
www.tecj.tku.edu.tw

中華民国教育部
住所：10051 台北市中山南路5号
ウェブサイト：www.edu.tw

日本台湾教育センター
ウェブサイト：www.tecj.tku.edu.tw

台湾事務局
住所：25137 台湾新北市淡水区英専路151号
電話：+886-2-26209929 / +886-2-26215656 内線2002, 2003
FAX ：+886-2-26296582

日本事務局
住所：〒102-8106 東京都千代田区富士見2-17-1（法政大学内）
電話：03-3264-9362
FAX ：03-3264-9362

財団法人高等教育国際合作基金会（FICHET）
住所：10650 台北市大安区金華街199巷5号202室
ウェブサイト：www.fichet.org.tw
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 8.	生活水準が高いから
台湾の社会基盤は進んでおり、警察や交通、コミュニケーション、医療、公衆衛生
のシステムは非常に優れています。台湾でなら、外国人留学生も安全で快適に生
活と勉強ができるでしょう。

 9.	中国語能力試験（TOCFL) があるから	
中国語能力試験は、外国人留学生の北京語の聴解と読解能力を測る試験です。
詳細は p.12-13を参照。

 10.	留学中の就業ができるから	
台湾で中国語を勉強する傍ら、留学生はパートタイムで働くことができます。仕事
の経験と中国語でのコミュニケーションの達成感を得ながら、いくらかお金を稼
ぐことができます。

 1.	中国語を学ぶのに完璧な場所だから	
中国語（北京語）は台湾の公用語です。最も効率よく北京語を学ぶには、現代で
も伝統的な漢字（繁体字）を使用し、かつ北京語を話す台湾で勉強するのが一番。

 2.	中華文化の宝庫だから
国立故宮博物館には、中華文明の歴史を網羅する豊富な芸術品が収められて
います。また台湾は、京劇や人形劇、原住民文化など、豊かな文化に恵まれてい
ます。外国人留学生にとって、台湾ほど中華文化を体験するのに適した場所は他
にないでしょう。

 3.	完全で伝統的な漢字（繁体字）を学べ
	 	 るから	

繁体字を使うと、言葉の成り立ちが理解しやすくなり、意味の誤解も少なくなり
ます。また、書道の力と美を堪能できるのも、繁体字ならではでしょう。

 4.	中国語を学ぶのに最適の環境だから	
台湾には、質の高い教師と設備、あらゆるレベルの学習者に質の良い少人数授
業を提供する中国語学習施設が 39カ所あります。一番重要なことは、一歩教室
の外へ出れば、中国語と中華文化にどっぷり浸かることができるということです。
この機会をどうか逃さないで！

 5.	奨学金が利用可能だから	
外国人にもっと中国語を学んでもらうために、台湾政府は 2つの奨学金を用意
しています。中国語学習機関の中にも、奨学金を提供しているところがあります。

詳しくは p.8~9を参照。

 6.	自由な民主主義社会だから	
台湾は、現代的で繁栄した、自由な民主主義社会です。世界で最も安全な国の
一つでもあります。電力や交通、通信などの施設は世界有数です。

 7.	交通至便で旅行に最適だから
台湾にはたくさんの国際線航空が乗り入れているため、世界のいろいろな場所
から簡単にアクセスできます。国内にも、国内線航空、新幹線、鉄道など豊富な
交通機関があります。

FOrmoSA

Come TO TaiWAN!

台湾で中国語を学ぶ 10 の理由
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台湾について
台湾は、勤勉で明るく、教養があって親しみやすい人々のいる、現代的で自由な民主主
義社会です。台湾人は、未来に熱心に目を向けつつ、伝統的な価値感や理想も大切に
しています。例えば、先祖を含む家族が、台湾人にとって最も重要なことです。教育や学
問も多いに尊重されています。さらに、伝統的な筆記様式や、建築、芸術などが、日々の
生活の一部をなしています。そう、台湾は、古代と現代が、そして伝統と革新が織り交ざ
った、世界に類を見ない魅力的で躍動的な社会なのです。

歓迎！私たちのフレ
ンドリーな楽園へ！

台湾、
中華民国
地理
位置	 太平洋	中国大陸沿岸より120km

面積	 36,191km²

最高海抜	 玉山（3,952m)
首都	 台北
最大都市	 新北市（人口	2,607,428人）

人口統計
人口	 約 23,000,000人
人口密度	 645人	/	km²

民族群	 台湾人
	 84%	漢民族
	 14%	大陸中国人（外省人）
	 2%	台湾原住民（14種族）
公用語	 中国語（北京語）

その他
通貨	 新台湾ドル
電圧	 110ボルト　60周波
車の運転	 右側
国際電話国番号	 +886

龍華科技大学
中国語センター（華語文中心）
国立中央大学
言語センター中国語プログラム（語言中心
華語組）

	4.	新竹
中華大学
中国語センター（華語中心）
国立交通大学
中国語センター（華語中心）

	5.	宜蘭
佛光大学
言語教育センター（語文教育中心）

	 	 中部
 6.	苗栗
 7.	台中

逢甲大学
中国語学習センター（華語文教学中心）
国立中興大学
言語センター（語言中心）
国立台中教育大学
中国語センター（華語文中心）
静宜大学
中国語教育センター（華語文教学中心）
東海大学
中国語センター（華語中心）

 8.	彰化
建国科技大学
言語センター、中国語部門（語言中心、華
語組）

14%	大陸中国人（外省人）

2%	 台湾原住民（14種族）

84%	漢民族

 9.	雲林
 10.	南投
	11. 嘉義

国立嘉義大学
言語センター、中国語部門（語言中心、華
語組）

	 	 南部
	12.	台南

崑山科技大学
中国語オフィス（華語中心）
国立成功大学
文学院、中国語センター（文学院華語中心）
南台科技大学
中国語センター（華語中心）
台湾首府大学
中国語センター（華語文教学中心）

13.	高雄
義守大学
言語センター（語文中心）
高苑科技大学
中国語センター（華語文中心）
国立高雄師範大学
言語文化教育センター（語文教学中心）
国立中山大学
中国語教学センター（華語教学中心）
国立高雄大学
言語センター、中国語部門（語文中心、華
語文教学組）
文藻外語大学
中国語センター（華語中心）

	14.	屏東
国立屏東大学
言語センター（語言中心）
国立屏東科技大学
中国語センター（華語文中心）

	 	 東部
 15.	花連

慈済大学
言語学習センター（語言教学中心）

 16. 台東

	 	 離島
17. 澎湖
18. 金門
19. 馬祖
20.	緑島
21.	蘭嶼
22.	小琉球

台湾、
中華民国18

19

21

20

17

22

1
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15

16

11

12

13

14

5

	 	 北部
 1.	台北

中華科技大学
言語センター	（言語中心）
中国文化大学
中国語学習センター（華語中心）
天主教輔仁大学
言語センター、国際教育オフィス（語言中心）
開南大学
中国語学習センター（華語中心）
銘傅大学
中国語文化センター（華語訓練中心）
国立政治大学
中国語センター（華語文教学中心）
国立台北教育大学
中国語教育センター（華語文中心）
国立台湾師範大学
中国語訓練センター（国語教学中心）
国立台湾大学
国際中国語プログラム（国際華語研究所）
国立台湾大学
言語センター中国語部（語言文中心中国
語文組）
東呉大学
中国語学習センター（華語教学中心）
淡江大学
中国語センター（華語中心）
台北城市科技大学
中国語センター（華語中心）

 2.	基隆
	3.	桃園

中原大学
中国語学習センター（華語文教学組）
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もっとよく台湾を知ろう

歴史
1430年、明朝の海軍大将によって初めて「ひな段型の湾」という意味の「台湾」という
名が使われました。16世紀には、ポルトガル人がこの島を「美しい島」という意味の「フ
ォルモッサ島」と名付けました。フォルモッサの呼び名は、第 2次世界大戦が終わるま
で使われました。

北アジアと南アジアの間に位置する台湾は、長い間貿易と政治において重要な役割を
果たして来ました。そこは、侵略されやすい位置であったと同時に、現代的で繁栄した
民主国家となるのに必要な条件ももたらしました。

気候
亜熱帯の台湾北部では、温暖な冬の平均気温は 18°C、蒸し暑い夏の平均気温は
31°Cまで上がります。台湾南部は、熱帯性海洋気候の南部は、大概温かく比較的乾燥
しています。

山間部も、温暖な状態が多いですが、玉山や合歓山などの最高部では雪が積もること
もあります。いつでも雨が降り出す可能性がありますが、大雨になるのはたいてい 4月
から 8月までの期間です。台風シーズンは、5月から 9月までです。

地理
台湾は、太平洋の西の端、中国大陸から 193km離れたところに位置しています。約
36,000km²の面積があり、北回帰線によってほぼ 2等分されます。島は、さつまいもの
ような形をしています。

台湾には広大な平野や緩やかな丘陵、そして島の背骨部分を形作る険しい山々があり
ます。標高 3,500mを超える峰が 6つあり（最高峰が玉山の 3,952m）、3,000mを超え
る峰は 200もあります。山間の険しい渓谷を、急流が流れています。何百メートルもの
垂直な岸壁に囲まれたタロコ渓谷は、自然の驚異を感じさせます。山間の地熱活動に
よって、温泉もたくさん産出されています。

豊富な降水量と温暖な気候により、低地の農業穀物から丘陵や山部を覆っている様々
な草木まで、台湾には植物が繁茂しています。独特な気候と地理により、花や動物も非
常に豊富で、台湾固有の種もたくさんあります。

24

26

22

文化
台湾の文化は、現代と伝統、国内と国際、そして独自性と普遍性の融合です。台湾の
複雑な政治的歴史によって、台湾文化には原住民文化や儒教、日本や西洋文明の影
響を見ることができます。

1895年から 1945年までの日本の占領統治は、台湾の言語や文化、建築に影響を与
えました。台湾を訪れれば、今でも日本式の邸宅や近くの酒場から流れて来る古い日
本の歌などに出会えるでしょう。

台湾の原住民文化は独特で、1996年のオリンピック振興歌のサンプルにアミ族の「飲
酒歌」が使われてから、注目を集めるようになりました。それでも、台湾で一番優勢な
のは中華文化です。中国大陸からの移民、特に中国内戦後の 1949年に台湾に渡っ
て来た移民によって、儒教や中国文化が台湾にもたらされました。国立故宮博物館は、
紫禁城から持ち込まれた 65万品もの古代中国の芸術品があり、台湾の主要な観光
名所になっています。観光客はまた、豪華絢爛な寺院や伝統的な中国の特徴を見る
ことができます。

食文化
人々が食べるために生きているかのような台湾では、3歩歩くごとに軽食屋が、5歩
歩くごとにレストランがあると言われています。台湾では世界中の料理が食べられま
す。しかし、世界から注目を集める台湾料理も、一度食べれば一生忘れない味です。
忘れられない食べ物には、タピオカミルクティーや担仔麺、海老と豚のスープ、牡蠣オ
ムレツ、肉圓、臭豆腐、棺材サンドウィッチ、野菜と肉の包み、牡蠣そうめん、蒸しサン
ドウィッチ、かき氷などがあります。

蒸し餃子

担仔麺

臭豆腐

タピオカミルクティー
中華ちまき

牡蠣オムレツ

肉圓

有名な
台湾の軽食

【

臺
灣
通
史】

Formosa
Ilha

パイナップルケーキ



8 9

學
華
語
台
湾
で
中
国
語
を
学
ぶ

申し込み手順
ステップ 1

どの中国語学習機関に申し込むか決める。
各中国語学習機関の情報を手に入れるには、いくつかの方法がある。

A. 14~53ページを参照する。
B. Study in Taiwanのウェブサイトを見る。(www.studyintaiwan.org)

C.	教育部のウェブサイトを見る。(english.moe.gov.tw)

D. 各機関のウェブサイトへリンクする。
E.	各機関に連絡して詳しい情報を求める。

ステップ 2

一番興味のある学習機関で、費用がいくらかかるのかを調べる。
その機関のウェブサイトへ行って、次の情報を手に入れる。

A. 学費と登録料。
B.	保険料。
C.	住居費。

ステップ 3

応募締め切りがいつかを調べ、授業機関が自分のスケジュールと合うか確認する。クラス
がすぐに満員になってしまう機関もあるので、締め切りよりも早めに応募書類を送るほう
がよい。

ステップ 4

応募書類を完成する。
次の書類を揃える。

A.	記入済みの応募用紙。
B. パスポートのコピー。
C. 残高証明の原本（6ヶ月以内のもの。必要な証明の内容は、各機関によって異なる。）
D. 卒業証書／入学証明書（各機関によって異なる。）
E. 研究計画（各機関によって異なる。）
F. 2.5センチ X2.5センチの写真 2~4枚（詳細は各機関のウェブサイトを参照）
G. 保険証明書。

ステップ 5

入学が許可されると、正式な入学通知が届く。それから、台湾の就学ビザを申し込む。

ステップ 6

ビザの申し込み
次の書類を近くの中華民国大使館、領事館、代表オフィスに持って行き、入国ビザを申し
込む。

A. 中国語学習機関から発行された入学許可証。
B. 残高証明。
C. パスポート（有効期間 6ヶ月以上で、十分な白紙ページがあるもの。）さらにパスポー
トのコピー 1枚。

D. ビザ申込書のコピー 1枚（申込者の自筆の署名が入っているもの）、5X5センチの 6ヶ
月以内のカラー写真 2枚。

E. 3ヶ月以内の健康証明書。

ビザに関するさらなる情
報

Bureau of Consular Affairs(BOCA)

ウェブサイト
www.boca.gov.tw

奨学金	
台湾で中国語を勉強する学生を支援するための、政府提供の奨学金が 2つあります。それぞれの詳細は、下の通りです。奨学金を
提供している中国語学習機関もあります。奨学金の情報は、それぞれの機関のウェブサイトを参照。

注：さらなる情報教育部
english.moe.gov.tw中華民国大使館や領事館

www.taiwanembassy.org

奨学金 台湾奨学金 華語エンリッチメント
奨学金（HES)

概要

2004年に、教育部、外務部、経済部、国家科学委員
会が共同で、成績優秀な留学生の台湾での学位取
得を支援するために、「台湾奨学金プログラム」を設
立しました。

留学生や外国人の台湾での中国語学習を推奨する
ために、教育部は2005 年に、「教育部華語エンリ
ッチメント奨学金」を設立しました。

支給額 1ヶ月 15,000~25,000新台湾ドル 1ヶ月 25,000新台湾ドル

応募資格 大学生以上 中国語の学習者

詳細 english.moe.gov.tw/ct.asp?xltem=12482&CtNode

=11364&mp=1

english.moe.gov.tw/ct.asp?xltem=6777&CtNode=

10634&mp=1

台湾での中国語学習に応募する 

 Come aND 
expErIeNCE LifE!
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国民健康保険に関する追加
情報 

(NHI)

1995年から全国民に与えられて
いる健康保

険です。主目的は、病人の財
政的な負担を軽く

して医療にかかり易くし、深刻
な病気の際に破

綻するものが出ないようにす
ることです。

www.nhi.gov.tw/english

追記
Tsui Ma-Ma基金ウェブサイト

www.tmm.org.tw/English/

index/html

交通

鉄道 	

海岸線を走る鉄道を利用するのも、経済的に台湾を旅行
できる選択肢の一つです。自強号、莒光号、復興号、そし
て区間号という４クラスのシートがあります。長距離バス
の煩わしさを避けるためにも、祭日の旅行には鉄道がお
勧めです。チケットの事前予約もお勧めします。

高速バス
私営の高速バスサービスも、よく利用されます。様々な
町を結び、便数も豊富です。運賃は競争により割安で、
バス会社の中には 24時間走っているところもあります。

航空
6つの国内線が、台北や台中、台南、高雄、花蓮など国内
の主要都市を結んでいます。必ず事前予約が必要です。

新幹線（THSR)
もし時間を節約したければ、新幹線があります。台北か
ら高雄まで、鉄道で 5時間、車で 6時間かかりますが、
新幹線では 1時間半しかかかりません。事前予約をお
勧めします。

車
台湾では、車は右側運転です。国際運転免許証を持って
いる学生は、台湾で運転することができます。しかし、台
湾の独特な道路環境や交通事情に通じていない人に
は、運転はお勧めできません。交通量は多く、運転者は
常に歩行者や自転車、高速で走るバイクやスクーター、
他の車やバス、トラック等に注意を払わなければいけま
せん。運転者は特に注意を必要とします。国際運転免許
証や外国の免許証保持者は、地域の管理所で、台湾の
免許証を申請することもできます。

地下鉄
台北と高雄には、便利で快適な地下鉄 (MRT)があります。
台北では 10路線、高雄では 2路線が、町のあちこちを繋
いでいます。運賃は、20~64元です。

バス／タクシー
それぞれの主要都市には、独自のバスサービスがありま
す。運賃は安く、便数も多いです。タクシー料金は、70元
から始まり、時間と距離によって加算されます。タクシー
を利用する場合は、自分のホテルの名前や住所を中国
語で書いておくといいでしょう。

バイク／
スクーター／自転車
バイクやスクーターは、最もよく使われている乗り物で
す。ほとんどの大学には、キャンパスの周りに学生用のバ
イクやスクーターの駐輪場があります。キャンパス内で
は、自転車がよく使われます。キャンパスの至る所に、自
転車置き場もあります。

台湾での生活
1. 住居
中国語学習機関の中には、キャンパス内の学生寮を提供してくれるところもあります。
それぞれ、男子寮、女子寮に分かれています。ふつう 4~6人の相部屋で、ベッドの数は
限られています。

寮が空いていない場合や、寮以外の住居を望む場合は、キャンパス外の家具付きのワ
ンルームアパートなどに住むことも可能です。ほとんどの学習機関が、インターネット
で地域の住宅情報を提供しています。住居スタイルや質、場所によって、家賃は一ヶ月
3,000元から 9,000元ぐらいです。詳細が知りたい方は、Tsuei Ma-ma基金のウェブサ
イトをご覧下さい。

2. サービス
保険
台湾に 4ヶ月以上滞在し居留証を保持している外国人は、地域の管理所で国民健康
保険 (NHI)に加入しなければなりません。国民健康保険の資格を得るまでは、留学生
は自分で保険を買うか、学習機関から出されている外国人学生のための一時的な保険
に入ることができます。

居留証の有効期限が過ぎたり、台湾を永久に出るなどして、台湾居留の資格を失った
外国人は、同時に国民健康保険に入る資格も失います。その場合、加盟団体（雇用主
や学習機関）を通じて健康保険の契約を脱退し、健康保険証を加盟団体に返却、台湾
を出る前に、保険料を全額払わなければなりません。

