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メーファールアン大学

概要



本学について
メーファールアン大学（MFU）はASEAN地域の中
心部であるチェンライ県、大メコン圏（GMS）
への玄関口に位置し、１９９８年に国立大学と
して設立されました。大学はタイの北部とその
近隣諸国の人々の文化的ニーズに応えるため
に、現国王のご母堂シーナカリン皇太后のこの
地域への多大なる貢献をたたえ、皇太后のご愛
称「メーファー」を大学名に冠し設立されまし
た。

約20年の歴史の中で、MFUはタイでもっとも急
速に成長している高等教育機関として認識され
るに至りました。ほぼ全ての授業が英語でなさ
れ、指導法は問題ベース学習メソッドを基盤に
行われています。『公園の中の大学』のコンセ
プトのもと、MFUは毎年多くの国から多数の来
訪者を集め、大学での生活や学習においても最
良のインターネット環境を提供しています。そ
れにより、相互協力や様々なコラボレーション
も容易になり、留学生の急増にもつながってき
ました。

国際課（IAD）は、最初の照会段階、申請手続
きの支援だけでなく、在留手続きや個人的な旅
行指導まで、フレンドリーで親切なアドバイス
をしています。大切な将来の進路決定の一つの
選択肢としてMFUをご検討ください。



コスメティック科学部
ASEAN地域におけるコスメティックの研究機関の先駆
けとして、この特殊分野に興味を持つ学生にとって
理想的な学部です。すべてのプログラムは、コスメ
ティック業界での活躍を希望する学生のために、高
度な科学的知識だけでなく、科学的スキルを会得す
るために設立されています。
学部プログラム（学科）    
	 B；学士　　M；修士　　D/PhD；博士

•	B.Sc.	美容技術学科
•	B.Sc.	コスメティック科学学科

修士・博士課程
•	M.Sc.&	Ph.D.	コスメティック科学

歯学部
知識、自己開発、能力だけでなく、医学・歯学を志
す人間に適した精神の育成を目指し、技能的にも精
神的にも熟練した卒業生を送り出すよう努めていま
す。
修士・博士課程

•	D.D.S.	歯科医学（タイ市民のみ）

アンチエイジング再生医療学部
この分野の研究と技術をタイに確立する事を目標
に、患者に対する医療のため学生の研究のために、
最もハイテクで高度な機器を使用しています。本学
は近いうちにこの分野において世界的リーダーの一
員になることを確信しています。
修士、博士課程

•	M.Sc.&	Ph.D.	アンチエイジング再生医療学
•	M.Sc.&	Ph.D.	アンチエイジング再生理学
•	M.Sc.&	Ph.D.	皮膚科

授業はバンコク、
アソーク通りのMFU病院で行います。

学部およびプログラム（学科）

農産業学部
ASEAN地域における農産業の中心としてのビジョンを
持って、質の高い教育と研究を提供し、農産業の発
展をを維持するするために責任を感じる職業倫理と
有能な農産業技術者の育成に努め、知識と技能の継
続的な拡大を通じて、専門的能力を強化します。
学部プログラム（学科）    
	 B；学士　　M；修士　　D/PhD；博士

•	B.Sc.	食料技術学科
•	B.Sc.	農産物生産加工技術および管理学科

修士・博士課程
•	M.Sc.&	Ph.D.	食料技術

•	M.Sc.	農業生産技術および管理学



教養学部
本学部は人文学、言語学を学ぶために必要な学問的
資質の開発と国際感覚の向上を目指しています。タ
イ語および外国語教授の中心としての役割を担って
おり、幅広い教養や語学に必要な専門知識を得るに
は最良の場です。	
学部プログラム（学科）    
	 B；学士　　M；修士　　D/Ph.D；博士

•	B.A.	英語科
•	B.A.	タイ語・タイ文化学科

修士・博士課程
•	M.A.&	Ph.D.	専門能力開発のための英語 
											（国際プログラム）

情報技術学部
MFUが急速な発展を遂げる中、さまざまな輝かしい賞
を受賞した本学部は質の高い卒業生と世界的研究者
の育成と輩出を目指しています。本学部は、世界的
に認められたＩＴ産業の先駆者改革者たちのガイダ
ンスのもとに、熱心なＩＴ実務家により開発された
ハイエンドでユニーク且つ多次元なプログラムを提
供しています。
学部プログラム（学科）	    
	 B；学士　　M；修士　　D/Ph.D；博士

