工程技術大学葫芦島ソフトウエア学院

学校名

遼寧工程技術大学葫芦島ソフトウエア学院

省

遼寧

所在地

龍湾单大街 188 号

電話番号

0429

ホームページ

http://202.199.224.30

学校概要

遼寧工程技術大学葫芦島ソフトウエア学院は 2002 年、遼寧省教
育庁の批准によって設立された 7 つのモデルソフトウエア学院の
一つである。当時、コンピュータ科学と技術（ソフトウエア工学）
専門で 175 人の学生を募集した。2005 年、教育部の批准を経て、
ソフトウエア工学専門を試験的に開始した。2006 年教育部の批准
で、ネットワーク工学専門を試験的に開始した。現在、ソフトウ
エア学院ソフトウエア工学とネットワーク工学専門の在校生は
1517 人、卒業生の合計は 1029 人。
学校は学院の教師陣の充実を重視し、
「高スタート、高水準」の
指導方針を打ち出し、専門教師は全員修士号以上学位の所有者で
あることが要求されている。学院の教職員は 44 人、専門教師 34

市

葫芦島

電話

5310880
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人、うち、教授 2 人、助教授 11 人、高級技術者 1 人。専門研究室
の教師は全員、修士以上の学歴所有者で、うち博士 2 人、博士取
得中の教師 5 人、役職、年齢、学歴、専攻構成などの面で合理的
である。
同学院は現在、ソフトウエア工学、ネットワーク工学という二
つの学部専門があり、学部、準学士号から学士号コース進学とい
う二つの教育段階がある；ソフトウエア工学、ネットワーク工学
という二つの学部がある；ソフトウエア工学実験室、ネットワー
ク工学実験室（華為-3Com ネットワーク実験室）
、企業情報化実験
室などがある。学院の教師が完成した国家 863 項目を含めた研究
項目は 50 余であり、省レベルのの賞を獲得した研究成果は 7 つ、
市レベルの賞は 8 つである。
時代とともに歩み、科学的発展観を終始一貫し、
「学生を思いや
る、教師に配慮する、発展に注目する」ことはソフトウエア学院
の教育理念であり、
「教育は人の育成をもととし、学生を主体とす
る；学校運営は人材をもととし、教師を主体とする」という方針
を徹底し、学生の個性に適応した教育活動を展開している。

鞍山市

遼寧科技大学ソフトウエア学院

学校名

遼寧科技大学ソフトウエア学院

省

遼寧

所在地

高新区千山中路 185 号

電話番号

0412

ホームページ

http://www.ustl.edu.cn/rjxy

学校概要

遼寧科技大学ソフトウエア学院は 2002 年、遼寧省政府の批准を
経て設立された模範ソフトウエア学院である。ソフトウエア学院
は国際基準に照合した教育システムを採用し、教育内容と教育方
式が新規的である。国内外で有名な IT 企業を実践基地とし、学校
内外の優秀な専門家と教授を高待遇で採用し、授業にあたる。学
院はプロジェクトの開発と実践、管理などの先進技術の導入を重
視している。
学院の目標は知識と技能が融合し、技術と管理が融合し、能力
と資質が融合した国際競争力のある複合型高級ソフトウエア技術
人材と管理人材を育成することによって、卒業生に堅実なソフト
ウエアの基礎理論知識、豊富なソフト開発の経験、高い研究実践
の能力、革新精神と集団意識、高いソフトウエアプロジェクト管
理の能力を持たせることである。卒業生はソフトウエア企業、政
府部門、情報サービス企業でソフトウエア分析、設計、開発、テ
スト、メンテナンスなどの職場に就くことができる。
遼寧科技大学の付属学院として、ソフトウエア学院は独自の強
みを持っている。基礎科目の教師の多くは学校内の教師であり、
専門科目の場合、高給与で学校内外、外国の優秀教師を採用して、

市

鞍山

電話

5929066
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担当教師にあたる。実践的な科目の教師は企業、行政部門、研究
機関の技術者を採用している。教師の実力では十分に正常な教育
に適応でき、また、過去のような閉鎖的な学校運営より優位性を
持っている。