もし、旅行やビジネスで短期間海外に行って、また有効期限内の居留証を持って台湾
に戻って来る場合、国民健康保険に加入し続けなければいけません。

銀行口座
ほとんどの銀行で、外国通貨を新台湾ドルに両替できます。パスポートと居留証があれ
ば、外国人も銀行口座を開くことができます。居留証なしで銀行口座を開きたい場合は、
地域の警察署で世界共通 ID番号を取らなければなりません。

郵便
台湾の郵便サービス、中華郵政は国内、国外の郵便サービスを担っています。台湾全
土に 1,000を超える支店があり、普通と快速郵便を提供しています。外国人は近くの
郵便局で、私書箱を申し込むことができます。

さらに、最も便利な支店は、国内外の快速郵便物の受け取り場にもなっています。台湾
の奨学金をもらう学生は、中華郵便で口座を開かなければなりません。

3. 仕事
台湾の学校や語学プログラムに１年以上通っている留学生は、下記の条件のどれかを
満たせば、台湾で働くことができます。

A.深刻な事態により、生活や学業の継続を支える財政状態に大きな困難が生じた
場合。	学生はその状況を証明するものを出さなければならない。

B.学生が所属する研究機関が、その留学生に仕事のアシスタントを求めている場合。
C.学生が、自分の専門の関係で、キャンパス外のインターンシップをする必要がある
場合。

いかに便利か
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レベル A
　学習時間（台湾内） 　120~360時間

　学習時間（台湾以外） 　240~720時間

　語彙数 　500~1,000語

レベル B
　学習時間（台湾内） 　360~960時間

　学習時間（台湾以外） 　720~1920時間

　語彙数 　2,500~5,000語

レベル C
　学習時間（台湾内） 　960時間以上

　学習時間（台湾以外） 　1,920時間以上

　語彙数 　8,000語

注：海外の中国語学習者には、台湾内の学習の 2倍の学習時間が求められている。

台湾で TOCFLを受ける
場合

2014年のTO
CFLのスケ

ジュール

www.sc
- top .o r

g . tw/en
g l i sh/

registrat
ion.php

登録
ap1.sc-t

op.org.t
w/Web/

Tester/

Login.do

試験対象者
TOCFLは中国語非母語話者のための試験です。自分の中国語
能力を知りたい人、中華圏で勉強や仕事をしたい人は、受けるこ
とをお勧めします。

試験内容
試験問題は、広告や公共の放送、貼り紙、手紙、メモ、スケジュール、
天気予報など日常生活の実物から採用しています。さらに、文学
や科学、芸術、天文学、歴史など様々な分野の様々な文書を利
用しています。

試験の形式
試験の内容は、概して様々なシチュエーションでの日常会話に
依拠しています。

試験の目的
TOCFLの必要条件を満たした受験者には、資格証書が与えら
れます。証書は、次のような場合の中国語能力の証明として使え
ます。

台湾の奨学金に申し込む時。
台湾国内の大学に申し込むとき。
海外の中国人留学生が、大学入学選考部へ中国語能力の証
明を出すとき。
就職時に中国語能力の証明を出すとき。
TOCFLの証書は、台湾の大学や大学院に応募する際、正式な
書類として提出することができます。また、LGなど多くの国際
企業では、台湾へ社員を派遣する際にTOCFLを用いています。

海外で TOCFLを受けるには
海外の中国語学習者の要求に応える為に、中国語試験センター
は 2006年から海外でも試験サービスを開始しました。受験希
望者は、日本、韓国、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、ア
メリカ、カナダ、パラグアイ、イギリス、フランス、ロシア、ポーランド、
そしてオーストラリア等の中から、受験場所を選ぶことができま
す。中国語試験センターは、毎年試験場所を増やすことを計画し
ています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。

www.sc-top.org.tw	

中国語試験センターの連絡先
電話：	+886-2-77345638

FAX:	+886-2-33432413

メール：	service@sc-top.org.tw

ウェブサイト：	www.sc-top.org.tw/

住所：	10699	台北市台北郵政 7-400号信箱	TAIWAN

レベル A
レベル Aの聴解は初級学習者向けです。話題は主に旅
行や交通、病院、仕事など、日常生活で使うものから成
っています。内容は実用的で面白く、伝統的な試験の堅
苦しさがありません。絵を見て答える問題とQ&A聴解、
会話聴解の 3セクション、50問の選択問題が出されま
す。各問題に 3つの選択肢が設けられています。試験時
間は約 60分です。
レベル Aの読解も初級学習者向けで、話題は旅行や交
通、病院、仕事など、日常生活で使うものから成っていま
す。内容は実用的で面白く、伝統的な試験の堅苦しさが
ありません。文理解と絵の描写、穴埋め問題、段落完成
の 4セクション、50問です。試験時間は 60分です。

レベル B
レベル Bの聴解は 50問の選択問題で、会話と独話の 2

セクションから成ります。回答は全て 4択で、試験時間
は約 60分です。レベル Bの読解も全 50問の選択問題
で、穴埋め問題と長文読解の2セクションから成ります。
回答は 4択で、試験時間は 60分です。

レベル C
レベル Cの聴解は、50問の選択問題で、会話と独話の
2セクションから成ります。全て 4択で、試験時間は約
60分です。レベルCの読解も全 50問の選択問題で、
穴埋め問題と長文読解の 2セクションから成ります。全
て 4択で、試験時間は 60分です。

MRT古亭駅

羅斯福路2段

和
平
東
路

1
段

国立台湾師範大学

大安公園

図書館国立台湾師範大学
古亭郵便局

青田街

青
田
街

5
巷

新生南路 2段
46巷新生南路 2段

新生南路 3段

中国語試験セン
ター（5-6階）

中国語能力試験 (TOCFL)
運営機関の概要
中華語能力試験運営委員会は、2005年 11月にに中華民国の教育部の管轄で設立さ
れました。もともとは、中国語試験センターと呼ばれ、2007年 1月に今の名前になりま
した。委員会の目的は、世界中の中国語学習者が効果的に能力を測れる評価システム
（主に中国語能力試験（Test of Chinese as  Foreign Langauge, TOCFL））の推進です。

テストの概要
TOCFLは、中国語を外国語として学ぶ人のための能力試験です。中国語トレーニング
センター、中国語教育研究所、国立台湾師範大学心理テストセンターの共同プロジェ
クトにより、開発されました。研究プロジェクトは 2001年 8月に始まり、試験は 2003

年から実施されるようになりました。これまでに 60カ国の受験者がいます。新バージ
ョンの TOCFLは、2008年から開発され、2013年に実施が始まっています。

新バージョンの TOCFLは A, B, Cの 3つの能力レベルからなり、それぞれが更に 2レ
ベルに分かれています。そのため、レベル 1から 6まであります。それぞれ 50問の選択
問題からなり、試験時間は 60分です。受験者は、自分の中国語能力と学習時間に合わ
せて、好きなレベルを受験できます。

地図：
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台湾の中国語学習機関

最新情報は、ウェブサイトをご覧
く

ださい：

http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xltem

=14462&CtNode=11424&mp=1

中華科技大学	
中国語センター		|		台北市

11581	台湾台北市南港区研究院路三段 245号
電話：	+886-2-27821862 内線 271

FAX:	+886-2-27852344

メール：	language@www.cust.edu.tw

ウェブサイト：	aca.cust.edu.tw/language/chinese/index.html

コースタイプ 授業期間 開始時期 総授業時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

一般 3ヶ月
3月 / 6月 / 9月 150時間

2~15人
27,000元 1,000+20 USドル

2014/02/01

2014/05/01

2014/08/01

12月 120時間 24,000元 800+20 USドル  2014/11/01 

個人 1人 17ドル / 1時間 +17ドル

短期コース 2~3週間 グループのスケジュ
ール次第 3~15人 コース次第 コース次第

応募資格と年齢
応募者は 18歳以上で、最低高校卒業資格を有していなければな
りません。

概要
学習者のレベルに合わせて、初心者から上級までのコースを提供し
ています。学習者は聴く、話す、読む、書く技能を速く向上することが
できるよう、クラスは少人数で行われています。学習者は様々な興
味深い題材を元に中国語を勉強します。さらに、TOCFLや HSK( 漢
語能力試験 )の準備のための特別な支援を受けることもできます。
経験豊富な教師陣が、楽しく効果的な中国語のコースを提供して
います。

奨学金
ありません。

住居
全ての留学生にキャンパス内の寮形式の住居を提供します。

寮費	 手付金	50 USドル
1学期の寮費	 男性（2ベッド）450 USドル	

女性（4ベッド）400 USドル
賃貸情報	 http://studaffirs.cust.edu.tw/counsel/dorm_

safe.htm

場所と施設
中華科技大学は、台北市の東に位置し、4つのバス路線と台北メト
ロ最寄り駅から徒歩 10分の所にあります。言語センターには、学生
用に 60台のコンピューターがあり、スタッフと中国語会話の練習が
できるカフェもあります。図書館にも、中国語を学ぶためのコンピュ
ーターや本がたくさんあります。

近隣のアトラクション
中華科技大学は、台北市の東部の低い山地の裾にあります。近隣に
は、ウォーキングとサイクリングロードを備えた基隆河や、南港展覧
館、美しい南港公園、台北動物園、台北 101ビルなどがあります。台
北 101ビルの隣には、デパートや映画館がたくさんあります。

人気のコース
一般プログラム、短期プログラム。
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応募資格と年齢																																																				
英語か中国語で、次の書類を用意してください。書類提出後は、応
募者の元にこれらの書類は返却されないので、必要なら自分の分
をコピーしてください。ウェブ上で申し込みをすることを奨励します。
オンライン申請：http://scedna.sce.pccu.edu.tw/MLCSite/Member/

MemberJoin.aspx

1. 学生ビザが必要ない人は、次の物を用意する：
	 A. 応募用紙。
	 B. パスポートのコピー 1枚。
2. 学生ビザに申し込むために、入学許可証が必要な人	
入学許可証の発行は、学費納入日から 3日（休日を除く）かかり
ます。なるべく早く学費を払ってください。

3.書類に不備がある場合は、次のものを提出しなければなりませ
ん。文化大学は、ビザ更新のための証明書は出せません。
A. 高校卒業／大学入学証明書、成績証明書、または卒業証書
のコピー。

B. 3ヶ月以内で、最低 2,000USドル以上の銀行の残高証明の
原本。もし本人の銀行口座がなければ、後援者や保証人の（直
筆のサインが入った )残高証明でもよい。

概要
中国文化大学の華語中心（MLC) は、世界各地からの学生に実用
的な中国語のコースを提供しています。コースは年間通して、毎月
開始されます。コースは継続的に新しくなり、初級から上級者まで、
子供から大人まで、そして社会人から中国語教育を将来のキャリ
アにしたい人までが楽しく学べるよう、言語教育の専門家によって
デザインされています。

奨学金
学校からの奨学金はありません。

中国文化大学	
中国語学習センター		|		台北市

10659 台湾台北市大安区建国南路二段 231号 4楼 406号室
電話： +886-2-27005858	内線 8131、8136

FAX:	+886-2-27081257

メール：	mlc@sce.pccu.edu.tw

ウェブサイト：	mlc.sce.pccu.edu.tw

住居
中国語学習センターでは、学生の学習期間に合わせて様々な料金の
住居を提供します。各自の予算に合わせて選べます。ホームステイプ
ログラム、ユースホステル、豪華な四つ星ホテル等も全て利便性の高
い台北の中心地で提供できます。本中国語センターは、台湾で唯一
ホームステイプログラムを提供している学校です。

場所と施設
学校は、台北の建国南路にある新しくモダンな教育ビルです。十分な
照明とエアコン設備、教育設備も整っています。各教室には教育補助
機器が揃い、地下には学生の自主学習やインターネット使用をサポ
ートするデジタル学習センターもあります。

近隣のアトラクション
学校は、建国南路と和平東路の交差点に位置し、大安公園や台北市
立図書館が近くにあります。勉強するのに最高の環境です。

人気のコース
文化大学中国語センターでは、世界 220カ国の中国語非母語話者
に実用的な中国語コースを提供しています。以下の学習者向けに、2
週間の短期から 72週まで繁体字も簡体字もどちらも教えています。

1.初心者から上級者まで。
2.子供から大人まで。
3.駐在員から外国人労働者。
4.中国語教師養成プログラム（TCSL）。

中華大学
中国語センター		|		新竹市

30012	台湾新竹市香山区五福路二段 707号
電話：	+886-3-5186175 / +886-3-5186176

FAX:	+886-3-5186174

メール：	international@chu.edu.tw

ウェブサイト：	international.chu.edu.tw

応募資格と年齢
制限無し。

概要
中華大学は、学生にも教師にも他にはない勉学／研究環境を提供
している、私立の中ではトップクラスの大学です。大学は、台北の南
方約 72キロ離れた新竹市の町中から、車で約 15分走ったところ
にあります。新竹市の 20ヘクタールもの広さの高原にあるキャン
パスは、自然美しい丘に囲まれています。

奨学金
必要に応じて、学費免除と 1ヶ月 5000元までの財政援助があり
ます。財政援助は、学生の出席率と学業成績により、月ごとに支給
されます。

住居
学生寮
外国人留学生は全員、キャンパス内の寮に申し込むことができ、台
湾人学生と相部屋になります。費用は1学期10,000~15,000元（約
333~500USドル）です。夏休み中の住居もあります。部屋の空き具
合の確認には、なるべく早く連絡してください。

場所と施設
中華大学は新竹市にあります。中華大学の学生は、ハイテクコンピ
ューターラボや実務用教室など最新のテクノロジーに間近に触れ
ることができます。また、マルチメディア教室や、無料インターネット
アクセス付きのコンピューターセンター、図書館、アートセンター、
カウンセリングセンター、保健室、住宅サービス、留学生オフィス、
そして２つのカフェなど、様々な施設があります。優れたの運動施
設も備えています。

近隣のアトラクション
 1. 東門圓環。
 2. 新竹護城河親水公園。
 3. 影像博物館。
 4. 新竹市政府。
 5. 消防博物館。
 6. 城隍廟。
 7. 新竹科学博物館。
 8. 科技生活館。
 9. 工業技術研究院。
 10. 金山寺。
 11. 青草湖。
 12. 新竹植物園。
 13. 十八尖山。
 14. 海天一線看海区。

人気のコース
 1. 一般初級中国語クラス。
 2. 一般中級中国語クラス。
 3. 一般上級中国語クラス。

クラスは全くの初心者のためにデザインされており、発音とピンイン
のシステムから学びます。コース目標は、日常の様々な場面で使える、
正しい発音とコミュニケーションスキルを身につけることです。

コースタイプ 授業期間 授業開始時期 総授業時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

集中 3ヶ月 毎月 165時間 10~12人 22,000元
300元

約 720ドル
約 10ドル

早期支払い締め切り
日参照

個人レッスン 学習者次第 学習者次第
登録時に最低

20時間登録す
ること

1~4人

建国キャンパス 1人
600元 /1時間

約 300~400ドル 授業開始 3日前
忠孝キャンパス	1人

500元 /1時間
駐在員や外国人労働者
のための個人レッスン 8週間 毎週 16時間 1~4人 4000元

300元
約 133ドル
約 10ドル 授業開始 1週間前

夏期キャンプ 6週間 7, 8月 240時間 10~15人

1ターム 20,000元
2ターム 36,000元

登録料 300元

1ターム 667ドル
2ターム	1,200ドル

登録料 10ドル 人数が定員に達する
まで早期支払い１ターム

18,000元
2ターム 32,000元

早期支払い
1ターム 600ドル

2ターム 1,067ドル

中国語教師養成（TCSL） 約 2ヶ月 毎週月曜日 96時間 6~20人 17,000元 約 567ドル コース開始日前

コースタイプ 授業期間 授業開始時期 総授業時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

一般 4ヶ月 2013/09/09 270時間 5~10人 43,500元 約 1,476ドル

クラス開始 1ヶ月前一般 4ヶ月 2014/02/17 270時間 5~10人 43,500元 約 1,476ドル

夏期集中 2ヶ月 2014/07/01 135時間 5~10人 21,800元 約 738ドル
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応募資格と年齢
18歳以上、夏期キャンプは 12~30歳。

概要
中国語学習センターは、政府認定の外国語としての中国語学習機
関です。次の 5種類のコースを開講しています。

1. 一般コース：	日常の中国語、ビジネス中国語、旅行用の実用中
国語、そして中国文化を教えます。

2. 言語&文化キャンプ：	12歳から 30歳までの学生が中国語や
文化を学び、さらに世界各国からの友人を作れるすばらしい機
会です。

3. マンツーマンレッスン：	外国人ビジネスマンのためのコース。
4. 一般コース（企業向け）：	教師が会社に出向いて中国語を教え
ます。

奨学金
なし。

住居
なし。

中原大学
中国語学習センター		|		桃園県

32023 桃園県中壢市中北路 200号
電話：	+886-3-2651324

FAX:	+886-3-2651328

メール：	sylvia26@cycu.edu.tw/cmlcycu@cycu.edu.tw

ウェブサイト：	www.facebook.com/cmlcycu

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総授業時間 クラスサイズ 学費と登録料
（元）

学費と登録料
（USドル） 応募締め切り

冬学期 2013/12/09~2014/03/12

10:00~13:00

または
13:00~16:00

165時間 5~16人 26,900元 950ドル

海外学生：授業開始
6週間前

春学期 2014/03/20~2014/06/06 165時間 5~16人 26,900元 950ドル

夏学期 2014/06/16~2014/08/29 165時間 5~16人 26,900元 950ドル

秋学期 2014/09/09~2014/11/25 165時間 5~16人 26,900元 950ドル

個人（キャンパス内） 学習者次第 学習者次第 24時間 1人 11,760元 415ドル 授業開始 2週間前

個人（企業向け） 学習者次第 学習者次第 24時間 1人 24,000元 845ドル 授業開始 2週間前

一般（企業向け） 学習者次第 毎月 24時間 3~8人 28,800元 1,010ドル 授業開始 2週間前

場所と施設
場所
中原大学のキャンパスは、桃園国際空港、中壢市、そして中原夜市の
近くにあります。商店やレストランに囲まれたキャンパスは、勉学にも
観光にも適しています。

施設
空調の整備された教室や学習室、図書館、プール、学生ラウンジ、言
語ラボ、コンピュータ室やスポーツジムなどもあります。

近隣のアトラクション
中原大学は、中原夜市から徒歩 5分、中壢市と中壢駅から徒歩 15分、
そして台北市まで電車で 50分です。桃園市まではバスで 20分、六
福村テーマパークや小人国テーマパークまではバスで 30分、国家森
林公園までは、車で１時間です。

人気のコース
1. 日常の中国語や実用ビジネス中国語、旅行中国語、文化を学べる
一般コース。

2. 中国語や文化を学び、さらに世界各国からの友人を作れる言語＆
文化キャンプ。

3. 外国人ビジネスマンを対象にした個人レッスン。
4. 教師が企業に出向いて教える（企業向け）一般コース。

佛光大学
言語教育センター		|		宜蘭県

26044 宜蘭県宜蘭市中山路 3段 257号
電話：	+886-3-9313343	( 内線 103)
FAX:	+886-3-9315903

メール：	clic@mail.fgu.edu.tw

ウェブサイト：	fguweb.fgu.edu.tw/index.phtml

応募資格と年齢
16歳以上 80歳まで。

概要
佛光大学言語教育センターは、少人数の中国語クラスを特徴にし
ています。	佛光大学は、学習環境の様々な面を考慮に入れて、人間
性豊かな教育の魂が花開くこの台湾の地に、新しい学習拠点を築
いています。その設立の主旨に沿い、言語教育センターでは、中国
語と中国文化を統合的に学びたい世界中からの学習者のニーズに
応えています。経験豊富な教師陣と包括的カリキュラムで、中国語
や、中国思想、慣習、文化に対する学習者の興味を駆り立て、効果
的に会話能力を伸ばします。また、柔軟なスケジュールで学びたい
学習者のために、Flexible Hours Programもあります。

奨学金
なし。

住居
1. 住居：http://staffair.fgu.edu.tw/2news/super_pages.

php?ID=2page201.

