國立成功大學文學院華語中心
2017 年秋季班上課時數與選修課選課規則

一、每週上課時數：
依據教育部臺文字第 0960025441 號之說明第二點：「自 97 年 9 月 1 日起，各校院華語教學
機構應要求外國學生每人每週上課時數至少 15 小時。」本中心每週上課時數為 15 小時，小班及
單班每週 15 小時課程中，包含 10 小時語言課程和 5 小時選修課程；5 小時選修課程中則須含 3
小時以上的語言選修課程(ELC)。

二、選修課內容：
本中心所提供的選修課程分為兩大類：
1. 語言選修課程(ELC)：語法、發音、成語、會話、生活詞語、唱歌學中文等課程；
2. 文化選修課程(ECC)：國畫、書法、太極拳等。
課程時間為每週 1 或 2 小時，學員可依自身語言程度與興趣選修。選修科目將視每學期實際
開課情況而做調整。

三、選修課程選課注意事項：
1. 選課時程如下表：
週次

日期

事件

第 1-2 週

2017.09.18
|
2017.09.29

旁聽所有選修課程，在「臨時選修卡」蓋章登錄

第2週

2017.09.25
|
2017.09.26

9 月 26 日下午 5:00 前，到辦公室完成選課

2. 零級、初級學生須選修必選課，請參閱當期選修課課表。
3. 選課時應考量課程難易程度，只能下修，不能上修。下修時，須先於選課時限內登記候補，如
該班人數尚有餘額，始可選修。
4. 選修課程的班級人數依課程型態調整。班級人數超過該科限定的人數時，以中文程度適合該課
程的學生優先，其次是選課時的登記順序和越級候補。
5. 選修課程中第 2 週選課人數不足 7 人者，該學期停開一期。該班學生則須改選其他課程，以免
影響上課總時數。
6. 未於選課時間登記選課者，不得參加該門課。
7. 學生每週上課以 3 門課或 5 小時為原則，欲選修 5 個小時以上的語言選修課程，需另外付費(文
化課不在此限)。如有缺席或中途退出，則仍登記為缺席時數。
8. 選修課程的缺席時數不得要求補課，並登記為缺席紀錄。請學生留意自己的出缺席情況，因此
而影響其學期成績、學期證明和簽證延長者，須自行負責。
9. 選修課程開課時間與開設科目於該學期開學前 3 天公佈在本中心網站。
10. 選修課程的成績佔學期總成績的 20%。
11. 相關辦法及未盡事宜，以本中心開課辦法為主。
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National Cheng Kung University Chinese Language Center
Regulation for the Class Hours and Elective Classes
Autumn Session, 2017

A. Class Hours
The Ministry of Education (MOE) Mandate #0960025441 states the following, “Starting
September 1st, 2008, all language institutes will require every student to enroll in 15 hours of
class per week.”
Therefore, every full-time student at the Chinese Language Center is required to enroll in
15 hours of classes per week. Students in small group and individual classes will be required to
take 5 hours of elective classes in addition to their regular 10 hour course. Within the 5 hours of
the elective class, 3 hours must be from the Elective Language Class (ELC).

B. Elective Classes
Chinese Language Center offers elective classes in two categories:
1. Elective Language Classes (ELC): Grammar, Pronunciation, Chinese Idioms,
Conversation, Vocabulary, Chinese Songs, etc.
2. Elective Cultural Classes (ECC): Chinese Painting, Calligraphy, Taichi, etc.
There are one or two hours for each class in a week. Students can select classes
according to their language levels and interests. Please note that not all classes listed here are
available every session.

C. Notice
1. Schedule
week

date

event

week 1-2

2017.09.18
|
2017.09.29

Temporary enrollment period - students may sit in on any
elective classes during this period.

week 2

2017.09.25
|
2017.09.26

Select elective classes and return the registration form to
the Language Center office before 5pm, September 26th.

