
http://www.fju.edu.tw

本大学は中華圏で歴史が最も長く、かつ大規模なカトリック系総合大学で、新北市に位置しています。キャンパスの最
寄り駅は MRT 輔大駅で、台北駅から MRT（新荘線）で約 17 分程でたどり着くことができます。本大学の在籍学生数は
約2万7千人で、100種に上るクラブ・サークルが運営され、さらに400校の姉妹校を持ち、国際交流に注力しています。

国際及び兩岸教育処 国際学生センター
電話：+886 2 2905 6376
Email：idsa@mail.fju.edu.tw

秋：1 月中旬～ 4 月中旬
春：10 月

外国人受け入れ学部
学部 外国人留学生数 中国語力の目安

文学、教育、マスメディア、芸術、医学、理工、外国語、民生、法律、
社会科学、マネジメント、 ファッション • テクスタイル
http://www.fju.edu.tw/academics.jsp

303 人 中級以上

全英授業
学部 外国人留学生数 英語語力の目安

修士課程
△電気工学科
▲英語文学科
▲ブランド・ファッションマネジメント修士プログラム
▲国際経営管理学修士プログラム

博士課程
△化学科
△応用理工学大学院
△大学院経営学研究所

（▲：全英語での授業
△：卒業要件を満たす単位数を英語による授業で取得することが可能）

28 人 中級以上

学費
約 35.6 ～ 88 万円／年

学生寮
費用：約 6 ～ 20 万円／年
種類：2 ～ 4 人部屋
基本設備：二段ベッド、勉強机、クローゼット、クーラー、ネット環境（Wi-Fi）等。※枕や布団、マットレス等の寝
具は貸し出しておりません。学校近くの商店で購入可。風呂トイレは共同。
注意事項：寮内全面禁煙、料理禁止

奨学金
学業成績優秀者奨学金
• 博士課程（新入生向け）

受給期間：連続した８学期（学費無料）
生活支援金：１学期あたり約 178,000 円

• 学士・修士課程（新入生向け）
受給期間：連続した４学期 
生活支援金：１学期あたり約 178,000 円

http://idsa.oie.fju.edu.tw/generalServices.jsp?labelID=2

外国人留学生への中国語講座
• 夜間の中国語コース（週６時間）（学費無料） 
• １対１の中国語チューター（学費無料）

言語交換
異文化理解プログラム

国際交流／　　ショートステイ　　海外実習　　ダブルディグリー　　交換留学
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http://www.usc.edu.tw/

• 台北と高雄の二か所にキャンパスを置く私立の総合大学であり、1958 年に設立された。
• 民生、設計、管理、商業と情報、文化と創意の 5 学部からなり、33 の学科を擁する、大学院は 14 種の修士課程と

１種の博士課程からなる。
• 学生：約 16,000 人　留学生：約 1000 人（日本人 30 人）
• 学生のため多様な機会を設けています。( 海外や実店舖での研修、インターンシップ )
• All － English のカリキュラムを完備。( 数々の国際交流のイベントや、充実した英語学習のカリキュラムが用意さ

れています )
• 実力派教授陣がそろっております。
• 豊富な留学プログラム ( 約 41 ヶ国 200 校に及ぶ連携校 )

国際事務処
電話：+886-2-2538-1111　内線 1163
Email: oia@g2.usc.edu.tw

2020 年 2 月 18 日～ 6 月 7 日

外国人受け入れ学部
学部 外国人留学生数 中国語力の目安

民生、設計、管理、商業と情報、文化と創意学部
http://www.usc.edu.tw/zh_tw/nation 1,000 人

全英授業
学部 外国人留学生数 英語語力の目安

(1) 国際企業英語 40 人
TOEFL IBT: 42 
TOEIC: 550
IELTS: 4.0

(2) 応用外国語学部 15 人
TOEFL IBT: 61
TOEIC: 600
IELTS: 5.0

学費
約 30~50 万円／年

学生寮
費用：18-20 万円 / 年
2/4 人部屋

奨学金
(1) 実践大学留学生入学奨学金
　 金額：学費・施設費用全額免除
　 定員：新規留学生の内 3 名
(2) 留学生給付奨学金
　 金額：毎学期約 3 万円（ 1 万元台湾ドル）
　 定員：計 10 人（台北 7 人＋高雄 3 人）

外国人留学生への中国語講座
毎週 6 時間中国語講座（中国語夜コース、１万５千円 / 学期）
毎週２時間無料中国語講座

言語交換
有

国際交流／　　ショートステイ　　海外実習　　ダブルディグリー　　交換留学
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http://www.pu.edu.tw
https://www.oia.pu.edu.tw

静宜大学 (Providence University) は 1920 年にアメリカインディアナ州聖マリア学院大学の修道女会の六名の修
道女により創立されました。現在は台中カトリック司教区によって運営され、キリスト教の教義のもと、世界中か
ら幅広く留学生や教師を受け入れています。
本学は外国語学部・人文社会学部・理工学部・経営学部・コンピューター情報学部の 5 つの学部から構成され、
22 の学科・22 の修士課程・3 つの博士課程・4 つのＥＭＢＡプログラムを擁しています。また、中国語教育・教
員養成・人文教育・ボランティア学習・外国語の 5 つのセンターを設けています。