 2人部屋の寮費は 4ヶ月 7,600元、3-4人部屋は 6,600元です。
2. 宜蘭市内アパートを借りると、更に便利で格安です。大学スタッ
フから情報を得ることができます。

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

一般＊ 3ヶ月

2014/03/10~2014/05/30

2014/06/09~2014/08/29

2014/09/09~2014/11/28

2014/12/08~2015/02/27

180時間 4~6人
登録料 1,500元 登録料 50ドル

海外の学生
学期開始 2ヶ月前

台湾国内
学期開始 2週間前

学費 36,000元 学費 1,290ドル

フレキシブル＊ 学習者次第 学習者次第 学習者次第 総学習時間
による

登録料 1,500元
学費

総学習時間による

登録料 1,500元
学費

総学習時間による
＊ 1一般コースは 1年に 4学期開講。春（3月 ~ 5月）、夏（6月 ~ 8月）秋（9月 ~ 11月）、冬（12月 ~ 2月）
＊	個人レッスンは、1時間 550元。コースは、学習者の要求に合わせてデザインされる。

場所と施設
言語センターは、宜蘭のダウンタウンにある	佛光大学のモダンシテ
ィセンターの中にあり、利便性に優れています。センターの近辺には、
博物館などの文化施設があります。伝統戯曲祭りや国際ボートレー
スなど様々な興味深い活動が、年間通して催されます。センター内の
施設には、図書館や言語ラボ、インターネットの利用できるコンピュ
ーター室、ジムなどがあり、個人ロッカーやコーヒーメーカー、テレビ、
冷蔵庫なども備えています。

近隣のアトラクション
佛光大学言語教育センターは、宜蘭夜市の近くにあります。亀島や、
森林、礁溪温泉、蘇澳冷泉に旅行に行くこともできます。またGreen 

Expoや国立伝統芸術博物館、宜蘭ウィスキー工場、宜蘭政府歴史
博物館なども見物です。

更なる情報は
1. 宜蘭観光：http://tourism.e-land.gov.tw

2. 宜蘭県政府文化局：http://www.ilccb.gov.tw

3. 国立伝統芸術中心：http://www.ncfta.gov.tw

人気のコース
個人レッスン、少人数クラス、中国語ツアー、補足コース、漢字クラス、
発音、アウトドア文化活動、中国語プレゼン。
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応募資格と年齢
制限なし。18歳以下のものは、在台中、後見人か友人の支援が必要。

概要
1964年に設立された、台湾で最も古い単位取得を必要としない
中国語学習センターの一つです。

特色
1. フレキシブルで多様な授業形態。
2. 繁体字／注音、または簡体字／ピンインのレッスン。
3. 少人数クラス。
4. 文化の授業と様々な活動を組み合わせたレッスン。

奨学金
なし。

住居	
1. 寮：	部屋数は限られている。部屋にはエアコン、ベッド、テーブル、

椅子、クローゼット、電話（受信は無料）、インターネット
が完備。

2. キャンパス外の住居：	http://www.dsa.fju.edu.tw/

3. 週末のホームステイ：	学習ツアープログラムの学生にのみ提供。

天主教輔仁大学
言語センター、国際教育オフィス		|		新北市

24205 新北市新荘区中正路 510号
電話：	+886-2-29052414/ +886-2-29053721/ +886-2-29052487/ +886-2-29052071

FAX:	+886-2-29052166

メール：	flcg1013@mail.fju.edu.tw

ウェブサイト：	www.lc.fju.edu.tw

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料
（元）

学費と登録料
（USドル） 応募締め切り

一般＋タイプ別 3ヶ月

2014/03/03

2014/06/03

2014/19/01

2014/12/01

180時間
180時間
180時間
165時間

4-7	人

25,480元
25,480元
25,480元
23,440元

約 849ドル
約 849ドル
約 849ドル
約 781ドル

2014/01/15

2014/04/15

2014/07/15

2014/10/15

夏期 5週間
3週間

2014/07/01

2014/08/04

75時間
45時間 4-7	人 11,100元

7,020元
約 370ドル
約 234ドル

2014/05/15

2014/06/15

学習ツアープログラム フレキシブル

1. 通常言語センターでは、1年は 4学期は（秋、冬、春、夏学期）に分けられている。
2. 学費は新台湾ドルを元にしていて、予告無く変動することがある。1USドルに対し 30元で計算されているが、為替レートによって変わることがある。
3. スピーチラボ使用料（完全な初級者は正しい発音を身につけるために学期の始めに一括払いする）：958元
4. 正規の学生は、1週間に一般コース 12時間とタイプ別コース 3時間（計 15時間）取らなければならない。

場所と施設
1. 場所：	輔仁大学言語センターは、台北市内からわずか 10キロの

ところに位置し、公共交通で台北まで簡単に出ることがで
きます。

2. 施設：	空調付きの教室、視聴覚ルーム、学習室、学生ラウンジ、言
語ラボや図書館、コンピュータ室、ジムなどの施設。

近隣のアトラクション
1. 林本源園邸	(www.linfamily.tpc.gov.tw)

2. 国立蒋介石紀念堂	(www.cksmh.gov.tw/)

3. 台北 101	(www.taipei-101.com.tw/)

4. 国立故宮博物館	(www.npm.gov.tw)

人気のコース：	クラスレベル
初級、中級、上級

1. 一般中国語。
2. タイプ別コース：	発音、会話、TOCFL準備、ビジネス中国語、中国
語コーラス、作文、習字、中国絵画、シャドーボクシング、柔道。

3. 特別コース（古典中国語、台湾語、中国哲学、カトリックキリスト教
学等）。

4. グループ学習ツアープログラム。

開南大学
中国語学習センター		|		桃園県

桃園キャンパス：	33857	桃園県蘆竹郷開南路１号
台北キャンパス：	10051	台北市中正区濟南路1段６号
電話： +886-3-3412500	( 内線 4640)/ +886-2-33224533( 内線 18)
FAX:	+886-3-2705542/ +886-2-23567515

メール： mandarin@mail.knu.edu.tw; Jane615@mail.knu.edu.tw

ウェブサイト： www.knu.edu.tw/CLC/cht/index.html

応募資格と年齢
制限なし。

概要
開南大学の中国語学習センターは、2009年に設立しました。セン
ターの目標は、世界の企業や語学学校の中国語学習をサポートす
る運営システムを作ることです。センターには、様々な文化や言語
を背景に持つ学生達が集い、中国語で効果的なコミュニケーショ
ンを図るという目標に向かって学習しています。センターに来るま
で中国語を勉強したことがない学生もたくさんいます。どんな目的
の、どんなレベルの学生でも、本校の中国語学習センターは有効な
学習の手助けをします。

奨学金
なし。

住居
なし。

場所と施設
桃園キャンパス：センターは、桃園国際空港に近い蘆竹の開南大
学のキャンパス内にあります。教室の多くは、DVDプレーヤーやプ
ロジェクター、インターネット接続のコンピュータなどの AV機器
を備えています。

台北キャンパス：メトロの台北駅と善導寺駅に近く、有名な夜市や
ショッピングセンターもあります。

コースタイプ 学習期間 開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料
（元）

学費と登録料
（USドル） 応募締め切り

初級、中級、上級 3ヶ月

2014/01/20

2014/04/28

2014/07/28

2014/10/20

150時間 6~12人 26,000元 約 870ドル コース開始 2週間前

個人レッスン フレキシブル 20~150時間 1人 いつでも

近隣のアトラクション
桃園キャンパス　
1. 桃園国際空港
2. 桃園観光夜市　
3. 台茂ショッピングモール：蘆竹一大きなショッピングモールです。
開南から台茂まで車で 10~15分の所にあります。www.taimall.

com.tw

台北キャンパス
1. 台湾鉄道。
2. メトロ善導寺駅　http://english.trtc.com.tw/

3. 国立台湾博物館　http://formosa.ntm.gov.tw/web/en/exhibition.

aspx

4. 新光三越デパート。

人気のコース
一般コース：	開南大学中国語学習センターでは、フレキシブルで多
様なレベルのプログラムを提供し、学習者個人の目標達成の手助け
をしています。それぞれのレベルで、異なる教授法や教室活動を用い
ています。
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応募資格と年齢
18歳以上。

概要
私達の中国語センターは、外国人に対する中国語や外国語教育を
専門とする経験豊富な教師を揃え、ハード面でもソフト面でも優れ
た教育設備が整っています。留学生が台湾の生活に早く慣れ、快
適に中国語環境で過ごせるよう、学生のニーズに合わせた様々な
文化体験や校外学習を含むコースを用意しています。

奨学金
学生の要求に応じて、学習を継続する学生には奨学金があります。

住居
空調付きで無料Wi-Fiサービスのある寮が、学習者の要求に応じ
て提供されます。

龍華科技大学
中国語センター		|		桃園県

33306台湾桃園県亀山郷萬壽路一段 300号
電話：	+886-2-82093211 （内線 6670）
メール：	chinese@mail.lhu.edu.tw

ウェブサイト：	www.ctc.lhu.edu.tw/ctc/

コースタイプ 学習期間 開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

一般 4ヶ月 2014/09~2014/12 60時間 20人 大学生と大学院生は
登録料無料 2014/05/31

集中 4ヶ月 2014/09~2014/12 240時間 1~5人 39.000元 約 1,300ドル 2014/05/31

場所と施設
首都台北市に近く、公共交通（バスと電車）で台北まで行けます。
図書館、コンピューターセンター、ジム、講堂、体育館へのアクセスが
無料です。

近隣のアトラクション
台北市内、新北市、桃園県の全ての主要な観光地（例えば台北 101、
台北動物園、故宮博物館、西門地区など）に、キャンパスからバスで１
時間以内で着けます。

人気のコース
初級中国語：中国語に興味があるが勉強したことがない人向け。
中級と上級中国語：さらに中国語能力を伸ばしたい人向け。
中国史：5000年の中華文明概論。
中国書道：中国書道の概説。

銘傅大学
中国語文化センター		|		台北市

11103	台北市士林区中山北路 5段 250号
電話：	+886-2-882-4564	( 内線 2405)
FAX:	+886-2-8861-3491

メール：	mscc@mail.mcu.edu.tw

ウェブサイト：	www.mcu.edu.tw/admin/mscc/chinese/index.htm

応募資格と年齢
18歳以上。

概要
世界で急速に需要を増す中国語市場に合わせ、銘傅大学は 2002

年に中国語文化センターを設立しました。その主要な使命は、中国
語教育を発展させ、文化交流や社会活動を推進することです。銘
傅大学では 4つの教育及び経営関係の学部で、2001年から世界
中の外国人学生を受け入れています。1年目には、ロシア、韓国、モ
ンゴル、チベットの学生がいました。翌年から外国人学生数は増加
し、2008年までに約 100人の留学生を教えています。留学生の数
は、毎年 10~15人単位で着実に増加しています。

奨学金
一般留学生奨学金
この奨学金プログラムは、教育部の「留学生のための奨学金」に従
って、発布されています。	注意：援助額は、プログラムによって違い
ます。

応募資格は次の条件を満たす者
台湾以外の国のパスポート保持者。
最低 2学期間銘傅大学中国語文化センターで勉強し、次の学期
も登録している正規学生。
毎月の欠席が、12時間以下で学期の成績が 85%以上の者。

住居
台北、基河、桃園キャンパスの学生には寮が提供されます。
全ての部屋に、机、本棚、クローゼットが備えられています。インタ
ーネット、エアコンも各部屋にあります。洗濯機やラウンジも利用
可能です。

場所と施設
E-learning 教室
中国語教室、専門 e-learning教室、中国文化教室、図書館などが
あります。中国語文化センターの学生は、学生証で必要な物を使う
ことができ、インターネットのアクセスは無料です。

学生バス（台北キャンパス―桃園キャンパス）
台北から桃園キャンパスまで、バスで約 60-80分です。バスは朝 8

時から夜 10時まで、2時間に 1本走っています。

コースタイプ 学習期間 開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

一般 3ヶ月 9~12月 180時間 6~10人 30,000元	/	1学期 約 900ドル 8月初旬

一般 ３ヶ月 12~3月 180時間 6~10人 30,000元	/	1学期 約 900ドル 11月初旬

一般 ３ヶ月 3~ 6月 180時間 6~10人 30,000元	/	1学期 約 900ドル 1月初旬

一般 ３ヶ月 6~8月 180時間 6~10人 30,000元	/	1学期 約 900ドル 4月初旬

キャンパス施設
ワイヤレスのデジタルコミュニケーションシステムがキャンパスに備え
られています。自分のパソコンとワイヤレスネットワークカードで、教
師も学生も、いつでもどこでもインターネットに繋がれます。また、ほ
とんどの教室で e-learningシステムを使うことができ、キャンパスの
どこにいても情報検索ができます。

カフェ＆ショップ
学期中は毎日カフェとショップが空いているので、食事や軽食を取る
ことができます。

キャンパス保健センター
全学生が保健室を利用することができます。看護士や医者が毎日勤
務しています。

スポーツ施設
1. 屋外コート
	 バスケット・テニスコート、バレーボールコート2面
2. 室内多目的体育館
	 1階：バドミントンと卓球場４面。
	 2階：ダンスルームとフィットネス。
	 3階：屋内バスケットコート。
3.屋外多目的グラウンド
	 400メートルゴム陸上レーン、サッカー、フットボール、ソフトボー
ル場、クリケット、ハンドボールコート。

また、桃園キャンパス付近には、新世紀屋内プールとWater Worldと
いう公営と私営のプールもあります。

近隣のアトラクション	
台北・基河キャンパス近辺：士林夜市。
桃園キャンパス：桃園駅周辺。
銘傅大学には、台北士林（士林キャンパスと基河キャンパス）と桃園
亀山という 3つのメインキャンパスがあります。士林キャンパスと基
河キャンパスは台北の有名な夜の観光スポット、士林夜市の近くです。
台北メトロの劍潭駅が最寄り駅で、交通もとても便利です。

人気のコース
グループレッスンと夏期学習ツアー。
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応募資格と年齢	
18歳以下の応募者は、高校卒業証書が必要。

概要
A. 単位授与コースと、非単位授与コース、夏期集中コースがあり
ます。

B.  4タイプ：	初級中国語、実用中国語、文化関連の中国語、一般
中国語。

C.  中国語のコミュニケーション能力を伸ばすコースデザイン。
D. 中国語教員資格を取得できる 24-28単位のトレーニングコー
スもあります。

奨学金
優秀学生奨学金：	条件を満たしている学生は、優秀学生として学
費の 20%免除やその他の優待制度があります。

住居
台湾奨学金と華語奨学金取得者には、住居が提供されます。

国立中央大学
言語センター中国語プログラム		|		桃園県

32001 桃園県中壢市中大路 300号
電話：	+886-3-4227151	( 内線 33807, 33817, 33800)
FAX:	+886-3-4255384

メール：	ncu3802@ncu.edu.tw

ウェブサイト：	www.lc.ncu.tw/main/clp/en/index.php

コースタイプ 学習期間 開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料
（元）

学費と登録料
（USドル） 応募締め切り

一般 3~6ヶ月 だいたい
3,6,9,12月

約 150~

180時間 4~10人 26,000~

28,000元
約 777~

836ドル
台湾国内：授業開始 2週間前

国外：授業開始 1ヶ月前

夏期集中 2~3週間 6月末頃 36~72時間 5~12人 8,000元から 276ドルから

場所と施設
大学は、鉄道の駅や新幹線の駅、桃園国際空港の近くにあり、台北市
内まで、新幹線で 15分、鉄道とバスで 40分です。

大学には、学生の聴解と口頭能力を訓練する言語ラボがあります。図
書館には、中国語学習に役立つビデオも多数揃っています。

近隣のアトラクション	
A. 観音海水浴場。
B. 大渓老街。
C. 鶯歌陶瓷博物館。

人気のコース
単位取得コースと非単位取得コース。

国立政治大学
中国語センター		|		台北市

11605	台北市文山区指南路 2段 64号
電話： +886-2-29387141 / +886-2-2939-3091	( 内線 62055, 62666)
FAX: +886-2-29396353

メール： mandarin@nccu.edu.tw

ウェブサイト： mandarin.nccu.edu.tw

応募資格と年齢
18歳以上でなければならない。18歳以下の応募者は、高校卒業
証書かそれに相当する証書が必要。

概要
外国人を対象にした中国語教育で 20年以上の経験がある国立
政治大学の中国語センターは、留学生に向けて非単位取得一般コ
ースと短期コースを提供しています。さらに、将来中国語教員を目
指す学生のためのコースもあります。

奨学金
積極的な学習態度で成績優秀な学生には、政治大学から毎学期
奨学金が出ます。

住居
1. 新入生のための寮（20ベッド）
2. NCCU I-House （合計 20ベッド。2人部屋と1人部屋）
	 部屋数が限られているため、入寮者は抽選で決めます。
3. 秋学期の始めに、政治大学のボランティア学生を募って適切な
住居探しの手助けをします。

コースタイプ 学習期間 開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料
（元）

学費と登録料
（USドル） 応募締め切り

一般

春学期 2014/03/03~2014/05/23 180時間

7~10人

27,500元 約 920ドル 2013/12/31

夏学期 2014/06/03~2014/08/22 180時間 27,500元 約 920ドル 2014/03/31

秋学期 2014/09/09~2014/11/28 180時間 29,300元 約 980ドル 2014/06/30

冬学期 2014/12/08~2015/02/13 150時間 24,500元 約 820ドル 2014/09/30

場所と施設
台北の東南に位置する政治大学は、高い教育の質と卓越した設備で
好評を博しています。政治大学生なら誰でも、保健サービスセンター、
コンピューター室、フィットネスセンター、プール、図書館などの大学
施設を利用することができます。