•	B.Eng.	コンピュータ工学科
•	B.Eng.	情報通信工学科
•	B.Sc.		コンピュータ・サイエンス学科
•	B.Sc.		情報技術工学科
•	B.Sc.		マルチメディア技術およびアニメーシ		

											ョン学科
•	B.Sc.		ソフトウェア工学科

法学部
GMSにおいて最新で最良の実践志向の法学部と目され
る本学部は、インターディシプリナリー・アプロー
チ（多職種協働チームアプローチ）による指導で、
道徳的原則と法的正義と職業的倫理をしっかりと信
じ、理論的にも実践的にも法律的専門知識を持つ学
識人を育てることを目指しています。
学部プログラム（学科）    
	 B；学士　　M；修士　　D/Ph.D；博士

•	LL.B.		法学科（要タイ語堪能）
修士・博士課程

•	M.A.&	Ph.D.	法学（要タイ語堪能）

健康科学部
国際基準を上回る教育・実習・研究を継続すること
で、高い専門的知識と同時に倫理的素養を兼ね備え
た卒業生を送り出せるよう努めています。最も近代
的な技術と伝統的な知識や地元の卓越した知恵を組
み合わせた教育プログラムを推進しています。
学部プログラム（学科）    
	 B；学士　　M；修士　　D/PhD；博士

•	B.ATM.	応用タイ伝統医学科（要タイ語堪能）
•	B.CM.		中国伝統医学科
•	B.PT.		自然療法学科（要タイ語堪能）
•	B.P.H.	社会健康学科
•	B.Sc.		環境健康学科
•	B.Sc.		労働安全健康学科
•	B.Sc.		スポーツ健康科学科

修士・博士課程
•	M.Sc.		社会健康学	

修士・博士課程
•	M.Eng.&	Ph.D.	コンピュータ工学
•	M.Sc.	情報技術



看護学部
本学部は質の高い看護士を養成すると、国内的にも
国際的にも認められた看護学術機関です。そして、
タイ国内およびGMS北部地域の看護と介護医療関係者
の教育センターとして社会の健康を先導する機関の
役割をも担っています。
認証プログラム	

•	修了書	実践的看護（タイ市民のみ）
学部プログラム（学科）	    
	 B；学士　　M；修士　　D/Ph.D；博士

•	B.S.N.	看護学科（タイ市民のみ）

科学部
本学部は、科学技術や国際的な見地に秀でるように
常に努めるという考えのもと、高水準な教育を実施
し、科学、テクノロジー、経済、社会、環境の継続
的な発展促進のために、緻密で客観的な視野を備え
た科学者の育成を目指しています。
学部プログラム（学科）    
	 B；学士　　M；修士　　D/Ph.D；博士

•	B.Sc.	応用化学科
•	B.Sc.	バイオサイエンス学科
•	B.Eng.マテリアルエンジニアリング学科

修士・博士課程
•	M.Sc.&	Ph.D.	応用科学
•	M.Sc.&	Ph.D.	バイオサイエンス
•	M.Sc.&	Ph.D.	バイオテクノロジー
•	M.Sc.&	Ph.D.	コンピューテイショナルサイ 
													エンス

•	M.Sc.&	Ph.D.	マテリアルサイエンス

医学部
本学部は特に地域医療に貢献する医師を育成するこ
と目的に設立されました。患者と家族そしてその地
域社会に根ざし、医学的視野だけでなく行動科学
的、社会科学的な視野を併せ持ちながら、患者の治
療と生活の質の向上に専念する医師の育成を目指し
ています。
修士・博士課程

•	M.D.	医学（タイ市民のみ）

経営学部

本学部は、ビジネス産業界において現在急成長を遂
げているASEAN地域とタイ国政府また地域とをつなぐ
それぞれの部門、分野に熟練した卒業生を送り出す
ことを目的に、広範かつ多様なコースを設けたビジ
ネススクールの一つです。近代的教育方法と多数の
協力パートナー機関との相互交流研修の機会を多く
持てることが本学部の最大の特徴です。
学部プログラム（学科）    
	 B；学士　　M；修士　　D/Ph.D；博士

•	B.Acc.		経理学科
•	B.B.A.		航空ビジネス学科

	 -	航空サービス
	 -	航空輸送事業
	 -	航空オペレーション

•	B.B.A.		経営管理学科
•	B.B.A.		サービス産業経営学科
•	B.B.A.		物流管理経営学科
•	B.B.A.		観光学科
•	B.Econ.	経済学科