2009 年 7 月ジェトロ大連事務所作成
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Ⅱ.吉林省（計 7 校）
長春市

吉林大学ソフトウエア学院

学校名

吉林大学ソフトウエア学院

省

吉林

所在地

前進大街 2699 号

電話番号

0431

ホームページ

http://csw.jlu.edu.cn

学校概要

吉林大学の模範ソフトウエア学院は教育部と国家計画委員会の
共同批准によって設立された 「国家レベルソフトウエア学院」で
ある。2003 年、2006 年にそれぞれ教育部の中間審査と最終審査に
合格している。
学校は社会主義思想を徹底し、吉林大学のコンピュータ学科と
数学学科がそのたの情報関係学科との学科間と融合したことによ
る強みを十分に生かし、そしてアメリカ、アイルランドとオース
トラリア等の国の教育資源と成功の経験を十分に利用することに
よって、吉林大学模範ソフトウエア学院を国内外においても知名
度の高い学院に、そして国際競争力のある実用型ソフトウエア人
材の育成が可能な模範基地に築き上げる目標がある。
学院は三つのタイプの高資質のソフトウエア工学人材とソフト
ウエア企業の管理人材を育成する：ソフトウエア工学修士課程で
国際競争力のある高レベル、実用型のソフトウエア人材；学部教
育を通じて国際競争力のある実用型のソフトウエア人材；第二学
位教育を通じて国際競争力のある複合型、実用型のソフトウエア
人材。
学院は国を愛し、民族振興精神をもっており、21 世紀社会主義
建設と国家ソフトウエア産業発展の需要に応じ、基礎が厚い、幅
が広い、外国語レベルが高い、能力が高い、革新精神に富む、協
力的、健康的で、法遵守、信用がある、競争精神とサービス意識
のある高素質のソフトウエア人材を育てることに努力している。
学院は大いに教育改革を推進し、新規カリキュラムシステムと
教育モデルを創立した。国内外の大学との協力を強化し、国際的
にも優秀な教材を採用している。そして、国内外の有名大学の教
授と有名ソフト会社のソフトウエアの専門家と管理専門家を採用
して講義をしてもらう。英語教育を強化し、半分の授業は英語あ
るいは二ヶ国語で行っている。ソフト実習基地での実践教育と国
際規範にあうソフトプロジェクトの管理を強化し、ソフト開発過
程における品質コントロールとソフトウエア企業の経営管理に関
する授業内容の強化も行っている。
学院は校内の学術研究水準が高い、教育効果が良く、研究能力

市

長春

電話

85168337
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がある、英語力のある教師に基礎科目と一部の専門科目の授業を
担当してもらう；理念と実践の結びつきが緊密な科目と大型実践
科目に対応するため、国内外の有名ソフト会社の専門家を採用し
て授業を担当してもらう；一部の新しい技術科目は国内外の大学
教授に授業を担当してもらう。学院の専任教師は 20 人、兼任教師
は 70 人（校内の兼任専門科目の教師 57 人、学校外の兼任教師 7
人、外国採用の教師 6 人）
。
学院はコンピュータ科学・技術学院と数学科学学院の共同運営
に依存することによって、十分に両学院の各種教育資源を享受す
ることができる。例えば、先進な教学施設（マルチメディア教室
とコースウェア）と先進コンピュータ設備（ソフトウエアを含む）、
豊富な図書資料と実力のある高レベルの教師陣である。2006 年 8
月、1 億元以上を投資した 3 万㎡近くの機能のそろう現代的教学実
験ビルが使用可能になった。また、学院は自分の授業の需要に満
足できる各種実験室があり、産学連携のための各種優越な条件、
ソフト実践教育に供えるための校外実習基地がある。

