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大连理工大学国际化基金资助海外访问学者邀请项目 

大连理工大学教师可以邀请不低于我校国际排名（例如大学或学

科世界排名前 200 名，参考 QS，THE,US News, ARWU）的世界知

名大学及研究机构的副教授及以上人员（或同等职称），或邀请大学或

学科在申请当年世界排名前 10 名机构的助理教授，在大连理工大学国

际化基金的资助下来校开展教学或科研合作工作。要求海外学者身体

健康且年龄原则上不超过 67 周岁。 

一. 申报书中须明确授课内容（授课类访问学者）或学术交流任务

（学术类访问学者），在访问学者的邀请协议中须明确要求如下： 

（一）授课类访问学者以从事教学为主，合作周期最长不超过3年，

具体时间由与我校开展合作的学部（学院）决定，每年来校授课一个月

以上、四个月以内，其中每年来校授课 1-2 个月（含）需承担 32 学时

课程，2-4 个月需要承担 64 学时课程。 

（二）学术类访问学者以学术交流为主，一个项目合作周期为三年。

在一个项目周期内，访问学者在校交流时间不少于四周，本基金资助期

限不超过 90 天（超出期限部分的支出，可由其他经费补充配套），在

一个合作周期内，须完成： 

1. 联合发表高水平的学术论文，三年内不少于 3 篇； 

2. 至少完成以下五项工作中的两项： 

（1）成功推荐至少一名留学生在大连理工大学攻读博士学位或进

入博士后流动站； 

（2）成功推荐或接收一名大连理工大学学生赴海外攻读博士学位； 

（3）成功推荐至少一名留学生在大连理工大学进行为期不少于三

个月的交流学习； 



（4）成功推荐或接收至少一名大连理工大学学生赴海外进行为期

不少于三个月的交流学习； 

（5）成功推荐至少一名博士后进入我校博士后流动站进行工作。 

二. 有关待遇如下： 

（一）每年提供一次专家于其居留国（地）往返大连的国际旅费（经

济舱），亚洲国家（地区）不超过 0.5 万元，其他国家不超过 1 万元； 

（二）依据专家所在国（地）标准依据，支付专家在大连出差期间

的生活津贴； 

（三）免费提供访问学者公寓，或给予专家住宿补贴（现行标准每

日 80 元）。 

三. 海外访问学者邀请项目协议期为三年，大连理工大学的项目负

责人在项目第三年报销前向学校提交总结报告，如未及时提交或提交

时未完成工作量，将停止该项目第三年的经费报销；其他项目申请书、

总结书各提交一份。各类申请书和总结书的纸质版和电子版报送国际

合作与交流处。 

四. 对来自世界一流大学及研究机构（学校或学科当年世界排名

20 名及以内）的访问学者，或诺贝尔奖获得者、国家科学院和工程院

院士、世界著名学术杂志主编或副主编等，由校内合作者提出申请，国

际合作与交流处可安排一次外事接待。  

  



