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「双一流」学科構築リスト 

（学校コード番号順） 

北京大学： 哲学、理論経済学、応用経済学、法学、政治学、社会学、マルクス主義

理論、心理学、中国言語文学、外国語文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理

学、化学、地理学、地球物理学、地質学、生物学、生態学、統計学、力学、材料科

学・エンジニアリング、電子科学・技術、制御科学・エンジニアリング、コンピューター

科学・技術、環境科学・エンジニアリング、ソフトウェアエンジニアリング、基礎医学、

臨床医学、口腔医学、公共衛生・予防医学、薬学、看護学、芸術学理論、現代言語

学、言語学、機械・航空宇宙・製造エンジニアリング、商業・管理、社会政策・管理 

中国人民大学： 哲学、理論経済学、応用経済学、法学、政治学、社会学、マルクス

主義理論、ジャーナリズム・コミュニケーション学、中国史、統計学、経営管理、農林

経済管理、公共管理、図書情報・公文書管理 

清華大学： 法学、政治学、マルクス主義理論、数学、物理学、化学、生物学、力学、

機械エンジニアリング、計器科学・技術、材料科学・エンジニアリング、動力エンジニ

アリング・エンジニアリング熱物理、電気エンジニアリング、情報・通信エンジニアリン

グ、制御科学・エンジニアリング、コンピューター科学・技術、建築学、土木エンジニ

アリング、水利エンジニアリング、化学エンジニアリング・技術、核科学・技術、環境

科学・エンジニアリング、生物医学エンジニアリング、都市・農村計画学、風景造園

学、ソフトウェアエンジニアリング、管理科学・エンジニアリング、経営管理、公共管

理、設計学、会計・金融、経済学・計量経済学、統計学・オペレーションズ・リサーチ

学、現代言語学 

注： 1.（自定）の表示がない学科は、「双一流」構築専門家委員会が確定した基準に基づいて認定された学科。 

2. （自定）の表示がある学科は、「双一流」構築専門家委員会の提案に基づいて、大学が自主的に決めた学科。 

3.大学構築プランにおいて自主的に学科を構築する場合、専門家委員会に提案を求め、修正した後、大学が発表する。 
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北京交通大学： システム科学 

北京工業大学： 土木エンジニアリング（自定） 

北京航空航天大学： 力学、計器科学・技術、材料科学・エンジニアリング、制御科

学・エンジニアリング、コンピューター科学・技術、航空・宇宙飛行科学・技術、ソフト

ウェアエンジニアリング 

北京理工大学： 材料科学・エンジニアリング、制御科学・エンジニアリング、兵器科

学・技術 

北京科技大学： 科学技術史、材料科学・エンジニアリング、冶金エンジニアリング、

鉱業エンジニアリング 

北京化工大学： 化学エンジニアリング・技術（自定） 

北京郵電大学： 情報・通信エンジニアリング、コンピューター科学・技術 

中国農業大学： 生物学、農業エンジニアリング、食品科学・エンジニアリング、作物

学、農業資源・環境、植物保護、畜産学、獣医学、草学 

北京林業大学： 風景造園学、林学 

北京協和医学院： 生物学、生物医学エンジニアリング、臨床医学、薬学 

北京中医薬大学： 中医学、中西医結合、中薬学 

北京師範大学： 教育学、心理学、中国言語文学、中国史、数学、地理学、システム

科学、生態学、環境科学・エンジニアリング、戲劇・映画・テレビ学、言語学 
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首都師範大学： 数学 

北京外国語大学： 外国言語文学 

中国伝媒大学： ジャーナリズム・コミュニケーション学、戲劇・映画・テレビ学 

中央財経大学： 応用経済学 

対外経済貿易大学： 応用経済学（自定） 

外交学院： 政治学（自定） 

中国人民公安大学： 公安学（自定） 

北京体育大学： 体育学 

中央音楽学院： 音楽・舞踊学 

中国音楽学院： 音楽・舞踊学（自定） 

中央美術学院： 美術学、設計学 

中央戲劇学院： 戲劇・映画・テレビ学 

中央民族大学： 民族学 

中国政法大学： 法学 

南開大学： 世界史、数学、化学、統計学、材料科学・エンジニアリング 

天津大学： 化学、材料科学・エンジニアリング、化学エンジニアリング・技術、管理

科学・エンジニアリング 
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天津工業大学： 紡績科学・エンジニアリング 