長春市

東北師範大学コンピュータ学院

学校名

東北師範大学コンピュータ学院

省

吉林

所在地

净月経済開発区净月大街 2555 号

電話番号

0431

ホームページ

http://csd.nenu.edu.cn

学校概要

東北師範大学コンピュータ学院が創立されたのは 1986 年であ
る。20 年の建設を経て、一定の規模が形成され、そして大きな発
展を遂げた。学院は現在、コンピュータ科学と技術の学部専門が
あり、師範専門と非師範専門という二つのコースがある。コンピ
ュータソフトエアと理論、コンピュータ応用技術、課程と教育論
（コンピュータ）などの三つの修士号の授与権がある。
現在は、人工知能、知識工学、ネットワークと通信、ソフトウ
エア工学、画像管理とパターン認識、コンピュータ教育法などの
研究室と、コンピュータ基礎教育実験センターがある。
現在の教職員は 57 人、専任教師 38 人、うち教授、助教授 15 人、
高级技術者 2 人、専任教師のうち、博士号取得者と取得中の人は
21 人。学部在校生 569 人、院生 185 人、外国人留学生 3 人。
コンピュータ学院の発展と拡大に伴い、教学、実験及び研究の
ための条件が大いに改善された。現在の各種実験室は 8 つがあり、
うちには 2 つの学部教育実験室、2 つの院生実験室、パソコンは
300 台余；1 つのコンピュータネットワーク実験室があり、中には
ネットワーク実験設備と 60 台のパソコンが含まれている；1 つの
コンピュータ原理実験室；1 つのパソコン原理実験室；1 つの組み
込み式システム実験室がある。すべての設備は性能が高く、理論

市
電話

長春
84536338
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科目と各種実践科目、科学研究の需要に対応できる。
近年、国際間の学術交流も拡大し、外国からの学者が多く訪問
し、臨時講義を行った。そして、アメリカ、イギリス、日本、韓
国などの大学とコンピュータ研究開発センターと協力関係を作っ
ている。2005 年、中国とアメリカの共同運営によるプロジェクト
が正式にスタートした；近年国外にかなりの留学生を送り出し；
そして何名の教師を研修、学術交流と共同研究に派遣した。
；国外
の有名企業でソフト開発に従事する卒業生が毎年増加している。
コンピュータ学院のすべての教職員が教育と研究の両面で新しい
局面を切り開き、一流のコンピュータ人材の育成基地を建設する
ため、努力を続けている。

長春市

長春理工大学コンピュータ学院

学校名

長春理工大学コンピュータ学院

省

吉林

所在地

衛星路 7089 号

電話番号

0431

ホームページ

http://cs.cust.edu.cn

学校概要

長春理工大学コンピュータ学科は最初に 1979 年に創立され、
1987 年、コンピュータ学部を設立し、1995 年、修士号の授与権を
取得した。省内において吉林大学、元の吉林工業大学（吉林大学
に吸収）に次ぎ、3 番目にコンピュータ応用技術の修士課程を設置
している学校である。2005 年、初めてにコンピュータ科学と技術
の修士号の授与権を取得した学校の最高級学科基地となった。
現在は、コンピュータ科学と技術学部、ソフトとネットワーク
工学学部、コンピュータ基礎教学部、コンピュータと情報技術研
究所がある。三つの学部専門があり、コンピュータ科学と技術、
ソフトウエア工学とネットワーク工学。一つの修士号授与権のあ
る一級学科基地：コンピュータ科学と技術、うちにはコンピュー
タ応用技術、コンピュータソフトと理論、コンピュータシステム
構造という三つの二級学科の修士号授与権がある。うち、2001 年
と 2006 年に二年連続でコンピュータ応用技術は吉林省の重点学科
に評された。ほかは、コンピュータ応用分野とソフトウエア工学
分野の修士号の授与権がある。学校は入学試験免除で院生を推薦
する資格がある。
全日制学部在校生は 1280、外国人留学生 1 人、修士学生 311 人、
博士 5 人、教職員 91 人。教師のうち、新世紀「百千万人材プロジ
ェクト」国家レベルの人材候補者があり、省の優秀専門家、省の
貢献突出の中青年専門家 1 人、全国模範教師、教育部優秀中青年
中堅教師 1 人、吉林賞突出革新人材 3 人、長春市優秀人材 1 人、3
人はそれぞれ長春市政府特別手当ての取得者、吉林省青年科学技
術省取得者、霍英東教育基金高校青年教師の取得者であり、2 人の