2. Beginner and basic level students are required to take mandatory elective classes, please
refer to the elective class schedule.
3. It is recommended that students select elective classes appropriate for their level of study.
However, students may be permitted to enroll in lower level classes if class sizes permit.
4. Enrollment priority is according to level appropriateness followed by "first come first serve"
basis.
5. Classes may be removed at anytime if enrollment does not meet a minimum of 7 students.
6. Students may not attend classes for which they have not formally enrolled.
7. Students are required to attend 5 hours/3 subjects of elective classes per week. Additional
tuition will be charged to students who elect to attend more than the required hours of Elective
Language Classes. (Extra hours of Elective Cultural Classes won’t be charged.)
8. There will be no make-up classes provided for absences in elective classes. Absences from
elective classes may create problems when trying to apply for student visa extensions. It is
solely the students' responsibility to maintain a good attendance record.
9. The schedule and subjects of the elective classes will be shown on the CLC website 3 days
before the semester begins.
10. Elective class scores make up 20% of total scores of the semester.
11. If additional concerns occur, the final decision is made by the Chinese Language Center.
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國立成功大學文學院華語中心
2017 年秋学期授業時間数及選修課選課規則

一、每週の授業時間数：
教育部発「台文字 0960025441 号第 2 項」により、2008 年 9 月 1 日以降、各大学・学院の
中国語教育機関は、外国籍学生に各人毎週最低 15 時間の履修を求めることとしている。本セン
タ-は毎週の授業時間数を 15 時間とする。小クラス及び個人班は毎週 15 時間の課程中、10 時間
の言語課程と 5 時間の選択課程を含むものとする。5 時間の選択課程には、3 時間以上の言語系
選択科目(ELC)を含めなければならない。

二、選択科目の內容
本センターが提供する選択科目は以下の通り：
1.言語系選択科目(ELC)：文法、発音、熟語、会話、生活単語、歌って学ぶ中国語等のクラス
2.文化系選択科目(ECC)：水墨画、書道、太極拳等のクラス。
授業時間数は毎週 1 又は 2 時間、学生は自らの興味と語学レベルに合わせて履修できる。
選択科目は毎学期の授業状況を見て調整する。

三、選択科目を選定する際の注意事項：
1. 選択課目選定までのスケジュール：
週

日期

内容

第 1-2 週目

2017.09.18
|
2017.09.29

全選択科目聴講期間，担当教師に押印を受けること

第 2 週目

2017.09.25
|
2017.09.26

9 月 26 日午後 5 時までに事務室で登録すること

2. 零級と初級班の学生は必修選択科目を受けなければならない。選択科目表を参考にして選ぶ
こと。
3. 学生は科目選定時には科目の難易度を考慮しなければならない。下位レベルの科目を選ぶこ
とはできるが、上位レベルの科目を選ぶことはできない。下位レベルの課程を選ぶときは、
選定期間内に候補登録し、当該クラスの定員に余裕のある場合に限り選択できる。
4. 選択科目のクラス定員は科目内容によって調整する。クラスの人数が定員を超えた場合は、
中文レベルが適合する者を優先する。適合する者が複数いる場合は登録順、及び上級クラス
在籍者による下級レベルの授業の受講を優先する。
5. 選択科目は、第二週の選定人数が 7 人に満たないクラスはその学期は開講しない。当該クラ
スの学生は総授業時間数が不足しないよう、別の科目を選び直さなければならない。
6. 選定期間内に登録を済ませなかった者は、その授業を受けることができない。
7. 学生は 3 分野から選択し、毎週 5 時間の受講を原則とする。
5 時間以上言語系選択科目を履修することは可能だが、別途費用を納めなければならない。
なお、文化系選択科目は無料である。
欠席又は中途退出した場合は、欠席時数として扱われる。
8. 選択科目の欠席時数は補講を要求できず、欠席として記録処理される。学生は自分の出席状
況に留意されたい。これにより当該学期の成績及び諸証明、並びにビザ延長に影響があって
も責任は学生自らが負うものとする。
9. 選択科目の開講時間及び開設科目は、当該学期開講 3 日前に本センターウェブサイトにて公
開する。
10. 選択科目の成績は学期総成績の 20%とする。
11. 未決定事項の取り扱いは本センターにおいて決定する。
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