修士・博士課程
•	M.B.A.&	Ph.D.		経営管理
•	M.B.A.			 			物流管理経営



中国学研究学部
本学部は、中国学のあらゆる側面に対して充分な根
拠のある理解をもって、中国文化、経済、社会、政
治、国際関係等の関連分野において、学術的に秀で
た知識と中国語能力を持つ人材の育成を目指してい
ます。
学部プログラム（学科）    
	 B；学士　　M；修士　　D/Ph.D；博士

•	B.A.		ビジネス中国語学科
•	B.A.		中国語・中国文化学科
•	B.A.		中国学研究学科（政策と戦略を中心に）
•	B.Ed.	中国語教育学科（５年コース）

修士・博士課程
•	M.A.		中タイ翻訳・通訳	

									（*中国人以外）
									（**要タイ語中国語堪能）

•	M.A.		外国語としての中国語教育

ソーシャル・イノベーション学部

本学部は、世界の国や地域の発展状況を考えなが
ら、世界的な社会問題や開発途上のプロジェクトと
ビジネスに立ち向かうことができる人材の育成を目
指しています。本学部は、社会の発展の障害となる
ものの解決策を見い出し、学生が多様な文化と経験
を通して直接アクセスできるようにしています。
学部プログラム（学科）    
	 B；学士　　M；修士　　D/Ph.D；博士

•	B.A.	国際開発学科

入学申し込み方法
1.プログラムを選択
•  興味のあるプログラム（学科）
		を選択してください。

4.MFUキャンパスに到着
•  留学生は、科目登録の１週間前に到着しなけ
		ればなりません。

3.約4週間以内に本学から確認電話
		またはメールが送信されます。

5.科目登録

2.申込書を提出
•  申請書はウェブサイトからダウンロードすることが
		できます。
•  フォームに必要事項を記入し、その後、
		下記の住所に提出してください。
					住所：			International Affairs Division (IAD)

Mae Fah Luang University
333 Moo 1, Thasud, Muang 
Chiang Rai 57100 Thailand

         	メール：	inter@mfu.ac.th     Fax: +66 (0) 5391 6023

•  インタビューは電話またはSkypeの
　ビデオ通話によって行います。
•  他の文書が必要になることがあります。
		その場合は、更なる通知が送　信されます。
•  合格の場合は受諾パッケージで正式な合格通知と
		必要なビザの請求文書が届きます。

• レジストラオフィス（登録課）
		に必要な書類の原本を提出してください。
• 全料金はタイバーツ通貨で支払わなければなり
ません。その後、公式にMFUの学生となります。



MAE FAH LUANG UNIVERSITY
Application for Admission

Bachelor’s Degree Master’s Degree Doctoral Degree

1. APPLICANT INFORMATION

First Name
Middle Name
Last Name
Passport Number Place of Issue
Date of Issue Date Month Year

/ / Expiration Date Date Month Year

/ /

2. PERSONAL DETAILS Male Female

Nationality Religion

Place of Birth Date of Birth
Date Month Year

/ /
Age Blood Group

(a) Address

Permanent Address

Postal Code
Telephone (Home) Telephone (Mobile)
Fax Email

(b) Current address used for postage (if different from permanent address)

Current Address

Postal Code
Telephone (Home) Telephone (Mobile)
Fax Email

(c) Contact person (in case of emergency)

Name Telephone

Attach 
photo 
here 

(size 1”) 

Application No:   



3. EDUCATIONAL BACKGROUND

3.1 List all schools or colleges you are currently attending or have previously attended beginning with the most recent.

NAME OF SCHOOL, 
COLLEGE, UNIVERSITY

CITY & COUNTRY START DATE FINISHED DATE G.P.A. AWARD GRANTED

***Please Note: If you are applying as a transfer student, please add all course descriptions of the courses you would like to be transferred as an 
attachment to the application, so they may be reviewed by the appropriate departments.

Name and Description of Previous Awards or Scholarships Date Received

Name and Description of Previous Extra-Curricular Activities Date Attended

*** Please add additional sheets of paper as an attachment to the application to the application if space is insufficient.

3.2 English Language Proficiency Test

English Proficiency Tests Best Scores Date Taken

TOEFL

IELTS

Other.............................