市
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電話
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博士指導教員、10 人の教授、17 人の助教授（高級技術者）がある。
学院は、人材育成をもととし、科学を尊重する教育理念を堅持
し、革新精神と能力のある技能型、応用型人材の育成につとめて
いる。二十年来、国と地方、軍隊に問題解決能力があり、革新・
協力・戦う精神に富む優秀な人材を送り出した。
学院の教職員は理工大学の精神を受け継ぎ、そして発揚させ、
学校の指導のもとで、大学の「省内でリードし、国内で先進的、
国際で有名」の全体の発展目標に基づき、高レベル、規模があり、
特色鮮明、教職員優秀、精神的管理という教育研究型重点大学を
建設するために、努力していく。

長春市

長春大学コンピュータ学院

学校名

長春大学コンピュータ学院

省

吉林

所在地

衛星路 1 号

電話番号

0431

ホームページ

http://www.ccucomp.cn

学校概要

長春大学コンピュータ科学と技術学院は 1996 年に成立したの
である。10 年の発展を経て、強力な教師陣、合理的な専門設置、
高い教育研究能力、大きい規模をもつ学院に成長している。コン
ピュータ科学と技術学院にはコンピュータ科学と技術学部、ネッ
トワーク工学学部、ソフトウエア工学学部、コンピュータ基礎教
育研究室、コンピュータ専門の実験センターと投資額 340 万元で
建設した東北地域において規模の最も大きい、設備が最も先進の
ネットワーク実践訓練基地がある。近年、国家レベルの研究プロ
ジェクトと省部レベルの研究プロジェクトは 10 個余、発表済みの
高水準の学術論文は 50 本余、出版した教材、専門書は 20 冊余。

長春市

市

長春

電話

85250058

長春工程学院ソフトウエア職業技術学院

学校名

長春工程学院ソフトウエア職業技術学院

省

吉林

所在地

朝阳区前进大街 1408 号

電話番号

0431

ホームページ

http://www.ccitsoft.com

学校概要

長春工程学院は工学を主とし、管理学、文系、理学など多学科
が相互に支えあい、協調的発展をしている多学科の全日制普通学
部大学である。前身は中央部門管轄下にある三つの全国模範短期
大学であり、現在は吉林省人民政府の管轄下にある。中国人民解
放軍総政治部と教育の批准によって設立され、国防生の募集資格
がある全国百ヶ所大学の一つである。学校は国家模範ソフトウエ

市
電話
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ア職業技術学院、電気と情報学院、電子機械などの 17 の教学セッ
ションがある。全日制在校生は 14000 人余、うち学部生は 12000
人余、専科（高等職業）生 1000 人余；学生は全国 30 の省（市、
自治区）から来ている。学校の教師陣は構成が合理的で、素質が
高い。専任教師 770 人余、高級職務の教師は 363 人（うち教授 69
人）
、修士、博士学位の所有者は 402 人。
ソフトウエア職業技術学院は初めてに国家教育部が始動を始め
た 35 ヶ所の国家模範ソフトウエア職業技術学院の一つであり、国
家ソフトウエア産業の発展戦略と情報化産業発展による人材に対
する需要に基づき、設立した模範 IT 人材の育成基地である。
学校の教師陣はレベルが高く、業務遂行能力が高い。70%以上の
講師が修士号所有者、90%以上の教師がマイクロソフト、華為、SUN、
IBM、アリババ等の IT 会社の訓練を受けた。
学院は人をもととする理念を受け継いでいる。入学後の最初の
学期が終了する時点で、学生に専門の調整ができるチャンスを一
回与える。それは学生の関心、興味、志向及び人材に対する市場
の需要に対応するためである。こうする目的は、学生の即戦力を
高め、学校教育と IT 産業の実需が「繋ぎ目なしの結びつき」を実
現するため；選択履修科目の勉強と実践を通して、知識を深め、
能力と素質を高め、就職の選択肢を増やすためである。
その他