天津医科大学： 臨床医学（自定） 

天津中医薬大学： 中薬学 

華北電力大学： 電気エンジニアリング（自定） 

河北工業大学： 電気エンジニアリング（自定） 

太原理工大学： 化学エンジニアリング・技術（自定） 

内蒙古（モンゴル）大学： 生物学（自定） 

遼寧大学： 応用経済学（自定） 

大連理工大学： 化学、エンジニアリング 

東北大学： 制御科学・エンジニアリング 

大連海事大学： 交通運輸エンジニアリング（自定） 

吉林大学： 考古学、数学、物理学、化学、材料科学・エンジニアリング 

延辺大学： 外国語文学（自定） 

東北師範大学： マルクス主義理論、世界史、数学、化学、統計学、材料科学・エン

ジニアリング 

哈爾濱(ハルビン) 工業大学： 力学、機械エンジニアリング、材料科学・エンジニア

リング、制御科学・エンジニアリング、コンピューター科学・技術、土木エンジニアリン
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グ、環境科学・エンジニアリング 

哈爾濱工程大学： 船舶・海洋エンジニアリング 

東北農業大学： 畜産学（自定） 

東北林業大学： 林業エンジニアリング、林学 

復旦大学： 哲学、政治学、中国言語文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、

生態学、材料科学・エンジニアリング、環境科学・エンジニアリング、基礎医学、臨床

医学、中西医結合、薬学、機械・航空・宇宙飛行・製造エンジニアリング、現代言語

学 

同済大学： 建築学、土木エンジニアリング、測量・製図科学・技術、環境科学・エン

ジニアリング、都市・農村計画学、風景造園学、芸術・設計 

上海交通大学： 数学、化学、生物学、機械エンジニアリング、材料科学・エンジニア

リング、情報・通信エンジニアリング、制御科学・エンジニアリング、コンピューター科

学・技術、土木エンジニアリング、化学エンジニアリング・技術、船舶・海洋エンジニ

アリング、基礎医学、臨床医学、口腔医学、薬学、電子電気エンジニアリング、商

業・管理 

華東理工大学： 化学、材料科学・エンジニアリング、化学エンジニアリング・技術 

東華大学： 紡績科学・エンジニアリング 

上海海洋大学： 水産 

上海中医薬大学： 中医学、中薬学 
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華東師範大学： 教育学、生態学、統計学 

上海外国語大学： 外国語文学 

上海財経大学： 統計学 

上海体育学院： 体育学 

上海音楽学院： 音楽・舞踊学 

上海大学： 機械エンジニアリング（自定） 

南京大学： 哲学、中国言語文学、外国言語文学、物理学、化学、天文学、大気科

学、地質学、生物学、材料科学・エンジニアリング、コンピューター科学・技術、化学

エンジニアリング・技術、鉱業エンジニアリング、環境科学・エンジニアリング、図書

情報・公文書管理 

蘇州大学： 材料科学・エンジニアリング（自定） 

東南大学： 材料科学・エンジニアリング、電子科学・技術、情報・通信エンジニアリ

ング、制御科学・エンジニアリング、コンピューター科学・技術、建築学、土木エンジ

ニアリング、交通運輸エンジニアリング、生物医学エンジニアリング、風景造園学、

芸術学理論 

南京航空航天大学： 力学 

南京理工大学： 兵器科学・技術 

中国鉱業大学： 安全科学・エンジニアリング、鉱業エンジニアリング 
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南京郵電大学： 電子科学・技術 

河海大学： 水利エンジニアリング、環境科学・エンジニアリング 

江南大学： 軽工業技術・エンジニアリング、食品科学・エンジニアリング 

南京林業大学： 林業エンジニアリング 

南京情報エンジニアリング大学： 大気科学 

南京農業大学： 作物学、農業資源・環境 

南京中医薬大学： 中薬学 

中国薬科大学： 中薬学 

南京師範大学： 地理学 

浙江大学： 化学、生物学、生態学、機械エンジニアリング、光学エンジニアリング、

材料科学・エンジニアリング、電気エンジニアリング、制御科学・エンジニアリング、コ

ンピューター科学・技術、農業エンジニアリング、環境科学・エンジニアリング、ソフト

ウェアエンジニアリング、園芸学、植物保護、基礎医学、薬学、管理科学・エンジニア

リング、農林経済管理 

中国美術学院： 美術学 

安徽大学： 材料科学・エンジニアリング（自定） 

中国科学技術大学： 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技

術史、材料科学・エンジニアリング、コンピューター科学・技術、核科学・技術、安全
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科学・エンジニアリング 