留学生数（留学生率）：444 人 (15%)
日本人留学生数：52 人
日本人に人気の学部： 観光事業学科、英語英文学科、国際企業学科。

国際及び両岸事務処国際学生組
電話：+886-4-26328001 ext. 11570-11574
Email：pu11600@pu.edu.tw  chiaoliu49@pu.edu.tw 

春季入学：11 月 30 日まで
秋季入学： 5 月 30 日まで

外国人受け入れ学部
学部 外国人留学生数 中国語力の目安

人文社会科学部　外語学部　管理学部　
理学部　情報学部 
http://www.pu.edu.tw/japanese/
https://www.oia.pu.edu.tw/en/
本校 27 学科すべて受け入れ可能。

377 人
華語検定 (TOCFL)2 級合格以上。
本校の華語センターにて 165 時間以上授業を受
けた者。

全英授業
学部 外国人留学生数 英語語力の目安

Global Master of Business Administration 
Program (GMBA)

International Business Administration 
Program (IBAP)

国際修士学位課程及び寰宇管理学士学位課
程の二学部は、全て英語による授業。ま
た、ダブルディグリー・プログラム実施中
(1+1、2+2、3+1)。

67 人

Global Master of Business Administration 
Program (GMBA) 国際修士学位課程
英語：TOEFL(iTP)550 点以上の者は第一学年の
学費及び雑費相当額の奨学金を受給可能。

International Business Administration Program 
(IBAP) 寰宇管理学士学位課程
英語：TOEFL(iTP)500 点以上の者は第一学年の
学費及び雑費相当額の奨学金を受給可能。

学費
約 27 万円 / 年

学生寮
費用：3 ～ 4.5 万円 / 年　2-4 人部屋

奨学金
中国語：華語検定 (TOCFL)3 級合格、もしくは本校の華語センターにて 450 時間以上授業を受けた者は第一学年の学

費及び雑費相当額の奨学金を受給可能。華語検定 (TOCFL)2 級合格、もしくは本校の華語センターにて 330
時間以上授業を受けた者は第一学年の学費相当額の奨学金を受給可能。本校の華語センターにて 165 時間
以上授業を受けた者は第一学年の雑費相当額の奨学金を受給可能。

英　語：TOEFL(iTP)500 点以上の者は第一学年の学費及び雑費相当額の奨学金を受給可能。

外国人留学生への中国語講座
静宜大学華文センター（CLEC）

言語交換
静宜大学 411 STUDY ABROAD CENTER

国際交流／　　ショートステイ　　海外実習　　ダブルディグリー　　交換留学
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http://www.tku.edu.tw 

私学の最高学府として台湾最古の歴史を誇る大学。
本学の「三環五育」の人材育成の本質は、「三環」－専門分野、一般教養、課外活動、「五育」－徳・智・體・群・美（徳
育・知育・体育・人間関係・芸術教育）のすべてを大切にし、バランスよく育んでいくということにあります。また、
グローバルな視点、未来に対する洞察力、情報処理運用能力、品性・倫理観、独立的思考力、ロハス（LOHAS）、チー
ムワーク力・協調性、芸術的教養等を八大基本修養項目と考え、それらを育むことを教育の基本に置いています。
雑誌『Cheers』が実施している「台湾大企業 2000 社人材戦略・大学生評価」において、本学は 22 年連続で私学のト
ップにランキングされている。

留学生数 2000 人（7.7%）
日本人留学生数 68 人
日本人に人気の学部：英語学科、日本語学科、国際ビジネス学科、外交・国際関係学科、国際観光経営学科

教務処招生組
電話：+886-2-2623-3670
Email：atex@mail.tku.edu.tw

2 月～ 6 月

外国人受け入れ学部
学部 外国人留学生数 中国語力の目安

文学部 
理学部 
工学部 
商学管理学部 
外国語文学部 
国際事務学部
教育学部 
グローバル企業発展学部
http://foreign.tku.edu.tw/lang/j/academics.asp

219
48
264
761
292
167
35
111

特に指定された中国語能力の基準は
ないが、授業は中国語で行われるた
め、授業内容を理解できる語学力を
持っていることが望ましい。

全英授業
学部 外国人留学生数 英語語力の目安

淡水キャンパス
　情報工学科（修士）
　経営管理学科（修士）
　淡江大学とオーストラリアクイーンズランド工科大学　　
　財務金融のダブルディグリー取得プログラム（修士）
　台湾・アジア太平洋研究科（修士）
　国際ビジネス学科（学士）
　グローバル財務管理学科（学士）
　外交・国際関係学科（学士）
蘭陽キャンパス
　グローバル発展学部
　情報イノベーション・科学技術学科（学士）
　国際観光経営学科（学士）
　英米言語文化学科（学士）
　グローバル政治経済学科（学士）

111

特に指定された英語能力の基準はな
いが、授業は英語で行われるため、
授業内容を理解できる語学力を持っ
ていることが望ましい。

学費
約 40 万円 / 年

学生寮
費用：8 ～ 20 万円 / 年 2 ～ 4 人部屋

インターネット有、キッチン無

奨学金
入学奨学金 1 年間学費無料 ( 入学年度によって変わることがある、入学年度の募集要項にご参照ください )

外国人留学生への中国語講座
留学生ための無料中国語講座が週に 8 時間あります。

言語交換
あります

国際交流／　　ショートステイ　　海外実習　　ダブルディグリー　　交換留学
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