長春市

35 所国家示范性ソフトウエア職業技术学院之一

長春工業大学ソフトウエア職業技術学院

学校名

長春工業大学ソフトウエア職業技術学院

省

吉林

所在地

林園路 229 号

電話番号

0431

ホームページ

http://ccutsoft.ccut.edu.cn

学校概要

長春工業大学ソフトウエア職業技術学院の成立は 2004 年でアー
トた。教育部批准の最初の 35 ヶ所国家レベル模範ソフトウエア職
業技術学院の一つであり、国家が IT 産業発展戦略、ソフトウエア
ブルーカラー専門人材の需要に基づき、設立した模範人材育成基
地である。学院の建設は教育部、情報産業部などの九つの部と委
員会から政策的な支持を受けている。そして、吉林省教育庁、情
報産業庁等の政府部門からの支持も受けている。
学院はコンピュータ応用技術、コンピュータ情報管理、ネット
ワークシステム管理、情報安全技術、ソフトウエア技術、図形画
像製作、電子ビジネス、知能制御という 9 つの（短大）専門とコ
ンピュータ科学と技術（ソフトウエア工学方向）という学部専門
がある。
学院は「生存をもととする」主旨を受け継ぎ、
「知識を生かすこ
とは知識をもつことより重要だ」という教育理念を強調している。

市

長春

電話

85197565/85118308
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専門設置は「就職を指導方法とする」原則を貫き、
「仕事現場の技
能需要に配慮し、応用能力をもととする」という技術応用型専門
課程システムを作り上げた。
「学生を核心に、就職を指導方向とし、
応用能力を基本とし、知識体系を拡充する」という教育目標を確
立した。
「一流のソフトウエア学院の建設、一流のソフトウエア人
材の育成」は学院の発展目標である。
実践事例に基づく勉強法、教育内容の更新を怠らずことをもっ
て人材の実用性を保障する；学生を中心とする革新的な素質教育
は人材の個性化を保障する；先進なキャンパスネットワークによ
る教育環境、外国語勉強の強化をもって人材の国際化を保障する。
これらが学院の特色をなしている。現代的な教育手段を採用し、
一新した人材育成モデルを築き上げた。国内外の著名ソフトウエ
ア企業と緊密に連携し、育成人材と産業の実需という両者間の格
差を縮小することによって、実用的、個性的な人材育成と企業の
間との隙間なしの繋ぎを実現する。卒業生は国際視野、実用的技
能、鮮明的な実践特色、協力精神、高い英語力の持ち主であり、
初級プログラミング人材の中で競争力がある、かつ就職ルートの
ある実用型ソフトウエア人材である。
その他

吉林市

35 カ所国家級模範ソフトウエア職業技術学院の一つ

吉林情報工程学校

学校名

吉林情報工程学校

省

吉林

所在地

古川路 17 号

電話番号

0432

ホームページ

http://www.jlxxgc.com

学校概要

吉林情報工程学校は原吉林市工業学校と吉林市電子職業技術学
校が統合して成立した正規的、国有の総合性全日制国家レベルの
重点校である。吉林情報工程学校は現在、吉林市教育業界におい
て規模最大の総合教学棟、1400 人以上収容可能な学生アパート、
食堂総合棟、蔵書 10.8 万冊の図書館、一流な電子図書閲覧室があ
る。Pentium 級以上のコンピュータ 800 台余、12 のパソコン室、5
つの省内において最も先進的な電子実験室と物理化学実験室、3 つ
のマルチメディア教室、4 つのアートギャラリー、2 つの情報学習
センターがある。ほかは、現代的な視聴覚室、印刷室、ジム、有
線テレビ、キャンパスネットワーク、DDN 専用ラインとキャンパス
インターネットカフェなどがある。本校の教師陣が一流である。
教師の専門性が強く、素質が高い。省、市の教育界において影響
力のあるアカデミックリーダーもある。現在、中、高級教師は 110
人。