*** If you do not have English Proficiency Test results, an Intensive English Course at Mae Fah Luang University is required.
3.3 Details of Language Abilities

Language
Level of Proficiency (Excellent, Good, Fair)

Listening Speaking Reading Writing

Native English Speaker Native Chinese Speaker



4. PROPOSED PROGRAMME OF STUDY
(Example: School of Management, Bachelor of Business Administration in Tourism Management)

School of

Bachelor of in

Master of in

Doctor of in

Proposed starting date of study

5. PARENT OR GUARDIAN INFORMATIONS

/ /
Date Month Year

(a) Primary Guardian

First Name Last Name

Current Occupation Title

Employer/Company

Home Address

Telephone Email

(b) Secondary Guardian

First Name Last Name

Current Occupation Title

Employer/Company

Home Address

Telephone Email

Sources of financial support during your period of study:
Parent/Guardian………………… Scholarship/Grant (name)…………………………           Other........................................



6. SUPPORTING DOCUMENTS (In English)
Only one copy of each document is required. All documents should be in English or have a certified translation. Originals of documents 
should not be sent. Tick boxes where appropriate.

Enclosed

A completed application form

A single 1-inch photograph

A copy of original Passport

Academic Transcripts from high school level and above

Graduation Certificates from high school level and above

English proficiency score report (TOEFL, IELTS) if any 

Doctor’s Medical Report (certification)

Other (please list).........................................................

I certify all of the above given information and statements to be true and correct.
* Application Fee (300 THB paid upon registration)

How did you hear about Mae Fah Luang University?

Applicant’s signature ...................................................................
/ /

Date Month Year

Online Embassy University

MFU Newsletter From a Friend Other ..................................

Send the completed application form to the International Student Office by post, fax, or email to one of the addresses listed below:

Address: International Student Office
International Affairs Division 
Mae Fah Luang University
Chiang Rai 57100 Thailand
Tel:         +66 (0) 5391 6024  
Fax: +66 (0) 5391 6023
E-mail: inter@mfu.ac.th
Web:          www.mfu.ac.th
Facebook: facebook.com/inter.mfu

Recommendation Letter

(For Master's/Doctoral Degree)

Working Experience Letter

(For Master's/Doctoral Degree)

Publications if any

(For Master's/Doctoral Degree)

Education Exhibition at ...........................



学士号必要条件

    • 高校の卒業証明書または教育省によって認定さ
れた高校卒業と同等の資格証明書

    • 英語の必要条件：
								o	TOEFL（ペーパーベース）	 	450		
								o	TOEFL（インターネットベース）			32	
								o	IELTS（アカデミックモジュール）4.5	
    条件：
								a.英語能力の要件を満たしていない学生
は、本校入学後Intensive	Englishに登録し受講し
なければなりません。
								b.英語能力の要件を満たしている学生は、
本校入学後Upper	Intensive	Englishに登録し受講
します。
								c.高校卒業後少なくとも３年間以上、英語
で授業を行なう教育機関からの学生は、本校入学後
Upper	Intensive	Englishに登録し受講します。
								d.ネイティブスピーカーの学生は、本校
入学後Upper	Intensive	Englishに登録し受講しま
す。
								e.上記の要件以外の英語能力を提出要件と
した学生は教養学部での承認が必要となります。

    • 中国語能力要件（中国語専攻の学生のみ）
	 o	HSK	Level	3
    条件：
								a.中国語能力の要件を満たしていない学生
は、本校入学後Intensive	Chineseに登録し受講し
なければなりません。
								b.中国語能力の要件を満たしている学生
は、本校入学後Upper	Intensive	Chinese	に登録し
受講します。

修士号必要条件

    • 認定された大学の学士号または学士号と同等の
学位を有し、そのGPAが2.5以上であること。
    • 英語の必要条件：
								o	TOEFL（ペーパーベース）				450-500		
								o	TOEFL（コンピュータベース）133-173		
								o	TOEFL（インターネットベース）			45		
								o	IELTS（アカデミックモジュール）5.5		
								o	MFU-TEP		 	 	 		55	
    条件： 
	 a.選択するプログラムによって異なる場合
										があります。	
	 b.スコアは2年間有効です。