大連理工大学国際化基金支援海外訪問学者招請プロジェクト 

大連理工大学では国際化基金による支援を通して、弊校と同水

準（世界 Top 200内にランキング入り，QS，THE,US News, ARWU）

或は其以上の世界名門大学/研究機関の教授・准教授（或は相当する）、

或は世界 Top 10 にランキング入りしている大学/学科所属のアシス

タント・プロフェッサーを招請し、国内外協同教学、科学研究作業を

実施しております。    

海外学者は身体健康であることが前提であり、年齢制限に関し

ては、原則上 67歳を最大限としています。 

一、申請書内では講義内容（講義類訪問学者）或は学術交流任務

（学術類訪問学者）を明確に記載しなければなりません。また、訪問

学者の招請協定書では以下の数点を明確に記載しなければなりませ

ん。 

（一）講義類訪問学者の主な任務は教学であり、協同プロジェクト

における期限は 3 年であり、具体的な講義時間は弊校内において協

同プロジェクトを実施している学部（学院）によって決められます。

年内における来校講義期限は 1～4 ヶ月となります。なお、年内にお

ける来校講義期間が 1～2 ヶ月（2 ヶ月含め）である際は、合計 32 の

授業時間が必要となり、来校講義期間が 2～4 ヶ月である際は、合計

64 の授業時間が必要となります。 

（二）学術類訪問学者の主な任務は学術交流であり、1つのプロジ

ェクトにおける期限は 3年であります。1つのプロジェクトの期限内

における来校学術交流期限は 4週から 90日までとなります。（期限



オーバーの際、その部分における支出に関しては、その他の経費から

補充されることとなります）。1 つのプロジェクト期間内において、

以下の条件を満たさなければなりません。 

1．三年内、高水準の学術刊行物において最低 3 篇の論文を共同

発表； 

2．以下の 5 項のうちの 2 項を満たすこと 

（1）最低限 1 名の留学生を大連理工大学の博士課程或は博士研究

員（ポストドクター）に送り出すこと； 

（2）大連理工大学所属の学生 1 名を海外の大学の博士課程に送り

出すこと； 

（3）大連理工大学に最低限 1 名の留学生を交流生として送り出す

こと、交流学習期間の最低限は 3 ヶ月； 

（4）大連理工大学所属の学生を交流生として海外の大学に送り出

すこと、交流学習期間の最低限は 3 ヶ月； 

（5）最低限 1名の博士研究員（ポストドクター）を弊校の博士研

究機構に送り出すこと。 

二、待遇 

（一）専門家の所在国と大連間の往復航空券代（ビジネスクラス）

を年内に 1度負担します。なお、アジア国家（地域）に関しては、0.5

万元が最大限であり、その他の国家の場合に関しては、1万元が最大

限となります。 

（二）専門家の所在国の生活収入標準を基に、来校出張期間におけ

る生活手当を手配します。 

（三）訪問学者専用の宿舎を無料で提供し、若しくは専門家専用宿



泊手当（現行標準：80元/日）を手配します。 

三、海外訪問学者の招請プロジェクトの協定期限は 3 年であり

ます。大連理工大学のプロジェクト担当者はプロジェクト第 3 年目

の清算に先立ち、プロジェクト総括報告書を学校側に提出しなけれ

ばなりません。期限内における未提出或はノルマ未達成の際は、当プ

ロジェクト第 3 年目における清算が停止となります。提出すべき書

類に関しては、その他のプロジェクト申請書、プロジェクト総括報告

書をそれぞれ 1通ずつ提出してください。提出する際は、各申請書及

び総括報告書の紙質版と電子版を国際協同交流処に提出してくださ

い。 

四、世界一流大学及び研究機関（当年の世界 Top20 内にランク

インしている学校或は学科）からお越しの訪問学者（ノーベル賞受賞

者、国家科学院及工程院院士、世界著名学術刊行物編集長或は副編集

長等）を対象に、国際協同交流処による外事接待を 1回致します。な

お、接待をご希望になられる際は、校内協同者による申請が必要とな

ります。 

  



DUT Four-Week Visiting Professor Program for Three Years 

Dalian University of Technology (DUT) encourages faculty members to 

invite professors/associate professors/other scholars with equivalent titles from 

world-known universities or research institutes with higher ranking than DUT by 

QS/US News/ARWU/THE, or invite assistant professors from world top 10 

organizations or disciplines, to be visiting professors to conduct teaching or joint 

research projects. The visiting professors shall be in good health condition and no 

elder than 67 years old. 

For visiting professors to conduct teaching at DUT, the period of visiting 

shall be no more than 3 years. The visiting period of each year can be between 

1 to 4 months, and shall give courses of 32 class hours if staying for 1-2 

months (including 2 months), or give courses of 64 class hours if staying for 

3-4 months. 

For visiting professors to conduct joint research projects, the period of 

cooperation on the project shall be 3 years. The visiting period shall be 

between 4 weeks to 90 days (the part of expenditure beyond 90 days can be 

supplemented by other funds) and must accomplish: 

1. jointly publish no less than 3 high-level academic papers in 3 years;  

2. at least achieve two of the following work: 

    a. send 1 international student to study for the Ph. D. degree program or 

post-doctoral research station at DUT;  

    b. send or accept 1 DUT student to study for Ph. D. degree program in 

a foreign university;  

    c. send 1 international student to study at DUT no less than 3 months;  

    d. send or accept 1 DUT student to study at a foreign university no less than 

3 months;  



    e. send 1 postdoc to work in the postdoctoral station at DUT. 

The visiting professors are eligible for DUT International Fund support 

under the following criteria (applied by the co-professor at DUT at his/her 

school/department): 

    1. the international round-trip travel expenses (economy class) to and 

from Dalian and his/her country of residence each year, with no more than 

5,000 RMB if it is Asian country, or no more than 10,000 RMB for other 

countries;  

    2. the living allowance for the business trip in Dalian according to the 

standard of the country where the visiting professor works;  

    3. free apartment or accommodation allowance of 80 RMB per day 

according to the current standard. 

    Since the agreement period is 3 years, the co-professor at DUT shall 

submit the summary report before the reimbursement of the 3rd year of the 

program/project. If the report had not been submitted on time or the workload 

was not completed at the time of submission, DUT will not reimburse the 

fees incurred in the 3rd year of the program/project. 

    If the visiting professors are world-class scholars such as Nobel Prize 

winners, members of national academy of sciences/engineering, editors or 

associate editors of world-known academic journals, or scholars from world 

top 20 university/discipline, DUT International Office may arrange a 

reception based on the request of the co-professors at DUT. 

 
 