近隣のアトラクション
政治大学は、台北市を望む景色の良い岡野上に建っています。台北
101や誠品書店、デパート等のある台北の繁華街まで 20分です。そ
の他にも、台北動物園や通化夜市、公館が近くにあります。

人気のコース
一般プログラム
1年に 4学期間、中国語コース、フリーコース、文化ワークショップが
開講され、留学生に台湾の文化体験や実生活で中国語を使う機会
を提供しています。

中国語夏期コース
個人学習者向けに、7月と 8月の夏期コースが開講されます。
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応募資格と年齢
高校卒業資格と中国語の勉強意欲があり、コース登録の要件を満
たしている外国人。

概要
交通大学中国語センターは、新竹エリアに住む外国人に中国語コ
ースを提供するために、2005年に設立されました。このセンターで
学ぶ外国人は、主に交通大学の留学生、新竹科学工業園区の国際
企業の外国人研究者、非台湾人英語教師などです。

奨学金
台湾奨学金と華語エンリッチメント奨学金が、台湾外交部と教育
部から提供されます。

住居
キャンパス外の住居情報が、交通大学のウェブサイトやキャンパス
付近の掲示板で見ることができます。

場所と施設
センターは新竹科学工業園区の近くにあります。学内には、視聴覚
自習室や蔵書量の豊富な図書館があります。オンラインフォーラム
や会話学習ウェブなども作られ、クラスの外で授業の時間を超えて
勉強することが可能です。

国立交通大学
中国語センター　|　新竹市

30010 新竹市東区大学路 1001号
電話： +886-3-5131231

FAX: +886-3-5711437

メール： mandarin@cc.nctu.edu.tw

ウェブサイト：	mandarin.nctu.edu.tw

コースタイプ 学習期間 開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料
（元）

学費と登録料
（USドル） 応募締め切り

一般（秋） 2014/09/15~2015/01/16 2014/09/15~2015/01/16 (18週 ) 36時間 5~15人 7,000元 233ドル 2014/08/30

一般（春） 2014/02/17~2014/06/20 2014/02/17~2014/06/20 (18週 ) 36時間 5~15人 7,000元 233ドル 2014/01/30

一般（夏） 2014/07/03~2014/07/31 2014/07/03~2014/07/31 (4週 ) 36時間 5~15人 7,000元 233ドル 2014/05/30

集中（秋） 2014/09/15~2015/01/16 2014/09/15~2015/01/16 (18週 ) 270時間 5~15人 50,000元 1,667ドル 2014/08/30

集中（春） 2014/02/17~2014/06/20 2014/02/17~2014/06/20 (18週 ) 270時間 5~15人 50,000元 1,667ドル 2014/03/30

近隣のアトラクション
1.城隍廟：	www.weiling.org.tw/

2. 17公里海岸線：	traffic.hccg.gov.tw/17miles/e-km-01.html

3. 18尖山：	en.hccg.gov.tw/

人気のコース
初級中国語
ピンインの規則や発音、トーンなどを学びます。あいさつや自己紹介、
数の数え方などを中国語で言えるようになります。

初級日常中国語
ピンインを使った読み書き、約 150字の漢字、中国語の句文構造、
数の数え方、電話番号の交換や買い物などの簡単な日常会話を習
います。

初級日本語会話
聴解と会話能力を伸ばすコースです。

国立台北教育大学
中国語教育センター　|　台北市

10671 台北市大安区和平東路 2段 134号 Y202室
電話： +886-2-27321104	( 内線 82025, 82026, 83331, 83335)
FAX: +886-2-27325950

メール： clec@tea.ntue.edu.tw

ウェブサイト： r9.ntue.edu.tw

応募資格と年齢
応募者は 18 歳以上で高校卒業資格を有していなければなり
ません。

概要
長い学術的歴史を持つ国立台北教育大学は、1896年に設立され
た、台湾有数の学術機関です。中国語訓練センターでは、世界各地
の様々な文化や言語背景を持つ学生達が、速く中国語で効果的な
コミュニケーションが取れるようになるよう努めています。

奨学金
出席率と成績の条件を満たした学生は、奨学金に応募できます。奨
学金受領者には、1シーズン 3000元が支給されます。

住居
寮の部屋数が限られているため、留学生に寮を提供することができ
ません。学生は大家さんに直接連絡を取らなければなりませんが、
私たちも支援、情報提供します。　

コースタイプ 学習期間 開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料
（元）

学費と登録料
（USドル） 応募締め切り

一般（春） 3ヶ月 2014/03/03 155時間 5~12人 27,000元 875ドル 年間いつでも

一般（夏） 3ヶ月 2014/06/03 155時間 5~12人 27,000元 875ドル 年間いつでも

一般（秋） 3ヶ月 2014/09/01 155時間 5~12人 27,000元 875ドル 年間いつでも

一般（冬） 3ヶ月 2014/12/01 155時間 5~12人 27,000元 875ドル 年間いつでも

夏期キャンプ 各セッション
4週間

2014/06/23~2014/07/18

2014/07/21~2014/08/15
136時間 8~12人 38,500元 1,350ドル クラスが満員にな

るまで

個人 学習者次第 学習者次第 最低 30時間 1~4人 学費は時間数と人数によって変わる 年間いつでも

場所と施設
国立台北教育大学は、キャンパスがフレンドリーで、教室の設備も整
った快適な学習環境です。学生は、無料で図書館や事務、バスケット
コートなどの施設を利用できます。また特別料金でスポーツセンター
を使うこともできます。

近隣のアトラクション
最寄り駅は、台北メトロ文山内湖線（茶色ライン）の科技大楼駅です。
メトロやバスで、台北動物園や公館ビジネス地区、通化夜市、台北
101、信義ビジネス地区などの有名な観光地まで簡単に辿り着け
ます。

人気のコース
授業は年間 4学期制です。各クラス、学生は 5~12人。教材は、外国
人学生の習慣や文化と比較しながら、台湾や中華文化を紹介するこ
と重きが置かれています。教育目標は、聴、話、読、書の４技能を統合
的に伸ばすことです。
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応募資格と年齢
一般プログラムは、18歳以上、又は高校卒業資格保持者。短期プ
ログラムは 8歳からと 18歳以上。

概要
1956年に設立された中国語訓練センターは、台湾で最も古くて大
きな言語センターです。全てのクラスが経験豊富な教師による少人
数制で、最新の教授法と標準化されたカリキュラムによって運営さ
れています。学習目標とコースレベルは、国際言語能力基準（CEFR

とACTFL) を参考にしています。

奨学金	
応募できる学生
1.成績優秀で、海外の大学に在学していて中国語を勉強中の学生。
2.現在、師範大学中国語訓練センターに所属している成績優秀な
学生で、中国語訓練センターの活動に積極的に参加している者。

住居
中国語訓練センターの学生は、大学の外で住居を探さなければな
りません。

中国語訓練センターでは、近隣の賃貸情報を収集しています。学
生は、師範大学ホール（http://www.sce.ntnu.edu.tw/eweb/) に泊
まるか、古亭駅や台電大楼駅周辺のホステル（www.hostelworld.

com）に泊まって、住居を探すといいでしょう。

国立台湾師範大学
中国語訓練センター　|　台北市

10610 台北市大安区和平東路 1段 129号
電話： +886-2-77345130

FAX: +886-2-23418431

メール： mtc@mtc.ntnu.edu.tw

ウェブサイト： www.mtc.ntnu.edu.tw

コースタイプ 学習期間 開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

一般 3ヶ月

2014/03/01

2014/06/01

2014/09/01

2014/12/01

171時間 6~10人 26,200元 約 870ドル 学期開始 1ヶ月前

集中 3ヶ月 171時間 5~8人 33,400元 約 1,100ドル 学期開始 1ヶ月前

夏期一般 2ヶ月 2014/07/01 114時間 6~10人 17,800元 約 590ドル 学期開始 1ヶ月前

夏期集中 2ヶ月 2014/07/01 114時間 5~8人 22,600元 約 950ドル 学期開始 1ヶ月前

言語文化学習ツアー 1~6週間 年間いつでも
学習者次第 詳細は中国語訓練センターへ

速習 3週間 3,	8,	9月 54時間 6~12人 約 30,000元 約 1,000ドル 学期開始 2ヶ月前

夏期キャンプ 4週間 2014/06

2014/07
120 時間 6~12人 約 43,500元 約 1,450ドル 2014/02

オンライン 1ヶ月 20時間 1対 1／ 2人組 16,300元／ 12,900元 約 545ドル／ 430ドル

場所と施設
台北市の中心に位置し、地下鉄の古亭駅や多くのバス停が近くにあ
ります。教室にはプロジェクターが設置され、言語／コンピューター
ラボや図書館、ワイヤレスインターネットサービス、学業カウンセリン
グサービスなども利用できます。

近隣のアトラクション
近くには中正紀念堂や有名な夜市、ショッピングセンターがあります。
台北 101までバスで 30分です。中国語訓練センターでは、学生のた
めに無料の日帰り旅行や 3日間のツアー（有料）を企画しています。

人気のコース
1.学期毎のプログラム：	3ヶ月の一般／集中コースで、授業は 12月、

3月、6月、9月に始まります。2ヶ月コースも 7月から 8月まで開
講しています。

2.言語文化学習ツアー：	年間いつでもできる、オーダーメイドのコー
スです。申し込みはグループのみ可能です。

3. 3週間速習プログラム：	3月と 8月、9月に開講する、言語と文化
が学べるクラスです。

4.夏期キャンプ：	8-15歳の子供のための中国語イマージョンプログ
ラムです。

5.オンラインコース：	インターネットを介してリアルタイムで学習者
に合わせた中国語学習です。

国立台湾大学
言語センター中国語部　|　台北市

10633 台北市大安区辛亥路 2段 170号
電話： +886-2-33663417

FAX: +886-2-89695042

メール： cld222@ntu.edu.tw

ウェブサイト： cld.liberal.ntu.edu.tw

応募資格と年齢
18歳以上、又は高校卒業かそれ同等の資格を持つもの。

概要
キャンパス内の充実した施設を利用した豊富なコースで、理想的な
学習環境を提供します。中国語評価試験によって振り分けられる
4-6人の少人数クラスと質の高い教師陣が、確かな中国語学習の
成果を保証します。ぜひ台湾大学にお越し下さい。

奨学金
なし。

住居
学生は自分で住居を見つけなければいけません。（希望により賃貸
情報も提供しますので、メールで連絡してください。cld222@ntu.

edu.tw）

コースタイプ 学習期間 開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

一般 12週 2014/02/24 180時間 4~6人 35,500元 約 1,183ドル 2014/01/16

一般 12週 2014/05/26 180時間 4~6人 35,500元 約 1,183ドル 2014/05/02

一般 12週 2014/08/25 180時間 4~6人 35,500元 約 1,183ドル 2014/08/01

一般 10週 2014/11/24 150時間 4~6人 35,500元
29,600元 約 987ドル 2014/10/31

選択 4~8 週 毎シーズンの一
般コース終了後 8~16時間 5~15人 学費 2,000~4,000元

登録料 500元
学費約 67~133ドル
登録料約 17ドル

毎シーズンの一般
コース終了後

選択（少人数
グループ） 学習者次第 学習者次第 学習者次第 2~4人 学費１クラス 1,200元

登録料 500元
費約 40ドル

登録料約 17ドル なし

個人 学習者次第 学習者次第 学習者次第 1人 学費１クラス 600元
登録料 500元

学費１クラス約 20ドル
登録料約 17ドル なし

場所と施設
台北の市街地にあり、交通が便利です（地下鉄とバス）。キャンパス内
にも、マルチメディア図書館やスポーツセンター、学生ラウンジ（コン
ピューターとインターネット完備）など様々な優れた施設があります。
教室にはマルチメディア設備も備えられています。

近隣のアトラクション
台北は観光に最適な街です。市街地には台湾大学からアクセス可能
な観光スポットがたくさんあります。例えば台北 101、中正紀念堂、国
立国父記念館、国立歴史博物館、故宮博物館、大安森林公園、台北
植物園、公館／師大／士林夜市などです。

人気のコース
1.一般コース：	季節ごとのプログラムで、1日 3時間、月曜から金曜
まで、1学期 10-12週間です。

2.選択コース：	特定の内容の短期授業や言語技能トレーニングなど。
3.少人数グループのための選択コース：授業時間や内容は学生のニ
ーズに合わせます。

4.個人レッスン：	授業時間や内容は学生のニーズに合わせます。
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応募資格と年齢	
1.大学の学位志願者。
2.大学の学位保持者。
3.中国語能力を必要とする専門職の人。

概要
台湾大学の国際中国語プログラムは、世界でも屈指の現代及び古
典中国語の学習機関です。1963年に中国語学習の複数大学間プ
ログラムとして設立されました。伝統的な中華継承文化を伝える
現代民主社会の中国語圏における、1年間の集中学習プログラム
です。学生は世界各地から来ています。75%の卒業生は、学術的な
職に就き、残り25%は、政治や法律、ビジネスなどの分野で活躍し
ています。

奨学金
なし。

住居
学生寮：詳細はウェブサイトで確認してください。http://iclp.ntu.

edu.tw/

部屋数が限られているため、早い者勝ちになります。

国立台湾大学
国際中国語プログラム　|　台北市

10633 台北市大安区辛亥路 2段 170号
電話： +886-2-23639123

FAX: +886-2-23626926

メール： iclp@ntu.edu.tw

ウェブサイト： iclp.ntu.edu.tw

コースタイプ 学習期間 開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

2014年夏期集中コース 2.5ヶ月 6月 約 120時間 1~4人 登録料 3,000元
学費約 106,500元

登録料 100ドル
学費 3,550ドル 2014/03/31

2013~14通年集中コース 9ヶ月 9月 9ヶ月 1~5人 登録料 3,000元
学費約 363,000元

登録料 100ドル
学費 12,100ドル 2014/04/30

場所と施設
場所：台北中心部（国立台湾大学）。
施設：40教室、コンピューター室 3部屋、図書館、講堂、学生ラウンジ。
学期中の平均学生数：80~100人。
学期中の平均教師数：45人。

近隣のアトラクション
公館／師大夜市、大安森林公園、中正紀念堂、国父紀念館、台北
101、猫空茶園など。

人気のコース
1.通年プログラム：	3学期制、1日 4時間（グループレッスン 3時間
＋個人レッスン 1時間）、月—金曜日、1学期 10-12週。

2.夏期プログラム：	1日3時間（グループ2時間＋個人1時間）、月−金、
8週間。

3.言語コース：	コースリストはウェブサイトで見られます：http://iclp.

ntu.edu.tw/

4.選択コース：	発音、漢字、ニュースレター作成と編集、中国語の歌、
学術ゼミ、ゲストスピーチ等。

5.文化コース：	書道、太極拳等。

東呉大学
中国語センター　|　台北市

11102 台北市士林区臨渓路 70号
電話： +886-2-28819471（内線 5921-5924）
FAX: +886-2-28838350

メール： mandarin@scu.edu.tw

ウェブサイト： www.scu.edu.tw/mandarin

応募資格と年齢
一般コース :	18歳以上か高校卒業証書保持者。
スタディキャンプ :	7歳から 22歳までの外国人。

概要
2013年に開設された東呉大学中国語センターは、北台湾にある
政府認定の中国語教育機関です。中国語センターの目的は、中華
文化知識を伝達し中国語能力を発達させること。私たちは多くの
留学生が台湾で中国語を学ぶこと、私たちの学生が外国で教え、
国際教育を推進させること、海外の中国語教育を発展させることを
目指しています。そのため、中華文化と台湾文化を探究したい人達
のための専門的なプログラムを用意しています。包括的な学習には、
言語コミュニケーション能力だけではなく文化理解も必要だと考
えています。

奨学金
ありません。

住居
外雙溪キャンパスには、安全で設備の整った2人部屋と４人部屋
の寮があります。

コースタイプ 学習期間 開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

一般 2.5ヶ月

2014/02/17
159時間

5~12人

30,000元 1,000ドル

授業開始 1ヶ月前2014/09/15 30,000元 1,000ドル

2014/12/08 129時間 24,000元 800ドル

夏期キャンプ 3週間

2014/06/09

108時間 12~15人
37,000元

（朝食、昼食、4人部
屋料金込み）

約 1,250ドル 授業開始 1ヶ月前2014/07/07

2014/08/04

特別プログラム 詳細は学生に合わせてデザインする

場所と施設
東呉大学には２つのキャンパスがあります。中国語センターは外雙溪
キャンパスにあり、故宮博物館の近くです。大学には、設備の整った
教室やキッチン、自習室、学生ラウンジ、そして大学設備（図書館、コン
ピュータールーム、スポーツジム等）があります。

近隣のアトラクション
A.国立故宮博物館、林語堂故居、錢穆故居、士林夜市など。
B.芝山文化生態緑園。
C.西門ショッピングエリア。

人気のコース
A.一般コース：漢字読み書き、発音記号、基本会話練習、文法、語彙、
作文やピンインなど。

B.文化体験：中国のお祭りやマナー、慣習などを学びます。
C.文化体験旅行：台北市内の観光地や文化地区等を訪れ、台湾地
元の美の奥深さを体験します。
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応募資格と年齢
高校卒業で 18歳以上。

概要
台北城市科技大学の華語センターは、外国人が中国語を学ぶ為
の特別な学部です。センターでは、厳しく教師の資質を評価、訓練
しています。また、初級から上級まで、学習者のレベルに合わせた必
要な設備を備えています。