市

吉林

電話

3090446/3083477
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Ⅲ.黒龍江省（計 4 校）
ハルピン市

ハルピン工業大学ソフトウエア学院

学校名

ハルピン工業大学ソフトウエア学院

省

黒龍江

所在地

西大直街 92 号

電話番号

0451

ホームページ

http://software.hit.edu.cn

学校概要

ハルピン工業大学は国家重点支持の九ヶ所大学の一つであり、
1956 年、初めてコンピュータ専門を設置したのである。コンピュ
ータ科学と技術学科、教師陣がともに一流である。これは一流の
ソフトウエア学院を成立するための基礎条件でアートた。国家模
範ソフトウエア学院の一つとして、ソフトウエア産業の実需に基
づき、ハルピン工業大学の優位性を十分利用し、
「規格を厳格に、
努力を極める」という優良伝統を受け継ぎ、コンピュータ学科の
総合優勢に依存し、
「国際化、工業化、高品質、高速度」の教育理
念に基づき、
「高起点、高水準、高品質」の原則を貫き、一流のソ
フトウエア学院、一流の教育環境、一流の工業化教師陣、一流の
ソフトウエア人材を育成するために、
「真実求め、革新探求」をし
ていく。
ソフトウエア学院は学校の総合優勢に依存しながら、ソフトウ
エア産業の実需に対応するため、欧米の名門企業・大学と積極的
に協力関係を築いている；ハルピン工業大学深圳国際技術革新研
究院の優位性と香港との協力基盤に依存しながら、珠江デルタ地
帯と広東・香港地域のソフトウエア人材の需要に応じて人材育成
を行っている；同時に威海分校の教育資源と日韓との協力基盤に
依存しながら、渤海経済圏、山東半島日韓のソフトウエア産業の
人材需要に対応するため、それぞれ、ソフトウエア学院分院と威
海分院を成立した。ハルピンを本部とし、深センに広がり、威海
まで展開するという独自の特色があると同時に、補い合うという
戦略的なソフトウエア人材の育成体制が形成されている。

ハルピン市

市

ハルピン

電話

86418722

ハルピン理工大学ソフトウエア学院

学校名

ハルピン理工大学ソフトウエア学院

省

黒龍江

所在地

学府路 52 号

電話番号

0451

ホームページ

http://202.118.201.19/softwareschool/index2.html

学校概要

市

ハルピン

電話

86390601

ハルピン理工大学ソフトウエア学院の成立は 2003 年である。黒
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龍江省教育庁の批准を経て、設立した最初の省レベル模範ソフト
ウエア学院である。省教育庁はソフトウエア学院を学科構造の調
整、教育改革の深化、教育品質の向上、産学連携の促進、国際的
な学校運営の提唱という省全体の教育改革の試験基地にしてい
る。現在は、ソフトウエア工学、集積回路デザインと統合システ
ムという二つの専門がある。うちのコンピュータ工学にはコンピ
ュータ応用技術、コンピュータソフトウエアと理論という二つの
修士号の授与権がある。
学院は、応用型、エンジェニアリングタイプの人材を柱とし、
複合型、多段階、国際化豊かなソフトウエア工学とチップデザイ
ン工学人材の育成を目標としている。専門特色が鮮明で、社会の
需要を指導方向とし、授業シラバスを絶えず完備させる教育計画
を実行している。学生の実践能力と創業能力を人材育成の重点に
おき、科目設置では、基礎科目がしっかりしており、専門科目が
エンジェニアリング能力に偏重し、かつ、社会需要に対応できる
原則を守っている。社会需要に応じて科目設置を調整する。国内
外から有名な教師と企業の技術専門家を採用して、講義を行う。
国内外の有名大学・企業と連携して学校運営を展開している。
「オ
ーダー式「、
「需要密着型」の就職モデルを探求している。理論と
実践の結びつきを重視し、学生を実践基地に派遣している。
数年来の発展を経て、ソフトウエア学院は大きく成長した。す
でに東北老工業基地を振興するためのコンピュータソフトウエア
人材の育成センターとなっている。