博士号必要条件

    • 認定された大学の修士号または修士号と同等の
学位、または関連分野での特別優等学士号を有し、
そのGPAが3.25以上であること。
    • 英語の必要条件：
								o	TOEFL（ペーパーベース）				450-500		
								o	TOEFL（コンピュータベース）133-173		
								o	TOEFL（インターネットベース）			45		
								o	IELTS（アカデミックモジュール）5.5		
								o	MFU-TEP		 	 	 		55	
   	条件： 
	 a.選択するプログラムによって異なる場合
										があります。	
	 b.スコアは2年間有効です。

入学要件



およその料金
授業料
   - 学期毎の学部学生の授業料
   - 学期毎の卒業生の授業料  

その他の経費（学部生）
   - 申込金
   - 集中英語/上級集中英語プログラム
   - 集中中国語/上級集中中国語プログラム
   - 学期ごとのキャンパス内学生寮（4人部屋）
   - 損害保険（卒業後に）
   - 学期毎 
   - キャンパスプログラムの生活
   - 新入生パッケージ
   - 健康保険（年次
   - MFU病院での健康診断
   - 銀行口座と新入生IDカード料金（ATMカード）

その他の経費（卒業生）
   - 申込金
   - 登録料
   - 月曜から金曜日のプログラムに対する損害保険 
    （卒業後に払い戻し可能）
   - 一般メンテナンス（1年毎)
   - 健康保険（1年毎）
   - 銀行口座と新入生IDカード料金（ATMカード） 

注： * 1米ドル＝32バーツ　変更の可能性あり
     予告なしに授業料を変更することもあります。あらかじめご了承ください。

大学の年間予定

タイバーツ

26,000 -  78,000
25,000 - 143,000

300
4,000
3,600
4,000
2,000

800
2,200
1,000
2,100

500
200

300
2,000
5,000

300
2,300

200

米ドル	*

813 - 2,438
782 -  4,469

10
125
113
125
63
25
69
32
66
16
7

10
63

157

10
72

7

前期

        • 学期開始       8月中旬

        • 学期終了    12月中旬

前期

        • 学期開始           1月上旬

        • 学期終了    5月下旬      
サマ－セッション

        • 学期開始            6月上旬

        • 学期終了    7月下旬

必要経費



MFU病院
現代的な各医局に加え中国医療の医局をも併設し、学

内の救急、診断、治療、歯科、皮膚科および総合的な

保健医療サービスを提供しています。

宿泊施設
すべての留学生に最初の年に学内の寮（４人部屋）を

提供します。

交通
キャンパス内は無料の公共交通機関としてEVT（電気

車両バス）を運行しています。町や他の場所へ移動す

るタクシーやミニバスが便利に利用できます。

スポーツ施設
•	屋内競技場とスポーツセンター
•	ジム
•	バスケットコート
•	バドミントンコート
•	陸上競技場
•	テニスコート
•	オリンピック仕様プール
•	フィットネスパーク
•	ランニングトレイル
•	サイクリングトラック



リサーチセンター 

• 天然製品のイノベーションのセンター
• 真菌研究のセンター
• 山岳部族の健康研究（CEHR）のセンター
• ビジネス経済学とロジスティクス研究エクセレンス
  センター（BE-Logist）

研究グループ 

• グリーン化粧品技術
• ファイトコスメティックおよびコスメシューティカル
•  エネルギー原料および環境研究グループ（MEE）

研究ユニット 

• 収穫後技術部門（UP-T）
• 保険研究ユニットの内臓マイクロバイオーム

スペシャルユニット 

• 地域社会イノベーション研究センター（Ab-SIRC）
• 国境経済と物流研究（O-BELS）のオフィス
• お茶の研究所

アカデミックジャーナル

• MFUコネクション（人文社会科学ジャーナル）
• 食品科学・農業技術ジャーナル（JFAT）
• バカナ語学・言語学ジャーナル
• 植物病理学および検疫
• 環境・応用菌の最新研究



MFU

Myanmar

China
(Yunnan)

Vietnam

Thailand

Cambodia

Lao 
PDR

Malaysia

Singapore

Brunei Darussalam

Philippines

Indonesia

公園の中の大学
GMSへの玄関口
ASEANの中心地



International Affairs Division
Mae Fah Luang University

Chiang Rai 57100 Thailand
Tel:  +66 (0) 5391 6024
Fax: +66 (0) 5391 6023

www.mfu.ac.th
inter@mfu.ac.th
facebook.com/inter.mfu

将来のため
にあなたを
グルーミング