奨学金
なし。

住居
学生寮はありませんが、学生が最適な住居を探せるよう、常に情報
を提供しています。

1.台北国際学舎　www.geocities/SoHo/6271/ihmain.htm

2. YMCA	電話：+886-2-23313201		
3. Happy Family 1 電話：+886-2-23753443		
4. Happy Family ホステル 2 電話：+886-2-23952950

台北城市科技大学
中国語センター　|　台北市

11202 台北市北投区学園路 2号
電話： +886-2-28285888	
FAX: +886-2-23319966

メール： flagvisa@yahoo.com.tw

ウェブサイト： www.ssw.tpcu.edu.tw/chinese.index.htm

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

一般 12週 2014/01/06 180時間 3~8人 18,300元 620ドル 2013/12/30

一般 12週 2014/02/10 180時間 3~8人 18,300元 620ドル 2014/01/27

一般 12週 2014/03/03 180時間 3~8人 18,300元 620ドル 2014/02/24

一般 12週 2014/04/07 180時間 3~8人 18,300元 620ドル 2014/03/31

一般 12週 2014/05/05 180時間 3~8人 18,300元 620ドル 2014/04/28

一般 12週 2014/06/03 180時間 3~8人 18,300元 620ドル 2014/05/26

一般 12週 2014/07/07 180時間 3~8人 18,300元 620ドル 2014/06/30

一般 12週 2014/08/04 180時間 3~8人 18,300元 620ドル 2014/07/28

一般 12週 2014/09/01 180時間 3~8人 18,300元 620ドル 2014/08/25

一般 12週 2014/10/06 180時間 3~8人 18,300元 620ドル 2014/09/29

一般 12週 2014/11/03 180時間 3~8人 18,300元 620ドル 2014/10/27

一般 12週 2014/12/01 180時間 3~8人 18,300元 620ドル 2014/11/24

場所と施設
台北城市科技大学華語センターは、台北市内のにぎやかなエリアに
あり、山に囲まれ、干潟の野鳥保護区が見下ろせます。大学には視聴
覚教室やコンピューター室、図書館など、中国語学習に必要な十分
な施設が整っています。

近隣のアトラクション
近くには有名な陽明山国立公園があり、1年を通して観光客や写真
家、花や蝶の愛好家が訪れます。ハイキングコースも多数あります。

人気のコース
書道と演説法。

応募資格と年齢
一般中国語プログラム：18歳以上で中等教育終了かそれに準ずる
資格がある者。
集中中国語プログラム：14歳から 30歳まで。

概要
中国語学習プログラムは、淡江大学により運営されています。プロ
グラムには次のようなコースがあります：一般中国語プログラム、
集中中国語プログラム、夏期特別プログラム、特別オーダーメイド
プログラム。

奨学金
なし。

住居
学生寮は、集中プログラム（夏と春）の学生にのみ提供されます。
快適で割安な滞在先には、Y HOTEL TAIPEI	 ( ウェブ：www.

ymcahotel.tw) や台北国際学舎があります。

場所と施設	
台北キャンパス（一般、夏期、特別プログラム）
住所	：	台北市金華路 199巷 5号。
施設	：	ラウンジ、図書館、保健室、マルチメディア教室／講堂。

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料
（元）

学費と登録料
（USドル） 応募締め切り

一般（台北キャ
ンパス）

15週 2014/01/06~2014/05/02 225時間 12~17人 26,000元 880ドル 2013/12/06

15週 2014/02/17~2014/05/30 225時間 12~17人 26,000元 880ドル 2014/01/17

15週 2014/03/03~2014/06/13 225時間 12~17人 26,000元 880ドル 2014/02/03

15週 2014/04/07~2014/07/18 225時間 12~17人 26,000元 880ドル 2014/03/07

15週 2014/05/05~2014/08/15 225時間 12~17人 26,000元 880ドル 2014/04/05

15週 2014/06/03~2014/09/12 225時間 12~17人 26,000元 880ドル 2014/05/03

15週 2014/07/07~2014/10/17 225時間 12~17人 26,000元 880ドル 2014/06/07

15週 2014/08/04~2014/11/14 225時間 12~17人 26,000元 880ドル 2014/07/04

15週 2014/09/01~2014/12/12 225時間 12~17人 26,000元 880ドル 2014/08/01

15週 2014/10/06~2015/01/16 225時間 12~17人 26,000元 880ドル 2014/09/06

15週 2014/11/03~2015/02/13 225時間 12~17人 26,000元 880ドル 2014/10/03

15週 2014/12/01~2015/03/27 225時間 12~17人 26,000元 880ドル 2014/11/01

集中（淡水キャ
ンパス） 2, 3又は 6週 40~120時間 10~15人 28,000~

62,000元
1,250~

2,150ドル 授業開始１ヶ月前

淡水キャンパス（集中プログラム）
住所	：	新北市淡水区英専路 151号。
施設	：	図書館、保健室、マルチメディア教室／講堂、陸上フィールド、
ジム、プール、スポーツ施設、屋外バスケットコート、テニスコート、ス
ケートリンク、カフェ、美術館。

近隣のアトラクション
台北キャンパス
永康街、中正紀念堂、大安森林公園、建国花市。

淡水キャンパス
淡江海洋博物館、漁人埠頭、オックスフォードカレッジ、紅毛城、淡水
老街、淡水河紅樹林、自然保護区、八里河岸。

人気のコース
一般コース
毎学期 15週から成り、新クラスが毎月開講されます。授業は年間通
して行われ、クラスは初級から上級まで 9レベルに分かれています。

集中コース
7月初めに始まる月〜金まで、3週間か 6週間のコースです。毎日 50

分授業が5コマあります。毎週 20時間の中国語レッスンと 8時間の
台北周辺のフィールドトリップで構成されています。食事と住居も支
給されます。

淡江大学
中国語センター　|　台北市

10650 台北市大安区金華路 199巷 5号
電話： +886-2-23216320	( 内線 8839)
FAX: +886-2-23214036

メール： clc@mail2.tku.edu.tw

ウェブサイト： www.dce.tku.edu.tw 

 又は	chinesecenter.weebly.com
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応募資格と年齢
16歳以上。

概要
建国科技大学言語センターは、多様なレベルの中国語プログラム
を用意しています。通常、1学期は 12週間で、1週間に 15時間授
業があります。この他に、短期の学習者に合わせたプログラムも可
能です。専門性があり、熱心で経験豊富な教師が揃っています。留
学生には、HSKや TOCFLなどの中国語能力試験を受けることを奨
励しています。語学だけではなく、文化やアクティビティのコース等
もたくさん受けられます。

奨学金
授業料割引。

住居
学生寮とキャンパス外の賃貸アパート。

建国科技大学
言語センター、中国語部門　|　彰化県

50094 彰化県彰化市介壽北路 1号
電話： +886-4-7111111（内線 4003）
FAX: +886-4-7114631

メール： lc@ctu.edu.tw

ウェブサイト： lc.ctu.edu.tw

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

一般 12週 3月 5日
9月 5日 180時間 5~12人 27,000元 約 900ドル 授業開始 1ヶ月前

夏期、冬期 8週 7月 5日
1月 5日 120時間 5~12人 18,000元 約 600ドル 授業開始 1ヶ月前

個人 学習者次第 学習者次第 学習者次第 学習者次第 学習者次第 学習者次第 学習者次第

場所と施設
建国科技大学は、台湾の歴史的に重要な彰化市にあります。彰化市
は、台中の約 22キロ南に位置し、台湾で 3番目に大きく、中部台湾
では一番大きな町です。

大学には、IQChineseやMy Chinese Tutor、自主学習コースソフトな
ど多種多様なデジタル中国語コースソフトを用意しています。

近隣のアトラクション
彰化市の最も有名な建造物と言えば、町を望む八卦山の上に立つ大
仏です。その他にも、孔子廟や南瑤宮などもとは海の女神であった媽
祖を祀るお寺が有名です。媽祖は、現在台湾でもっとも信奉されてい
る台湾の道教の神様です。

人気のコース
初級と中級中国語。

逢甲大学
中国語学習センター　|　台中市

40724 台中市西屯区文華路 100号
電話： +886-4-24517250	( 内線 5873,5875)
FAX: +886-4-24510243

メール： clc@fcu.edu.tw

ウェブサイト： www.clc.fcu.edu.tw

応募資格と年齢
18歳以上。

概要
1. 30年におよぶ言語学習への貢献。
2.年間通して温暖な台中の気候。
3.トップクラスのマルチメディア設備。
4.現代的なものも伝統的なものも楽しめる台中の中心地。
5.個人のニーズに合わせた幅広い選択科目と課外活動。
6.フレンドリーで家族的な雰囲気のオフィス。
7.利便性がよく低コストな生活。
8.世界水準のスポーツ施設と図書館。

奨学金
中国語学習センター奨学金：初めて奨学金を受け取る学生には、
10,000元が支給されます。受給条件は、正規学生でその後最低 9

ヶ月は勉強する計画のある者。（詳細は、遠慮なく電話で尋ねてく
ださい。）

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料
（元）

学費と登録料
（USドル） 応募締め切り

夏期集中 4 週 学習者次第 60時間 平均 10人 27,000元 900ドル 授業開始１ヶ月前

一般

2013/12/05~2014/02/28 2013/12/05

165時間 平均 10人 23,500元 783ドル

海外から：授業開始
6週間前

台湾から：授業開始
1週間前

2014/03/05~2014/05/30 2014/03/05

2014/06/05~2014/08/31 2014/06/05

2014/09/05~2014/11/30 2014/09/05

住居
1.新入生のための寮の相部屋（20ベッド）
2.私たちのオフィスでは、喜んで大学付近の住居を探すお手伝いを
します。一般的に 1ヶ月の家賃は約 6,000元（全て込み）です。

場所と施設
ここ台中の中心地では、真の台湾文化を体験できます。大学正門のす
ぐ脇が、有名な逢甲夜市です。

近隣のアトラクション
市外には大坑があります。歴史の町、鹿港も必見です。中央の山脈には、
日月潭、渓頭竹林や温泉など、数多くの観光地があります。

人気のコース
(1から 8まで )9つのレベルの中国語コースを開設し、言語の 4技
能の習得に力を入れています。個人のニーズに更に答える為に、台湾
語、簡体中国語、ビジネス中国語、ワープロ、中国文学、中国哲学、中
国史と文化等、数多くの選択科目を用意しています。
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国立嘉義大学
言語センター　|　嘉義市

新民キャンパス：60054 嘉義市西区新民路 580号
電話： +886-5-2732981/ +886-5-2732983

FAX: +886-5-2844916

メール： cslncyu@mail.ncyu.edu.tw

ウェブサイト： 140.130.204.81

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料
（元）

学費と登録料
（USドル） 応募締め切り

集中

2014/03/03~2014/05/23 2014/03/03

180時間 3~8人 32,400元 1,080ドル

2014/01/01~2014/02/20

2014/06/02~2014/08/22 2014/06/02 2014/04/01~2014/05/20

2014/09/01~2014/11/21 2014/09/01 2014/06/01~2014/07/20

2014/12/01~2015/02/20 2015/12/01 2014/10/01~2014/11/20

一般

2014/03/03~2014/05/23 2014/03/03

72時間 3~8人 14,400元 480ドル

2014/01/01~2014/02/20

2014/06/02~2014/08/22 2014/06/02 2014/04/01~2014/05/20

2014/09/01~2014/11/21 2014/09/01 2014/06/01~2014/07/20

2014/12/01~2015/02/20 2015/12/01 2014/10/01~2014/11/20

個人 フレキシブル フレキシブル フレキシブル 1人 フレキシブル フレキシブル 同上

夏期集中
2014/07/07~2014/07/25 2014/07/07

100時間 6~10人 20,000元 666ドル 2014/05/31
2014/08/04~2014/08/22 2014/08/04

国立中興大学
言語センター　|　台中市

萬年楼：	40277 台中市南区国光路250号
電話： +886-4-22840326	( 内線 312,399)
FAX: +886-4-22859956

メール： language@dragon.nchu.edu.tw; chinesenchu@gmail.com

ウェブサイト： http://cp.nchu.edu.tw/

応募資格と年齢	
1. 18歳以上。
2.台湾で勉強するための十分な財政があること。

概要
中興大学の中国語プログラムで、最高の中国語学習が経験できる
でしょう。初中級レベルは、日常の中国語に焦点を当て、中上級で
は文化的なトピックに重きを置いています。クラスは少人数制です。
教師陣は、教員資格を持った経験豊富な者ばかりです。

奨学金
ありませんが、台湾奨学金に申し込むことを奨励します。

住居
大学周辺の寮に申し込むのが、一番簡単です。キャンパス外の賃貸
情 報 は、http://www.osa.nchu.edu.tw/osa/dorm/sys/modules/re/

notice.php	をご覧ください。

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

一般 12ヵ月

3~5月
6~8月

9~11月
12~2月

180時間 6~12人 24,000元 約 800ドル 授業開始 1ヶ月前

集中 4~5週 学習者次第 学習者次第 学習者次第 学習者次第 学習者次第 学習者次第

場所と施設
台中市の南部にあります。
各ラボや教室には、インターネットやコンピュータ、プロジェクター、
スクリーンなど標準的なマルチメディア設備が整い、学生の中国語学
習に利用されています。

近隣のアトラクション
忠孝夜市でお腹を満たし、国立台湾美術館で世界の芸術作品を堪
能することができます。日月潭は、優美な静けさをもたらしてくれます。

人気のコース
中華文化クラスで、その美の奥深さを体験してください。

1.武道。
2.中国映画、音楽、遊戯。
3.書道と中国絵画。
4.台湾人形劇。
5.伝統美術工芸。

応募資格と年齢
高校卒業か 16歳以上の外国人	。

概要
嘉義大学の言語プログラムは、伝統的な教室での教育モデルとは
違います。学習期間中に、地域の台湾人や台湾／中華文化を発見、
理解する機会をたくさん提供します。

言語プログラムの特徴は、
1.幅広い中国語コースと学習パッケージ。
2.資格を持った経験豊富な台湾人教師。
3.プレイスメントテストによる、初級から上級までのコースレベル。
4.会話を重視した教室活動。
5.格安な生活費。

奨学金
なし。

住居
学生寮はありませんが、学生が快適な住居を見つけられるよう、常
に情報を保持しています。賃貸情報は、次のサイトをご覧ください。
www.ipig.com.tw。

場所と施設
1.場所：言語センターは、新民キャンパス（嘉義大学の 4つのキャン
パスの一つ）にあり、嘉義市の市街地にあります。

2.施設：学習センターには、マルチメディア教室やインターネットアク
セス可能なコンピューターシステム、CD-Rom学習キット等、ハイ
テクな設備が揃っています。これらの設備は全て無料です。

近隣のアトラクション
嘉義は、歴史の長い町で、市内にはたくさんの歴史的な場所がありま
す。周辺も美しく、市内から阿里山へは車で 2時間です。阿里山の高
山鉄道は、人気の高い観光スポットで、阿里山国立公園の景色は、息
をのむ美しさです。

人気のコース
1.文化クラス：楽しいマルチメディア教材で、聴解能力を伸ばすだけ
でなく、中華文化がより理解できます。

2.学習フィールドトリップ：台湾の複雑な文化を理解し、享受するた
めのコースです。
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応募資格と年齢
高校卒業か 18歳以上。

概要
台中教育大学の中国語センターは、決められた期間内に中国語を
習得したい大人の学習者のために 2008年に設立されました。授
業は、学習者のニーズに合わせて設計され、効果的な教授法を用
いた少人数クラスによって、聴、話、読、書の実用能力を伸ばします。
中国語センターの教師陣は、みな経験豊富な中国語のネイティブ
スピーカーで、台湾の教育部から出される中国語教師の資格保持
者です。

奨学金
なし。

住居
台中教育大学内のゲストハウスの、1人部屋か相部屋を提供しま
す。家賃は、部屋によって1ヶ月6,825元から8,925元です。詳細は、
ウェブサイトをご参照ください。
http://clc.ntcu.edu.tw/english.php?sn=37	または
http://blog.roodo.com/23052101ih

国立台中教育大学
中国語センター　|　台中市

40306 台中市西区民生路 140号
電話： +886-4-2218-3283

FAX: +886-4-22183450

メール： clc@mail.ntcu.edu.tw

ウェブサイト： clc.ntcu.edu.tw/index_en.php

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料
（元）

学費と登録料
（USドル） 応募締め切り

個人 30時間 いつでも 30時間 １人 13,600元 約 455ドル フレキシブル　自由旅行者や
集中レッスンが必要な人向け

短期 7~8週 いつでも 30時間 2~5人 8,600元 約 290ドル フレキシブル　3人以上のグル
ープ向け

1学期 180時間、
12週

春：03/01

夏：06/01

秋：09/01

冬：12/01	

120時間 5~12人 24,000元 約 800ドル

春：01/31

夏：04/30

夏：07/31

冬：10/31 

場所と施設
学習設備と資源には、本、学術誌、電子書籍、電子データベース、AV

教材、新聞、地図、マイクロフィッシュなどを含む 710,000アイテムを
誇る図書館があります。さらに、テニスコートや運動場、卓球、バレー
ボール、バドミントン、バスケット、屋外プールやフィットネスジム、ダン
スルームやウェイトトレーニングなどのできる運動施設もあります。

近隣のアトラクション
台湾の中央、台中市の市街地に位置している台中教育大学中国語セ
ンターは、台湾で最も快適な気候に恵まれた、利便性の高い地域に
あります。公共交通機関へのアクセスには、台中メインバスや鉄道駅、
新幹線の駅などがあります。近隣には、国立台湾美術館や国立科学
博物館、台中文化センター、中華夜市、ノバコンピューター商場、誠
品書店、デパートなどがあります。

人気のコース　
1.個人レッスン。
2.短期プログラム。
3.学期プログラム。

静宜大学
中国語教育センター　|　台中市

43301 台中市砂鹿区台湾大道七段200号
電話： +886-4-26645009/ +886-4-26645050

FAX: +886-4-26330340

メール： clhuang@pu.edu.tw; hyyu2@pu.edu.tw

ウェブサイト： clec.pu.edu.tw

応募資格と年齢
15歳以上。

概要
静宜大学の中国語教育センターは、1996年に設立され、教育部に
よって認められた 38の中国語教育機関の一つです。教師は全て中
国語のネイティブスピーカーで、ほとんどが英語やその他の外国語
能力があります。教師陣は、初級者に対して 2カ国語で授業をし、
中級と上級者には中国語のみで授業を行います。設立以来、95カ
国から 5,000人以上の留学生がここで勉強しました。

奨学金
中国語教育センターの奨学金：	約 20-24人の学生が毎年センタ
ーから奨学金をもらっています。金額は、1学期で約 10,000元です。

受給条件：	中国語教育センターで、最低１年か２年中国語を勉強
した後、静宜大学の正規学生として入学許可を得た留学生は、学
費を賄う奨学金に応募することができます。平均 75点以上の成績
を維持している学生は、毎学期続けて、最高４年間まで奨学金を受
けることができます。

住居
留学生は、静宜大学の寮に住むことができます。部屋は 2、3、4人
部屋です。寮費は部屋の大きさによって異なります。全ての部屋に
空調が完備されています。もしホームステイをしたいなら、その手
配もします。中国語教育センターのオフィスでは、住居の情報を提
供しています。　