ハルピン市

東北林業大学職業技術学院

学校名

東北林業大学職業技術学院

省

黒龍江

所在地

香坊区和興路 26 号

電話番号

0451

ホームページ

http://gz.nefu.edu.cn

学校概要

東北林業大学職業技術学院の成立は 1999 年である。学校高等職
業技術教育の教学、管理、改革と発展の責任を背負っている。学
院は「三つの代表」という鄧小平思想を指導方針に、党の第十六
回全国代表大会と第 16 期中央委員会第 3 回全体会議、４回全体会
議、5 回全体会議の精神と党の教育方針を徹底的に貫き、サービス
を旨に、就職を指導方向に、産学研という道を歩み、第一線で活
躍する生産、建設、管理、サービスを提供することが可能な応用
型人材を育成する。2000 年、教育部に全国初めての模範職業技術
学院候補に指定された。その後、学院は速い発展を遂げ、大きな
成果を挙げてきた。2003 年、国の 6 つの部と委員会に百の技能型
供給不足人材の養成訓練プロジェクト予備校の一つに指定され
た。

市

ハルピン

電話

82190379
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現在の在校生は 1235 人。林業を特色に、造園技術（造園・生け
花）
、車の点検・修理、インテリアデザイン、道路橋梁工学、マー
ケティング、ビジネス英語、機電一体化技術、コンピュータ科学
と技術などの専門がある。2001 年、造園技術と車の点検・修理専
門は教育部に国家高等職業学校高等専門学校教育における専門教
学改革の手本とされている。

ハルピン市

ハルピン華夏コンピュータ職業技術学院ソフトウエア学院

学校名

ハルピン華夏コンピュータ職業技術学院ソフトウエア学院

省

黒龍江

所在地

江北利民開発区学院路 9 号

電話番号

0451

ホームページ

http://www.hxci.com.cn

学校概要

ハルピン華夏コンピュータ職業技術学院ソフトウエア学院は黒
龍江省政府の批准を経て設立した独立の高等職業学校である。学
院はハルピン利民開発区大学シティの中にあり、
敷地面積 20 万㎡、
建築面積 12.03 万㎡。2008 年の在校生は 7000 人余。
現在は、ソフトウエア技術学部、デジタル技術学部、ネットワ
ーク工学学部、商業ビジネス学部、IT 技術サポートと服務教育セ
ンターがある。全部で 38 の専門、43 の専攻がある。うちのソフト
ウエア技術、コンピュータネットワーク技術という二つの専門は
国家模範ソフトウエア学院の重点建設専門である；アニメデザイ
ンと製作、広告デザインと製作、ビジネス英語などの 5 つの専門
は省レベル模範高等職業学校重点建設専門である。各専門の教育
モデル、教師陣、教学条件などが全国高等職業学校の中において
も鮮明な特色と明確な優位をもっている。ここ 2 年間、課程の完
備を加速させ、1 つの国家レベルの精品課、3 つの省レベルの精品
課、 35 の学院レベルの精品課を形成した。独自で編著した教材が
112 冊。学院の教師はみんな実践経験が豊富で、特色が鮮明である。
現在の専任教師は 265 人、高級技術者、助教授以上の教師が 68 人。
省レベルの教師の名人 1 人、業界の第一線から採用した 「双師型」
教師と双師型素質所有の教師は 186 人、専任教師の 70%以上を占め
る。校内には 200 以上の実践訓練実験室がある。ほかに、現代的
なソフトパークとアニメ人材育成基地など 8 つの大型エミュレー
ション訓練基地がある。学院では多ルートの準学士号コースから
学士号コース進学の教育と業界の資格取得のための養成訓練機会
を提供している。これによって学生の総合能力が高められた。全
国の各種コンクールで何度も素晴らしい成績を取ってきた。

その他

35 カ所国家級模範ソフトウエア職業技術学院の一つ

市
電話

ハルピン
88123888
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