合肥工業大学： 管理科学・エンジニアリング（自定） 

厦門（アモイ）大学： 化学、海洋科学、生物学、生態学、統計学 

福州大学： 化学（自定） 

南昌大学： 材料科学・エンジニアリング 

山東大学： 数学、化学 

中国海洋大学： 海洋科学、水産 

中国石油大学（華東）： 石油・天然気エンジニアリング、地質資源・地質エンジニア

リング 

鄭州大学： 臨床医学（自定）、材料科学・エンジニアリング（自定）、化学（自定） 

河南大学： 生物学 

武漢大学： 理論経済学、法学、マルクス主義理論、化学、地球物理学、生物学、測

量・製図科学・技術、鉱業エンジニアリング、口腔医学、図書情報・公文書管理 

華中科技大学： 機械エンジニアリング、光学エンジニアリング、材料科学・エンジニ

アリング、動力エンジニアリング・エンジニアリング熱物理、電気エンジニアリング、コ

ンピューター科学・技術、基礎医学、公共衛生・予防医学 

中国地質大学（武漢）： 地質学、地質資源・地質エンジニアリング 

武漢理工大学： 材料科学・エンジニアリング 
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華中農業大学： 生物学、園芸学、畜産学、獣医学、農林経済管理 

華中師範大学： 政治学、中国言語文学 

中南財経政法大学： 法学（自定） 

湖南大学： 化学、機械エンジニアリング 

中南大学： 数学、材料科学・エンジニアリング、冶金エンジニアリング、鉱業エンジ

ニアリング 

湖南師範大学： 外国言語文学（自定） 

中山大学： 哲学、数学、化学、生物学、生態学、材料科学・エンジニアリング、電子

科学・技術、基礎医学、臨床医学、薬学、経営管理 

暨南大学： 薬学（自定） 

華南理工大学： 化学、材料科学・エンジニアリング、軽工業技術・エンジニアリング、

農学 

広州中医薬大学： 中医学 

華南師範大学： 物理学 

海南大学： 作物学（自定） 

広西大学： 土木エンジニアリング（自定） 

四川大学： 数学、化学、材料科学・エンジニアリング、基礎医学、口腔医学、看護

学 
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重慶大学： 機械エンジニアリング（自定）、電気エンジニアリング（自定）、土木エン

ジニアリング（自定） 

西南交通大学： 交通運輸エンジニアリング 

電子科技大学： 電子科学・技術、情報・通信エンジニアリング 

西南石油大学： 石油・天然気エンジニアリング 

成都理工大学： 地質学 

四川農業大学： 作物学（自定） 

成都中医薬大学： 中薬学 

西南大学： 生物学 

西南財経大学： 応用経済学（自定） 

貴州大学： 植物保護（自定） 

雲南大学： 民族学、生態学 

西藏大学： 生態学（自定） 

西北大学： 地質学 

西安交通大学： 力学、機械エンジニアリング、材料科学・エンジニアリング、動力エ

ンジニアリング・エンジニアリング熱物理、電気エンジニアリング、情報・通信エンジ

ニアリング、管理科学・エンジニアリング、経営管理 
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西北工業大学： 機械エンジニアリング、材料科学・エンジニアリング 

西安電子科技大学： 情報・通信エンジニアリング、コンピューター科学・技術 

長安大学： 交通運輸エンジニアリング（自定） 

西北農林科技大学： 農学 

陝西師範大学： 中国言語文学（自定） 

蘭州大学： 化学、大気科学、生態学、草学 

青海大学： 生態学（自定） 

寧夏大学： 化学エンジニアリング・技術（自定） 

新疆大学： マルクス主義理論（自定）、化学（自定）、コンピューター科学・技術（自

定） 

石河子大学： 化学エンジニアリング・技術（自定） 

中国鉱業大学（北京）： 安全科学・エンジニアリング、鉱業エンジニアリング 

中国石油大学（北京）： 石油・天然ガスエンジニアリング、地質資源・地質エンジニ

アリング 

中国地質大学（北京）： 地質学、地質資源・地質エンジニアリング 

寧波大学： 力学 

中国科学院大学： 化学、材料科学・エンジニアリング 
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国防科技大学： 情報・通信エンジニアリング、コンピューター科学・技術、航空宇宙

飛行科学・技術、ソフトウェアエンジニアリング、管理科学・エンジニアリング 

第二軍医大学： 基礎医学 

第四軍医大学： 臨床医学（自定） 