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料
（元）

学費と登録料
（USドル） 応募締め切り

一般 2014/03/03~2014/05/18 03/03（春学期） 165時間 6~10人 27,000元 900ドル 2014/02/05

一般 2014/06/03~2014/08/22 06/03（夏学期） 165時間 6~10人 27,000元 900ドル 2014/05/05

一般 2014/09/01~2014/11/22 09/01（秋学期） 165時間 6~10人 27,000元 900ドル 2014/08/05

一般 2014/12/01~2015/02/20 12/01（冬学期） 165時間 6~10人 27,000元 900ドル 2014/11/05

夏期集中 2014/07/01~2014/08/22 07/01 105時間 6~10人 20,475元 683ドル 2014/06/05

子供向け 2014/06/23~2014/08/01 07/23 90時間 6~10 人 22,200元 740ドル 2014/05/15

書道、絵画、
餅人形など 2014/09/01~2014/11/31 09/16 16時間 10~20人 3,300元 110ドル 2014/09/05

場所と施設
中国語教育センターは、台中の西の砂鹿区に位置し、台湾で最も良
い気候に恵まれています。

学生は、ジムや図書館、プール、ビデオセンター、コンピュータールー
ムなどの施設を利用できます。中国語教育センターでは、学習意欲の
ある学生に、中国語と中国文化の様々な面を学ぶ最高の機会を提供
します。

近隣のアトラクション
台湾中部には、苗栗県、台中県、彰化県、南投県があり、日月潭や渓頭、
梨山景観区、麗寶楽園、中台禅寺、八卦景観区などの観光地に囲ま
れています。豊富な森林を誇る台中は、台湾中部最大の都市で、年間
通して温暖な気候に恵まれ、工業も盛んで、活気ある文化や歓楽も楽
しめる町です。　

人気のコース
個人レッスン、少人数クラス、一般、集中コースがあります。夏と冬に
は短期プログラムもあり、世界各地からの中国語学習者に、中国語と
文化を教えるクラスを提供しています。例えば、アメリカの Ashlandや
WSC、ドイツの DHMBの学生達です。

書道、絵画、彫刻、武術、中国結び、餅人形クラス等の文化クラスも行
われています。
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応募資格と年齢
18歳以上。

概要
東海大学は、台中市にあります。中国語センターは、1970年に台湾
中部で最初の中国語学習機関として建てられました。美しい木々や
花々、鳥のさえずりがあふれる中国語学習に最高の場所です。

奨学金
中国語センターでは、「優秀奨学」賞があります。応募者は、筆記
と口頭試験を受けなければなりません。受賞者は、20,000元から
30,000元の奨学金がもらえます。

住居
中国語センターの学生は、大学生の申し込み期間の後に、寮に申
し込むことができます。部屋がまだ空いていれば、留学生にも提供
されます。寮の部屋は限られているので、多くの学生はキャンパス
付近に住むことを選びます。中国語センターで住居探しの手伝いを
するので、留学生も早期に最適な住居を見つけることができます。

東海大学
中国語センター　|　台中市

40704 台中市西屯区台湾大道四段 1727号
電話： +886-4-23590259

FAX: +886-4-23594408

メール： clc@thu.edu.tw

ウェブサイト： clc.thu.edu.tw

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

一般（超初 /
初/中/上級）

16週 2014/02/24~2014/06/13 240時間

5-7人

36,000元 約 1,200ドル 2013/12/31

8週 2014/07/07~2014/08/29 120時間 18,000元 約 600ドル 2014/05/31

16週 2014/09/22~2015/01/19 240時間 36,000元 約 1,200ドル 2014/07/31

短期 2~4週 グループのスケジュール次第 コース次第

場所と施設
中国語センターは、東海キャンパスの言語棟の中にあります。大学内
には、郵便局や銀行、本屋、レストラン、カフェ、たくさんの食堂やコン
ビニもあります。学生は、図書館やプール、テニスコート、ジム、コンピ
ューターセンターなどの施設を利用することができます。

近隣のアトラクション
近隣には逢甲夜市や台中公園、国立科学博物館、国立台湾美術館な
ど、たくさんの観光スポットがあります。人気の景観区と言えば、南投
日月潭や台湾原住民族文化園区、清境農場なども近いです。

人気のコース
超初級、中級／上級クラスと、中華文化、台湾語、書道などもあります。

義守大学
中国語センター　|　高雄市

84001 高雄市大樹区学城路 1段 1号
電話： +886-7-6577711 ( 内線 2604)
FAX: +886-7-6577056

メール： isuclc@isc.edu.tw

ウェブサイト： www.iscu.edu.tw/interface/overview.

 php?dept_mno=335

応募資格と年齢
誰でも歓迎！

概要
世界の中国語学習熱の高まりに応じ、中国語センターでは、留学生
の中国語上達のために幅広いコースを開設しています。
義守大学を選択するべき理由：

1.プロの教師による質の高いプログラム。
2.参加を促進する少人数クラス。
3.学習の手助けをするフレンドリーで経験豊富なスタッフ。
4.優良な学習環境。
5.義守大学への進学準備。

奨学金
なし。

住居
寮の 4人部屋を提供します。2人部屋などそれ以外の要求がある
場合は、別途費用がかかります。
住居に関するウェブサイト：http://www/isu.edu.tw/interface/dept.

php?dept_mno=04&dept_id=12

住居に関する連絡先：蔡昇熹	 電話：+886-7-65777111( 内線
2272)

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

初級 12週 3~5月 180時間 6~10人 1学期 32,000元
2学期 90,000元

1学期 1,100ドル
2学期 3,000ドル 授業開始 1ヶ月前

中級 12週 6~8月 180時間 6~10人 1学期 32,000元
2学期 90,000元

1学期 1,100ドル
2学期 3,000ドル 授業開始 1ヶ月前

上級 12週 9~12月 180時間 6~10人 1学期 32,000元
2学期 90,000元

1学期 1,100ドル
2学期 3,000ドル 授業開始 1ヶ月前

場所と施設
義守大学は、高雄市の観音山にあります。キャンパスには、レストラン
やコンビニ、図書館、本屋、郵便局、診療所などの施設もあります。レ
クレーション設備には、バスケットコートやゴルフ場、プール、テニス
コートなどを備えています。全ての施設が教師や学生に開放されて
います。

近隣のアトラクション
大学の向かいに、遊園地や映画館、リゾートホテルなどを備えた義大
ショッピングモールがあります。モダンなキャンパスだけではなく、自
然豊かな環境も有名です。スクールバスが 1時間に 1本、キャンパス
と高雄市内をつないでいます。

人気のコース
中国語を学びたい外国人のために、義守大学では質の高い短期プロ
グラムを用意しています。金曜日には、読み書きのクラスもあります。
専門性の高い教師人が、語学と日常生活、芸術、レジャーを一体化さ
せた授業を行っています。
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応募資格と年齢
18歳以上。

概要
1.高苑科技大学中国語センターは、2010年に設立され、中国語
プログラムと中国文化プログラムを開講しています。

2. 中国語コースと中国文化コースがあります。
3.活動：	観光ツアー、タレントショー、コンテスト、国際グルメフェ
スティバル。

奨学金
期末の成績が平均 70点以上で、資格を満たしている留学生には、
奨学金があります。

住居
留学生は全員無料で住居が提供されます。

高苑科技大学
中国語センター　|　高雄市

82152 高雄市路竹区中山路 1821土木大楼 403室
電話： +886-7-6077777 (内線 1904 ) / +886-7-6077916

FAX: +886-7-6077917

メール： clc@cc.kyu.edu.tw

ウェブサイト： www.oia.kyu.edu.tw/clc

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料
（元）

学費と登録料
（USドル） 応募締め切り

一般　春 3ヶ月 2014/03/01~2014/05/31 180時間 8~10人 30,000元 約 900ドル 周期的

一般　夏 3ヶ月 2014/06/01~2014/08/31 180時間 8~10人 30,000元 約 900ドル 周期的

一般　秋 3ヶ月 2014/09/01~2014/11/30 180時間 8~10人 30,000元 約 900ドル 周期的

一般　冬 3ヶ月 2014/12/01~2015/02/28 180時間 8~10人 30,000元 約 900ドル 周期的

場所と施設
高苑科技大学は、高雄市の路竹区、高雄科学公園の向かいにありま
す。大学の図書館には、漢語や華語に関する本が 248册あります。使
いやすい図書館やテレコミュニケーション教室、キャンパス内レストラ
ン、セブンイレブン等もあります。

近隣のアトラクション		
1.高雄科学公園。
2.橋頭砂糖工場。
3.本洲工業地帯。
4.路竹駅／岡山駅。

人気のコース　
1.書道。
2.中国語読解（絵本）。
3.中国語会話。
4.中国文化理解。

崑山科技大学
中国語センター		|		台南市

71003 台南市永康区大湾路 949号　教学研究大楼 1012号室
電話：	+886-6-2727175	( 内線 560)
FAX:	+886-6-2050006　
メール：	clca@mail.ksu.edu.tw

ウェブサイト：	中国語 www.ksu.edu.tw/cht/unit/D/T/NC/MLC

	 英語	www.ksu.edu.tw/eng/unit/D/T/NC/MLC

応募資格と年齢
7歳以上の外国パスポート保持者。

概要	
1.崑山科技大学の中国語センターは、台湾政府から任命を受けた
中国語教育の専門機関です。

2.崑山科技大学の中国語センターは、政府から任命された中国語
能力試験会場になっています。

3.崑山科技大学の中国語センターは、落ち着いた学習、研究環境
を有しています。

4.海外や地域の外国人へ向けた言語プログラムだけではなく、学
習者のさらなる中国語学習を促進するニーズに合わせたコース
も提供します。

5.中国語のオンライン学習サイトを、世界各国に提供しています。
6.留学生 1人に対し、1~2人のボランティア中国語チューターが
付きます。

奨学金
崑山科技大学の中国語センターは、下記の奨学金に応募する学生
の支援をします。

1.台湾奨学金。
2.華語エンリッチメント奨学金。
3. ICDF奨学金。
4.崑山科技大学基金奨学金。
5.崑山科技大学理事長奨学金。

住居
1.崑山科技大学では、留学生全員に無料で快適な寮を提供します。
2.無料の不動産代理店：http://www.6mama.com.tw/root/index_

en.php

3.無料賃貸情報サイト：http://tour.tainan.gov.tw/E/

コースタイプ 学習期間 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

第 1学期 2014/03/10~2014/05/30

165時間 5-10人 24,750元 825ドル

2013/11/30

第 2学期 2014/06/09~2014/09/29 2014/02/28

第 3学期 2014/09/08~2014/11/28 2014/05/31

第 4学期 2014/12/08~2015/02/26 2014/08/31

夏期 2014/07/01~2014/08/31

165時間 5~10人 24,750元 825ドル
2014/04/30165時間 3~5人 29,700元 990ドル

165時間 個人 49,500元 1,650ドル
冬期 2014/02/10~2014/03/28 不定	 2014/10/31

発音記号 1学期に 1度 6時間 制限なし 無料 無料 2014/05	&	2014/10

中国語能力試験 1学期に 1度 18時間 制限なし 無料 無料 TOCFL試験前
オンライン学習 1学期に 1度 6時間 制限なし 無料 無料 2014/05と 2014/10

パーティ 1学期に 1度 6時間 制限なし 無料 無料 学期末
文化活動 1学期に 1度 不定 制限なし 無料 無料 各中華の節句前

場所と施設	
1.崑山科技大学は台南市の北西部にあり、美しく設備の整ったキャ
ンパスです。

2. 2番の市バスで鉄道駅まで市バスで 10分、新幹線の駅まで 15

分です。

近隣のアトラクション
台南の中心部に近く、大学周辺には、安平港 (1624) や、赤崁樓	
(1653)、孔子廟（1665)、台湾歴史博物館（2007）など多くの有名な観
光地があります。

人気のコース　
A. 一般コース：　
 1. Entry（1~3ヶ月）
 2. Beginner（4~6ヶ月）
 3. Leaner（7~9ヶ月）　
 4. Superior（10~12ヶ月）　
 5. Master（13~15ヶ月）
	 6. Fluency（16~18ヶ月）

B. 上級コース：
 1.新聞とニュースの中国語。
 2.ビジネス中国語。
 3.旅行中国語。
 4.台湾語。

C.中華文化コース：
 1.書道（1~6ヶ月）
 2.ダンス（1~6ヶ月）
 3.食文化（1~6ヶ月）
 4.カンフー（1~6ヶ月）
 5.芸術（1~6ヶ月）
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応募資格と年齢
18歳以上なら誰でも。夏期集中プログラムと学習ツアープログラ
ムは、8歳以上。

概要
1982年に設立された国立成功大学中国語センターは、毎年約
1000人の留学生を受け入れていて、台湾の上位 4つの言語セン
ターに数えられています。初級から上級まで全てのレベルで、	少人
数グループ（6~10人）か個人レッスンの中国語コースがあります。
その他、中国絵画、書道、戯曲、食文化などの選択制の文化コース
があります。スタディツアーも頻繁に企画されます。22人の専任教
師全員が、教育部の中国語教育能力試験に合格しています。

奨学金
4人の学生に、6ヶ月の奨学金が与えられます。また、1~6月と7~12

月の奨学金が 1年に 2人分あります。

住居
成功大学寮が、夏休みに利用可能です。キャンパス内の 2-3人部
屋は、1週間約 750元です。もしキャンパス付近のホテルや住居に
泊まるための支援が必要なら、台湾到着前に中国語センターのス

国立成功大学
文学院、中国語センター　|　台南市

70101 台南市東区大学路１号
電話： +886-6-2740715 / +886-6-2757575 ( 内線 52040)
FAX: +886-6-2742516

メール： em52040@email.ncku.edu.tw; shuling@mail.ncku.edu.tw

ウェブサイト： kclc.ncku.edu.tw

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料
（元）

学費と登録料
（USドル） 応募締め切り

一般 10~11週

2013/12/23~2014/03/07 150時間 6~10人 28,300元 944ドル 2013/11/15 

2014/03/24~2014/06/13 165時間 6~10人 31,100元 1,037ドル 2014/01/31

2014/06/30~2014/09/05 150時間 6~10人 28,300元 944ドル 2014/05/15

2014/09/22~2014/12/05 165時間 6~10人 31,100元 1,037ドル 2014/07/30

夏期集中 4週
2014/06/30~2014/07/25

80時間 6~10人 15,700元 524ドル 2014/05/15 
2014/08/04~2014/08/29

特別スタディツアー 1~8週 学習者次第

タッフに連絡してください。キャンパス付近の 1人部屋の家賃は、1ヶ
月約4,500元です。キャンパス外の寮の情報：南都学生アパート:http://

nckh.theweb.tw/,	http://www.nandu.com.tw/,http://nckudorm.

prince.com.tw/ 劉ママ 賃 貸：	www.6mama.com.tw/root.index_

en.php

場所と施設
成功大学は台南市にあり、視聴覚施設やコンピューター、言語ラボ、
講堂、ミニシアター、書道ルームなど、学生の自主学習を手助けする
設備が揃っています。

近隣のアトラクション
台南は漢民族が最初に移住して以来、台湾史における重要な役割を
担っています。1885年からは首都として栄え、赤崁樓	(1653) や	大
天后宮（1684)、	武廟（1674)、孔子廟（1665)、安平港 (1624) などの
観光地があります。

人気のコース
1.文化：中国絵画、書道、太極拳、リフレクソロジー、食文化。
2.言語：会話、韻律、聴解と口頭訓練、中国語の歌、映画、ビジネス中
国語、日常台湾語、中国語能力試験対策。

国立高雄師範大学
言語文化教育センター　|　高雄市

80201 高雄市苓雅区和平一路 116号
電話： +886-7-7172930	( 内線 2603)
FAX:	+886-7-7166903

メール： clcts9286@gmail.com

ウェブサイト： www.nknu.edu.tw/~clct

応募資格と年齢
高校卒業かそれに相当する資格のある者。

概要
外国語としての中国語と中国文化教育に専念している中華語セン
ターは、幅広い中国語のコースで外国人や海外の華僑学生に中国
語や文化を学習する機会を提供し、さらに文化交流を通じて国際
社会との絆を強めることを目的としています。

奨学金
なし。

住居
学生寮
キャンパス内の寮に空室があれば、留学生に提供します。もし空き
がなければ、次のウェブサイトで部屋を探すことができます。http://

www.591.com.tw/

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラス
サイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料

（USドル）
海外からの応
募締め切り

台湾からの応
募締め切り

一般

3ヶ月 2013/11/25~2014/02/14 165時間

5~10人

25,500元 約 842ドル 2013/11/01 2013/11/15

3ヶ月 2014/02/24~2014/05/16 174時間 26,600元 約 887ドル 2014/02/01 2014/02/15

3ヶ月 2014/05/26~2014/08/15 177時間 27,050元 約 902ドル 2014/05/01 2014/05/15

3ヶ月 2014/08/25~2014/11/14 174時間 26,600元 約 842ドル 2014/08/01 2014/08/15

個人 1. 計 10時間
2. 計 20時間

いつでも（最低 1週間 2

時間）
1. 計 10時間
2. 計 20時間 1人 6,500元 /10時間

10,500元 /20時間
217ドル /10時間
350ドル /20時間	 いつでも いつでも

*	中国語の発音記号（注音）とピンインを両方教えます。
*	基礎的な中国語学習経験がある学生は、学期の途中からクラスに入ることができます。

場所と施設	
言語文化教育センターは、高雄市の文化センターの向かいにありま
す。交通は便利で、学校の近くにはメトロの駅もあります。

施設に関しては、補助学習教材を備えたコンピュータのある図書館
や、ジムなどを利用することができます。

近隣のアトラクション
文化センターやデパートの近くです。メトロとバスで、西子湾や中央
公園、ショッピングモールにも行くことができます。

人気のコース
1.一般クラス（グループ）：入門（Beginner)、初級（I&II)、中級（I&II&III)
と上級（I&II）があります。毎週 15時間、月-金 9:00-12:00までです。

2.個人レッスン（家庭教師）：合計 10時間と 20時間のコースがあり
ます。時間は、月〜金の朝 8時から午後 5時半までの間、自由に選
べますが、1週間最低 2時間の授業をします。
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応募資格と年齢
誰でも。

概要
中国語科は、国立屏東大学言語センターの一部で、年間通して、海
外や台湾に住む外国人に中国語プログラムを提供しています。コー
スは全て、教育の専門家によってデザインされ、質の高い学習環境
を実現しています。また、中国語教師になるためのプログラムもあり
ます。教師陣は経験豊富で、優れた教材、快適なキャンパス、協力的
なスタッフ、楽しい学習環境が特徴です。また、屏東は人がフレンド
リーで、生活費も割安、景色も美しく、中国語を学ぶのに最適な場
所です。

奨学金
なし。

住居
1.790部屋（ほとんどにエアコンあり）。
2.インターネット。
3.キャンパスワイヤレス。
4.ラウンジ。

国立屏東大学
言語センター　|　屏東県

900 屏東県屏東市林森路 1号
電話： +886-8-7226141	( 内線 24001, 24002)
FAX:	+886-8-7226409

メール： lce@mail.npue.edu.tw

ウェブサイト： lcc.npue.edu.tw/front/bin/home.phtml

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

正規学生

特別コース 3ヶ月 いつでも 150時間 1~4人 30,000~45,000元 約 1,000~1,500ドル いつでも

特別コース 2ヶ月 いつでも 120時間 1~4人 24,000~36,000元 約 1,334~1,200ドル いつでも

少人数 3ヶ月 いつでも 150時間 5~10人 18,000元 約 600ドル いつでも

少人数 2ヶ月 いつでも 120時間 5~10人 14,400元 約 480ドル いつでも

パートタイム

特別コース 最低 24時間 いつでも 最低 24時間 1~4人 1時間 200~300元 1時間約 7~10ドル いつでも

少人数 最低 24時間 いつでも 最低 24時間 5~10人 1時間 120元 1時間約 4ドル いつでも

5.コインランドリー。
6.会議室。
7.自習室。
8.レストラン。

場所と施設
1.屏東市の鉄道駅近く（学校まで約 2.5キロ）。
2.定期バス路線。
3.デジタルデスク設備のある教室。

近隣のアトラクション
1.海洋生物博物館。
2.瑪家原住民文化公園。
3.北大武山。
4.賽嘉航空運動公園
5.小琉球風景特定区。
6.墾丁国家公園。

人気のコース
特別コース。

国立屏東科技大学
中国語センター　|　屏東県

91201 屏東県内埔郷学府路 1号
電話： +886-8-7703202	( 内線 7715)
FAX: +886-8-7740274

メール： clc@mail.npust.edu.tw

ウェブサイト： clc.npust.edu.tw/main.php

応募資格と年齢
18歳以上。

概要
国立屏東科技大学中国語センターは、中国語教育を推進するため
に 2009年に設立され、学生に最適の学習環境と中華文化交流の
機会を提供しています。コースは、言語の 4技能（読、書、聴、話）
に力を入れ、日常生活で使える実用的な中国語能力を目指して
います。

奨学金
中国語センターでは奨学金は提供していませんが、教育部の華語
エンリッチメント奨学金がもらえる学生もいます。奨学金は、1ヶ月
25,000元。

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料
（元）

学費と登録料
（USドル） 応募締め切り

一般（秋学期） 18週 9月 270時間 5~10人 32,400元 約 1,080ドル 8/15

一般（春学期） 18週 2月 270時間 5~10人 32,400元 約 1,080同上 1/15

短期 10週 3月 /10月 30時間 10~30人 3,600元 約 120ドル 3月 /10月

夏期集中 6週 7月 72時間 10~30人 8,640元 約 288ドル 7月

住居
留学生は大学の寮に住めます。自炊したい学生はキッチンの利用も
可能で、イスラム教の学生には祈祷室もあります。

場所と施設
場所：屏東内埔郷。

施設：教室と視聴覚設備の他にも、図書館や中国語センターに自主
学習用教材が豊富に揃っています。

近隣のアトラクション
客家文化公園、青島ビール工場、台湾原住民族文化園区。

人気のコース
中国語文法、読解と作文、漢字、聴解と口頭訓練。また、多様な中国
文化に触れる為のアウトドア活動やツアーなども企画しています。
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応募資格と年齢
母語話者でも外国人でも、最低高校卒業で、誠実に中国語を学び
たいと思っている学生。

概要
1997年に設立された高雄市の国立中山大学中国語教学センター
は、政府から認められている外国語としての中国語教育機関です。
中国語教学センターは、中国語の聴く、話す、読む、書く技能を訓練
することを目的としています。全てのクラスは、中国語で行われます。

奨学金
中国語センター奨学金：3ヶ月で 9.000元。

住居
キャンパス内：	2人部屋、1学期約 9,900元。	4人部屋、1学期約
5,800元。

国立中山大学
中国語教学センター　|　高雄市

80424 高雄市鼓山区蓮海路 70号
電話： +886-7-5252000	( 内線 3030, 3031)
FAX: +886-7-5253039

メール： alfc@mail.nsysu.edu.tw

ウェブサイト： www2.nsysu.edu.tw/CLC

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料
（元）

学費と登録料
（USドル） 応募締め切り

一般 3ヶ月 2014/03~2014/05 165時間 4~10人 29,700元 約 907ドル 2013/11/30

一般 3ヶ月 2014/06~2014/08 165時間 4~10人 29,700元 約 907ドル 2014/02/28

一般 3ヶ月 2014/09~2014/11 165時間 4~10人 29,700元 約 990ドル 2014/05/31

一般 3ヶ月 2014/12~2015/02 165時間 4~10人 29,700元 約 990ドル 2014/08/31

夏期集中 6週間 2014/07~2014/08 165時間 4~10人 27,000元 約 900ドル 2014/03/31

場所と施設
センターは、文学院ビルの 3階にあります。現代的で空調完備の教
室です。徒歩圏内に、ジムや西子湾レクレーションセンター、レストラ
ンもあります。大学には、様々な運動施設もあります。

近隣のアトラクション
夕日が美しい西子湾、お茶やコーヒーが堪能できる打狗の前英国領
事館、真愛埠頭、愛河、河辺カフェ、駁二芸術特区、城市光廊。

人気のコース
1.総合コース：初心者、基礎、中級、上級、超級レベル。
2.上達コース：会話レベル I-III、基礎 - 上級読解コース。
3.特別コース：台湾語、ニュース読解、ビジネス会話、中華社会と文
化専題、聴解と口頭訓練。

4.無料コース：中国語音韻表記、漢字の起源、料理で学ぶ中国語、歌
で学ぶ中国語、書道。

国立高雄大学
言語センター　|　高雄市

基本情報
81148 高雄市楠梓区高雄大学路 700号
電話： +886-7-5919257

FAX: +886-7-5919258

メール： clc@nuk.edu.tw

ウェブサイト： www2.nuk.edu.tw/clc/

応募資格と年齢
18~60歳。

概要
センターの主な目的は、日常生活で役立つ言語の 4技能、聴、話、
読、書を中心に、外国人のために中国語の一般コースを提供するこ
とです。

奨学金
台湾教育部から、台湾奨学金と華語エンリッチメント奨学金が出
されています。

住居
大学運営の住居がキャンパス内にあります。典型的な部屋は、ベッ
ドとたんす、棚、机、椅子が備え付きです。バスルームはたいてい共
同です。ベッドルームは全て、大学のコンピューターネットワークに
繋がっているので、自分のパソコンを持っていればインターネット
にアクセスできます。

場所と施設
センターは、工学部の中にあります。センターには、ハイテクの視聴覚
機器が揃っていて、教師や学生の勉強を支援するオンライン学習資
源もあります。

近隣のアトラクション
高雄大学は、南台湾最大の都市、高雄の北の端にあります。周りには、
都会公園や蓮池潭、高雄アリーナ、デパート、澄清湖などの観光地が
あります。

人気のコース
1.初級中国語：中国語の入門コースで、中国語学習経験がない人が
入れます。会話も書き方も両方学びます。漢字や発音、文法に慣れ
るためのコースです。

2.中級中国語：中級まで学習を続けた人のためのコースです。読み書
きで語彙をさらに増やし、日常会話も学びます。

3.上級中国語：読解のスピードを速め、さらに難解な文法や表現を
学びます。特に上級の読み書きのスキルに集中して学びます。

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料
（元）

学費と登録料
（USドル） 応募締め切り

春学期 2014 2014/03/03~2014/05/16 2014/03/03 150時間 5~10人 28,500元 約 950ドル 2014/01/01

夏 2014 2014/05/19~2014/07/28 2014/05/19 150時間 5~10人 28,500元 約 950ドル 2014/03/01

夏休み 2014 2014/06/23~2014/08/29 2014/06/23 150時間 5~10人 28,500元 約 950ドル 2014/04/01

秋 2014 2014/09/09~2014/11/18 2014/09/09 150時間 5~10人 28,500元 約 950ドル 2014/07/01

冬 2014 2014/11/10~2015/01/19 2014/11/10 150時間 5~10人 28,500元 約 950ドル 2014/09/01

春 2015 2015/03/02~2015/05/15 2015/03/02 150時間 5~10人 28,500元 約 950ドル 2015/01/01

集中 2~3ヶ月 いつでも 75時間 5~8人 28,500元 約 475ドル いつでも

個人 最低 10時間 いつでも 最低 10時間 1人 1時間 500元 1時間約 17ドル いつでも
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応募資格と年齢
15歳以上。

概要
南台科技大学華語センターは、台湾を訪れる外国人学生が、暖か
くフレンドリーな環境で中国語や台湾文化の学習ができるように
設立されました。学生のニーズや興味に合わせて、様々なコースが
設けられます。現在は、入門、初級、中級クラスが開設され、話す、聴く、
書く、読むの 4技能を伸ばす授業が行われています。

奨学金
政府の奨学金に申し込まない学生は、我が校の奨学金に応募する
ことができます。

入学奨学金：2学期間（36週）の入学を許可された新入生は、第 1

学期目は 10,000元の割引、2学期目には 10%割引があります。

成績優良奨学金：成績がクラスで一番良い学生が申し込むことが
できます。教師に推薦された学生には、この奨学金が一回支給さ
れます。

住居
学生寮には、1人部屋、2人部屋、4人部屋があり、各部屋にトイレ
とバスルーム、エアコンが付いています。洗濯室やキッチンもあ
ります。

南台科技大学
中国語センター　|　台南市

71005 台南市永康区南台街１号
電話： +886-6-2533131 ( 内線 6010)
FAX: +886-6-3010040

メール： chilance@mail.stust.edu.tw

ウェブサイト： clc.stust.edu.tw/en

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

一般 18週 2014/09/09 270時間 5~15人 43,200元 約 1,440ドル 2014/07/15

一般 18週 2014/02/01 270時間 5~15人 43,200元 約 1,440ドル 2014/01/10

集中 8週 2014/07/01 120時間 5~15 人 19,200元 約 640ドル 2014/06/15

場所と施設
南台科技大学は、食文化や観光スポットが豊富なかつての首都、台
南市にあります。センターは町の中心から5分の所にあり、バスや電
車で様々な観光地を訪れることが可能です。

近隣のアトラクション
キャンパス周辺には、レストランやコンビニ、スターバックス。バスや電
車で史跡やデパート、夜市などに行けます。有名な温泉も近くにあり
ます。	

人気のコース
センターでは、中国語の 4技能、聴、話、読、書を伸ばすように心がけ
ています。学生にニーズに合わせ、能力が伸びるようにデザインされ
た日常中国語、旅行中国語、ビジネス中国語、漢字書き取り練習、中
国語会話が人気です。

台湾首府大学
中国語センター　|　台南市

72153 台南市麻豆区南勢里 168号
電話： +886-6-5718888（内線 115）
FAX: +886-6-5717613

メール： chineselc@tsu.edu.tw

ウェブサイト： www.tsu.edu.tw/a/webs/index.php?account=Clearn

応募資格と年齢
18歳以上で高校を卒業している者。

概要
台湾首府大学は、海外のトップ大学と積極的に交流し、アメリカや
日本、オーストラリア、中国などに交換プログラムを持っています。こ
れらの交換プログラム以外にも、定期的な勉強会や様々な海外研
修プログラムを実施しています。中国語学習熱の高まりとともに、
長期、短期の中国語学習や教師養成プログラムに興味を持つ海外
の大学が増えています。台湾首府大学中国語センターでは、質の高
い中国語学習機関としてカリキュラムを整え、効果的な学習資源を
提供し、海外の大学と交流しています。中国語センターは、教育部
から認定を受けた台湾の正式な中国語学習機関の一つです。応募
希望者は、台湾教育部のウェブサイトから、我が校の情報を得るこ
とができます。

奨学金
なし。

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料
（元）

学費と登録料
（USドル） 応募締め切り

一般 3ヶ月 2014/04/01 180時間 6~10人 27,000元 約 900ドル 各学期授業開始
2ヶ月前

集中 8週 2014/07/01 160時間 6~10人 24,000元 約 800ドル

短期 2~3週 2014/04/01 30~45時間 6~10人 6,000元 約 200ドル

住居
1.学生寮。家具、冷蔵庫、エアコン、洗濯機付き。
2. 1学期 12,000元。
3.電気代は、夏の間高くなります（6~9月）。

場所と施設
1.台湾首府大学は、台南市の麻豆区にあります。
2.キャンパス内の施設には、カフェテリアやコンビニ、屋内ジム、屋外
運動場、野外カフェ、夜間図書館、本屋などがあります。

近隣のアトラクション
1.七股塩田湿地。
2.七股潟湖。
3.台江国家公園。
4.総爺芸文中心。

人気のコース
中国語レッスンと台南観光を含む短期コース（文化キャンプ）。
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応募資格と年齢
1.高校生、又は 16歳以上の外国人。
2.中学生は夏休みと冬休みに開講される特別コースのみ受講で
きる。

概要
文藻外語大学の華語センターは、2002年 9月に中華文化と多文
化の異文化間コミュニケーションを促進するために設立されまし
た。初級から上級まで様々なレベルの言語コースと、書道や中国結
び、囲碁、太極拳などの選択コースがあります。また、中学生や高校生、
大学生のための夏／冬休みの短期コースや、団体のための特別コ
ースなどもあります。私たちのセンターの特徴は、全学生に応用中
国語学部の学生による無料の個人教授があることです。

奨学金
なし。

住居
現在は学生寮には住めません。新入生からの要求に応じて、住居
を探す手伝いをします。	

文藻外語大学
中国語センター　|　高雄市

80793 高雄市三民区民俗一路 900号
電話： +886-7-3426031	( 内線 3302, 3303, 3306)
FAX: +886-7-3464672

メール： ccl@mail.wzu.edu.tw

ウェブサイト： c041.wzu.edu.tw

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

一般 11週 2014/03/10 164時間 5~10人 27,825元 928ドル 2014/02/10

一般 11週 164時間 164時間 5~10人 27,825元 928ドル 2014/05/09

一般 11週 2014/09/01 164時間 5~10人 27,825元 928ドル 2014/08/01

一般 11週 2014/12/01 164時間 5~10人 27,825元 928ドル 2014/11/01

場所と施設
文藻は、港の美しい高雄市にあり、近くには新幹線の左営駅もありま
す。校内には図書館や、全学生が使える多言語コレクションのある視
聴覚センターもあります。華語センターには、デジタル教室や自主学
習のための言語ラボもあり、キャンパス内ではワイヤレスのインター
ネットサービスが使えます。

近隣のアトラクション
高雄アリーナ、蓮池、愛河、国立運動公園、孔子廟、夜市、デパートなど、
全て学校付近にあります。

人気のコース
1.文化コース：書道と太極拳。
2.言語コース：発音、構文作文、新聞読解、ワープロ、聴解、台湾語、
ビジネス会話。

3.無料個人教授セッションと講義。

慈済大学
言語学習センター　|　花蓮県

97074 花蓮県花蓮市介仁路 67号
電話： +886-3-8572677	( 内線 1681-1683)
FAX: +886-3-8466065

メール： cltc@mail.tcu.edu.tw

ウェブサイト： www.language.tcu.edu.tw又はwww.facebook.com/TzuChi.CLS

応募資格と年齢
15-65歳。

概要
慈済大学の言語学習センターは、大学設立者、	證嚴法師の精神を
基に設立されました。「全ての人々に大慈悲と済世を」という法師
の精神をセンターも受け継いでいます。私たちの目標は、学生達が
大愛の言語文化を理解する力を伸ばし、感謝の心を育むことです。
言語学習を通じて、人々は互いをもっとよく理解し尊重できるよう
になります。

奨学金
なし。

住居
寮費は 3ヶ月で 7,000元です。最高 4人で部屋を共有します。寮
にはコインランドリーや飲料水機、冷蔵庫が付いています。

コースタイプ 学習期間 授業開始時期 総学習時間 クラスサイズ 学費と登録料（元） 学費と登録料（USドル） 応募締め切り

一般 12週 2014/02/24 180時間 3~5人 36,500元 1,217ドル 2014/01/31

一般 12週 2014/05/26 180時間 3~5人 36,500元 1,217ドル 2014/04/30

一般 11週 2014/09/01 165時間 3~5人 33,500元 1,117ドル 2014/07/31

一般 11週 2014/12/01 165時間 3~5人 33,500元 1,117ドル 2014/10/31

場所と施設
言語学習センターは、人文科学部キャンパスのD大楼の 2階にあり、
美しい花蓮の山々に囲まれています。キャンパスには、図書館やコン
ピューターセンター、スポーツジムなどがあります。

近隣のアトラクション	
1.歴史的観光地：富世古蹟、吉安慶修院、	掃叭石柱遺址。
2.自然景観：太魯閣国家公園、鯉魚潭、花東縱谷、七星潭。
3.遊園地：	海洋公園、原野牧場、兆豐農場。

人気のコース
1. 4学期制のコースは、伝統中国語の聴、話、読、書の能力を伸ばし
ます。学生の中華文化の理解も促進し、さらに慈済の文化である
大愛、感謝、尊敬、利他の精神にも触れます。

2.特別にデザインされた学習キャンプもあります。中国語レッスン、中
華文化、フィールドトリップなどがあります。慈済の独特な文化や
ボランティアコースなどもあります。
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台湾に住む留学生

DuNcaN Edward Gibb
ニュージーランド

EvaN MoOre
アメリカ

TobiaS Hofer

オーストリア

1. Ilha Formosa( 美麗島 )
言語センター
国立台湾師範大学　中国語訓練センター

コースタイプ
中国語

中国語を勉強する為に台湾に来たことは、私の人生における
最良のチョイスでした。それは単純な次の 3つの理由からです。
住むのに最高に快適な場所であること、人が信じられないほど
フレンドリーで世話好きなこと、そして食べ物がおいしすぎるこ
と。台北に着いて数日もしない内に、私は台湾が大好きになり
ました。清潔で便利で、安全、そして生活費も割と安いからです。
師範大学の中国語クラスは、楽しく勉強になるのはもちろんの
こと、全てのレベルの学習者に様々なオプションを用意してくれ
ています。

2. 台湾の印象
言語センター
国立高雄大学、言語センター中国語部門

コースタイプ
初級中国語

台湾で最初に私を迎えたのは激しい雨でしたが、すぐにそれは
大したことではないと感じるようになりました。ここは、母国オ
ーストリアとは多くの違いがあり、母国から1万キロも離れて
います。それにも関わらず、人々はフレンドリーでやさしく、おい
しい食べ物やメガシティ、美しい景観に、まるで母国にいるよう
な気になりました。台湾に来る前は、「你」しか言えなかった私
ですが、中国語が上達するにつれて、簡単な会話や食事の注文
ができるようになりました。そして、台湾の文化やライフスタイ
ルもわかるようになってきました。ここで得た新しい友情や経
験は、台湾留学生活を忘れ難いものにしてくれるでしょう。

3. 美しい台湾での中国語学習
言語センター
慈済大学　言語学習センター

コースタイプ
一般コース

慈済大学の言語学習センターは、台湾の中央山脈と太平洋の
間にあります。ここは、台湾の言語と文化を学ぶのに最高の環境
です。ここでの勉強は、大都市とは全く違います。人々は、目的地
ではなく、あなたの歩んでいる旅路にもっと関心を寄せてくれる
でしょう。人々はフレンドリーで、英語が話せる人があまりいませ
ん（中国語を学ぶには最適です）。景色や空気がとてもきれいで、
最高のハイキングコースがたくさんあります。毎学期、センター
では様々な文化活動を用意してくれるので、いろいろなことを学
ぶことができます。
さらに慈済大学では、文化校外学習も豊富に用意されています。

KariNA WieLomsKAポーランド

PauL HuaNgアメリカ

Mario MoreNO
メキシコ

4. 最良の雰囲気
言語センター
東呉大学中国語センター

中国語は難しい言語です。とくに西洋人にとっては、漢字を書く
のに慣れていないし、正しいトーンで発音するのも大変です。ど
んなにモチベーションが高くても、なかなか進歩が見られない
かもしれません。この困難を乗り越えるには、台湾で勉強する
のがいいでしょう。すぐに地元の人と仲良くなれます。彼らはと
てもフレンドリーでやさしいです。彼らは、あなたの国に関心を
寄せ、台湾の良い所をたくさん見せてくれます。誰かに道を聞
けば、そこまで連れて行ってくれ、その場所の正しい発音を教え
てくれ、自分の出身地へご飯や観光をしようと招待してくれます。
ここは、そんな雰囲気の場所です。こんな環境での中国語学習
は、もはや困難ではなく楽しみなのです。

5. 夢の生活
言語センター
南台科技大学中国語センター

台湾に住んでもう 2年になります。最初の 8ヶ月は、台北で中
国語の勉強を始めました。当時は、これは単に自分の職業準備
の一部なのだと思っていましたが、次第にこれが自分の情熱と
人生のゴールになっていきました。そして南部に移り、今は修
士課程と中国語を同時に勉強しています。南部に行けば台湾
文化がもっと理解できるだろうと思った私の予想は、やはり当
たっていました。本当に親切な人々に出会い、新しい友人がで
き、大好きな国で大好きな言語を使って生活する、それは私の
人生における最高の経験です。中国語を学ぶことは、私にとっ
て人生がもたらす最も難しく、最も美しいレッスンなのです。

6. 私の学習＆教育経験
言語センター
国立台北教育大学中国語教育センター

私は、英語を教え、そして中国語を学ぶために台湾に来ました。
私は、両親が台湾出身ですが片言の中国語しか話せない中華
系アメリカ人です。中国語を学ぶことは、私にとって人生の更な
る達成感を得られる経験です。親戚達ともっとよくコミュニケ
ーションが取れるようになることも、ゆっくりですが実現されつ
つあります。言語をよく知ることで、教師として効果的な教え方
がわかるようになり、また学習者がなぜ間違えるのかを理解す
ることにも繋がります。台湾は、私が時々恋しくなる西洋的な
快適さを残しつつ、教育と学習の２つの経験にどっぷり身を置
くことのできる最適な環境をもたらしてくれています。

WeLcomE TO tAiwaN!
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中国語学習センターのコース一覧 

北部

		寮 		ホームステイ 		奨学金 I 	夏期集中コースG		一般コース

中華科技大学 中国語センター		|		台北市　P.15

電話：	+886-2-27821862内線 271　FAX: +886-2-27852344　メール：	language@www.cust.edu.tw

aca.cust.edu.tw/language/chinese/index.html

		|		G		|		I		|		その他：	 	ビジネス中国語　	 	個人プログラム

中国文化大学 中国語学習センター		|		台北市　P.16

電話：	+886-2-27005858	内線 8131-8136　FAX: +886-2-27081257　メール：	mlc@sce.pccu.edu.tw

mlc.sce.pccu.edu.tw

	|		G		|		I		|		その他：	 	ビジネス中国語　 	低年齢コース　 	無料中華文化クラス　 	TOCFL準備コース

	HSK中国語能力テストクラス　 	無料チュータークラス

中華大学 中国語センター		|		新竹市　P.17

電話：	+886-3-5186175 / +886-3-5186176　FAX: + 886-3-5186174　メール：	international@chu.edu.tw

international.chu.edu.tw

		|		 		|		G		|		I		

中原大学 中国語学習センター		|		桃園県　P.18

電話：	+886-3-2651324　FAX: +886-3-2651328　メール：	sylvia26@cycu.edu.tw / cmlcycu@cycu.edu.tw

www.facebook.com/cmlcycu

G	|		I		|		その他：	 	専門コース　 	個人コース

佛光大学 言語教育センター		|		宜蘭県　P.19

電話：	+886-3-9313343	内線 103　FAX: +886-3-9315904　メール：	clic@mail.fgu.edu.tw

clic.fguweb.fgu.edu.tw/index.phtml

		|		G		|		I		|		その他：	 	ビジネス中国語　 	専門コース　 	スタディツアー

天主教輔仁大学 言語センター、国際教育オフィス		|		新北市　P.20

電話：	+886-2-29052414 / +886-2-29053721 / +886-2-29052487 / +886-2-29052071

FAX: +886-2-29052166　メール：	flcg1013@mail.fju.edu.tw 

www.lc.fju.edu.tw

		|		ホームステイ		|		G		|		その他：	 	夏期セッション　 	スタディツアープログラム

（ホームステイは週末のみ、スタディツアープログラムの学生のみに提供）

開南大学 中国語学習センター		|		桃園県　P.21

電話：	+886-3-3412500 内線 4640 / +886-2-33224533 内線 18 FAX: +886-3-2705542 / +886-2-23567515

メール：	mandarin@mail.knu.edu.tw / jane615@mail.knu.edu.tw

www.knu.edu.tw/CLC/cht/index.html

	|		G		|

龍華科技大学 中国語センター		|		桃園県 P.22

電話：	+886-2-82093211	内線 6670　メール：	chinese@mail.lhu.edu.tw

www.ctc.lhu.edu.tw/ctc/

		|		G		|		I		|		

銘傅大学 中国語文化センター	|		台北市　P.23

電話：	+886-2-28824564	内線 2405　FAX: +886-2-88613491　メール：	mscc@mail.mcu.edu.tw

www.mcu.edu.tw/admin/mscc/chinese/index.htm

	|		 		|		G		|

国立政治大学 言語センター中国語プログラム		|		桃園県　P.24

電話：	+886-3-4227151	内線 33807,33817,33800　FAX: +886-3-4255384　メール：	ncu3802@ncu.edu.tw

www.lc.ncu.edu.tw/main/clp/en/index.php

		|		 		|		G		|		I		|		その他：	 	専門中国語

国立中央大学 中国語学習センター		|		桃園県　P.25

電話： +886-2-29387141　FAX:	+886-2-29396353　メール：	mandarin@nccu.edu.tw

mandarin.nccu.edu.tw/english/index.php

		|		 		|		G		|		その他：	 	夏期コース	

国立交通大学 中国語センター		|		新竹市　P.26

電話：	+886-3-5131231 FAX:	+886-3-5711437 メール：	mandarin@cc.nctu.edu.tw

mandarin.nctu.edu.tw  

その他：	 	毎学期 18週

国立台北教育大学 中国語教育センター		|		台北市　P.27

電話：	+886-2-27321104	内線	82025,82026,83331,83335　FAX:	+886-2-27325950　メール： clec@tea.ntue.edu.tw

r9.ntue.edu.tw

		|		G		|		その他：	 	ビジネス中国語　 	中国語サマーキャンプ

国立台湾師範大学 中国語訓練センター		|		台北市　P.28

電話：	+886-2-77345130　FAX:	+886-2-23418431　メール：	mtc@mtc.ntnu.edu.tw　

www.mtc.ntnu.edu.tw

		|		G		|		その他：	 	ビジネス中国語　 	専門コース　 	低年齢学習者コース　 	短期プログラムとオンラインプログラム

国立台湾大学 言語センター中国語部		|		台北市　P.29

電話：	+886-2-33663417　FAX:	+886-2-89695042メール：	cld222@ntu.edu.tw　

cld.liberal.ntu.edu.tw

G		|		I		|		その他：	 	専門コース　 	個人コース

国立台湾大学 国際中国語プログラム		|		台北市　P.30

電話：	+886-2-23639123 FAX: +886-2-23626926 メール：	iclp@ntu.edu.tw 

iclp.ntu.edu.tw

		|		I		|		その他：	 	集中長期コース（９ヶ月以上）

東呉大学 中国語センター		|		台北市　P.31

電話：	+886-2-28819471 内線 5921-5922 FAX: +886-2-28838350 メール：	mandarin@scu.edu.tw

www.scu.edu.tw/mandarin

		|		G		|		I		|		その他：	 	低年齢学習者コース　 	特別オーダープログラム

台北城市科技大学 中国語センター		|		台北市　P.32

電話：	+886-2-28285887 FAX: +886-2-23319966 メール：	flagvisa@yahoo.com.tw

www.ssw.tpcu.edu.tw/chinese/index.htm

G	|	

淡江大学 中国語センター		|		台北市　P.33

電話：	+886-2-23216320	内線 8839　FAX:	+886-2-23214036　メール：	dce@mail.tku.edu.tw

www.dce.tku.edu.tw

		|		G	|		I		|		その他：	 	低年齢学習者コース　 	特別オーダーグループプログラム
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中部

南部

東部

		寮 		ホームステイ 		奨学金 I		夏期集中コースG		一般コース

建国科技大学 言語センター、中国語部門		|		彰化県　P.34

電話：	+886-4-7111111 内線 4003 FAX: +886-4-7114631 メール：	lc@ctu.edu.tw 

lc.ctu.edu.tw

		|　 	キャンパス外賃貸ルーム		|		 		|		G		|		その他：	 	個人クラス	

逢甲大学 中国語学習センター		|		台中市　P.35

電話：	+886-4-24517250 内線 5873,5875 FAX: +886-4-24510243 メール：	clc@fcu.edu.tw 

www.clc.fcu.edu.tw

		|		 		|		G		|		その他：	 	夏期プログラム

国立嘉義大学 言語センター		|		嘉義市　P.36

電話：	+886-4-22840326 内線 312,399 FAX: +886-4-22849956

メール：	language@dragon.nchu.edu.tw / chinesenchu@gmail.com 

cp.nchu.edu.tw

G		|

国立中興大学 言語センター		|		台中市　P.37

電話：	+886-3-2651324　FAX: +886-3-2651328　メール：	sylvia26@cycu.edu.tw / cmlcycu@cycu.edu.tw

メール：	language@dragon.nchu.edu.tw / chinesenchu@gmail.com 

cp.nchu.edu.tw

G		|		I		|

国立台中教育大学 中国語センター		|		台中市　P.38

電話：	+886-4-22183283 内線 4003 FAX: +886-4-22183450 メール：	clc@mail.ntcu.edu.tw

clc.ntcu.edu.tw/index_en.php

	ゲストホステル		|		G		|		その他：	 	個人教授プログラム　 	短期中国語プログラム	

静宜大学 中国語教育センター		|		台中市　P.39

電話：	+886-4-26645009 FAX: +886-4-26330340 メール：	clhuang@pu.edu.tw 

clec.pu.edu.tw

		|		 		|		 		|		G		|	 I 	|		その他：	 	低年齢学習者コース　 	書道　 	中国絵画　 	彫刻　 	武術　

	中国結び　 	餅人形作り

東海大学 中国語センター		|		台中市　P.40

電話：	+886-4-23590259 FAX: +886-4-23594408 メール：	clc@thu.edu.tw 

clc.thu.edu.tw

		|		 		|		その他：	 	一般コース（毎学期 8週または 16週）

義守大学 中国語センター		|		高雄市　P.41

電話：+886-7-6577711 内線 2604 FAX: +886-7-6577056 メール：	isuclc@isu.edu.tw

www.isu.edu.tw/interface/overview.php?dept_mno=335

		|		G		|

高苑科技大学 中国語センター		|		高雄市　P.42

電話：+886-7-6077916 内線 4003 FAX: +886-7-6077917 メール：	clc@cc.kyu.edu.tw 

www.oia.kyu.edu.tw/clc

		|		G		|		I		|		その他：	 	低年齢学習者コース	

崑山科技大学 中国語センター		|		台南市　P.43

電話：+886-6-2727175 内線 560 FAX: +886-6-2050006 メール：	clca@mail.ksu.edu.tw

www.ksu.edu.tw/eng/unit/D/T/NC/MLC 

		|		 		|		G		|		I		|		その他：	 	ビジネス中国語　 	専門コース　 	低年齢学習者コース

国立成功大学 文学院、中国語センター		|		台南市　P.44

電話：+886-6-2740715 FAX: +886-6-2742516

メール：	shuling@mail.ncku.edu.tw / em52040@email.ncku.edu.tw 

kclc.ncku.edu.tw

		|		 		|		 		|		G		|		I		|		その他：	 	専門コース　 	特別オーダースタディツアー（学習者の要求に合わせます）

国立高雄師範大学 言語文化教育センター		|		高雄市　P.45

電話：+886-7-7172930 内線 2603 FAX: +886-7-7166903 メール：	s9286@nknu.edu.tw 

www.nknu.edu.tw/~clct/

G 	|		I		|		その他：	 	個人教授クラス

国立屏東大学 言語センター		|		屏東県　P.46

電話：+886-8-7226141 内線 24001,24002 FAX: +886-8-7226409 メール：	lce@mail.npue.edu.tw

lcc.npue.edu.tw/front/bin/home.phtml

		|		G		|		その他：	 	特別コース

国立屏東科技大学 中国語センター		|		屏東県　P.47

電話：+886-8-7703202 内線 7715 FAX: +886-8-7740274 メール：	clc@mail.npust.edu.tw

clc.npust.edu.tw/main.php

		|		I		|

国立中山大学 中国語教学センター		|		高雄市　P.48

電話：+886-7-5252000 内線 3030,3031 FAX: +886-7-5253039 メール：	alfc@mail.nsysu.edu.tw

www2.nsysu.edu.tw/CLC

		|		 		|		G		|		I 	|		その他：	 	ビジネス中国語　 	専門コース　 	低年齢学習者コース

国立高雄大学 言語センター		|		高雄市　P.49

電話：+886-7-5919257 FAX: +886-7-5919258 メール：	clc@nuk.edu.tw

www2.nuk.edu.tw/clc

		|		G		|	 I		|		その他：	 	ビジネス中国語

南台科技大学 中国語センター		|		台南市　P.50

電話：+886-6-2533131 内線 6010 FAX: +886-6-3010040 メール：	chilance@mail.stut.edu.tw

clc.stut.edu.tw/en

		|		 		|		I		|		その他：	 	一般コース（毎学期 18週）

台湾首府大学 中国語センター		|		台南市　P.51

電話：+886-6-5718888 内線 115 FAX: +886-6-5717613 メール：	chineselc@tsu.edu.tw

www.tsu.edu.tw/a/webs/index.php?account=Chinese

		|		G		|		I		|			その他：	 	専門コース

文藻外語大学 中国語センター		|		高雄市　P.52

電話：+886-7-3426031 内線 3302,3303,3306 FAX: +886-7-3464672 メール：	ccl@mail.wtuc.edu.tw

c040.wzu.edu.tw
	短期ホステル		|		 	キャンパス近郊の１人部屋アパート		|		G		|	 I		|		

その他：	 	ビジネス中国語　 	専門コース　 	低年齢学習者コース

慈済大学 言語学習センター		|		花蓮県　P.53

電話：+886-3-8572677 内線 1683 FAX: +886-3-8466065 メール：	cltc@mail.tcu.edu.tw

www.language.tcu.edu.tw

		|		G		|



FICHET: 
台湾留学に必要な全情報

FICHET（財団法人高等教育国際合作基金会）は、2005年に設立され
たNPOです。現在118校がメンバー大学になっています。

電話： +886-2-23222280

FAX : +886-2-23222528

メール： fichet@fichet.org.tw

www.fichet.org.tw
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台湾海外教育センター
これらのオフィスには、台湾留学のための情報や願書などがあり、 
志願者の質問に丁寧に答えてくれます。

アメリカ Contact: Robert S.P.Yien (Director)

電話： +1-989-964-4010 メール： ryien@mail.mcu.edu.tw www.tecus.org.tw

日本 Contact: Yen-na KUO (Director)

電話： 03-3264-9362 メール： 190134@staff.tku.edu.tw www.tecj.tku.edu.tw

モンゴル Contact: Otgonbat Barkhuu (Director)

電話： +976-99-102956 メール： otgonbat_b@yahoo.com www.tecm.org.tw/mn/index.html

インドネシア Contact: Ivan Arista S. (Manager)

電話： +62-(0)31-2981-328 / +62-(0)81-25-9999-790 メール： info@TECindonesia.com www.TECindonesia.com

マレーシア Contact: Beh Chew Nam (CEO)

電話： +603-79582628 ext.8218 メール： ceo-mtec@mail.fcu.edu.tw www.mtec.fcu.edu.tw

タイ (Bangkok) Contact: Miss Usuma Rientrakun

電話： +66-(0)25-791068 / +66-(0)875-036550 メール： tecthailand1@gmail.com

(Chiang Mai) Contact: Miss Supaporn Pimsaman

電話： +66-(0)53-875454 / +66-(0)801-149041 メール： tec.mju2010@yahoo.co.th

便利なリンク
外国人に役立つ政府機関のウェブサイト
中華民国教育部（MOE) english.moe.gov.tw

中華民国外交部（MOFA） www.mofa.gov.tw/EnOfficial

中華民国内政部（MOI） www.moi.gov.tw/english

外交部領事事務局（BOCA） www.boca.gov.tw/mp?mp=2

中華民国駐外単位連合 www.taiwanembassy.org

中華民国労働部（CLA） www.cla.gov.tw

中央健康保険局 www.nhi.gov.tw/english

中華民国華僑委員会（OCAC） www.ocac.gov.tw

我的 E 政府 www.taiwan.gov.tw

外国人のための情報 www.immigration.gov.tw

便利な観光と文化情報サイト
交通部観光局 eng.taiwan.net.tw

中央気象局 www.cwb.gov.tw/eng/index.htm

国立故宮博物館 www.npm.gov.tw

国立台湾美術館 www.ntmofa.gov.tw/english

国家戯劇院 www.ntch.edu.tw/english/index




