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日本台湾教育センター組織図

中華民国教育部

財団法人高等教育国際合作基金会

日本台湾教育センター本部
淡江大学

日本台湾教育センター
日本事務局

日本台湾教育センター紹介
「日本台湾教育センター」は日本の文部科学省に当た
る台湾教育部で、台湾の大学教育について理解を深め
ることと日本と台湾の学術交流を図り両国の教育レベ
ルを高めていくことを目的として設立されました。

活動内容

・台日における学術の交流。
・台湾高等教育及び台湾文化の推進。
・台日学術フォーラムの開催。
・台湾留学に関する情報発信や相談。
・台湾留学説明会の開催、及び日本高等教育フェアへ

の参加。
・中国語学習の推進。
・中国語の検定試験受験推進。
・台日双方における留学生 OB 会や交流会の開催。
・日本台湾教育センターの HP の運営。
・日本台湾教育センター情報誌の発行。

台北→東京：2117km
台北→大阪：1726km
台北→福岡：1288km
台北→札幌：2705km

日本

大韓
民国

北朝鮮

台湾

中国
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台湾の学校教育制度

留学生総数：130,417（2019 ～ 2020 年度）
出身国（地域）別留学生数上位 5 位

国家 人数
中国大陸 25,106
ベトナム 17,421
マレーシア 15,741
インドネシア 13,907
日本 10,968

出所：教育部統計処－大専外籍学位生及附設華語生人数（108 学年度）

外国人留学生在籍状況
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日本留学生数の推移

なぜ台湾を選ぶのか
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台湾に留学するメリット

・中国語を確実に習得することができる。
・英語学習のプログラムも充実している。
・日本から距離的に近い、文化・生活的にも日本と近くなじみやすい。
・ネットが発達していて規制もないので、日本との連絡には不自由がない。
・外国人枠を活用することで、比較的有利に入学できる。
・生活面では日本とあまり変わらない為、安心して日常生活を送ることができる。
・大学や大学院への正規留学の場合、日本に帰国後の就職が絶対有利である。
・大学は日本よりも学費が安く、その他の生活費の面でも経済的負担が少ない。
・日本の同等大学よりも勉強熱心である。
・国際的視野を広げることができる。
・留学生向けの奨学金が申請できる。
・言語交換の相手を見つけやすい。

先輩留学生のひとこと

　大学生活はとても充実しています。台湾の大学の良い点のひとつは、勉強しや
すい、そしてせざるを得ない環境にあるということです。
　もうひとつ良い点として挙げるべき点は、生活費と学費が安いことです。学費
は半年約 12 万円、食費は 1 日 700 円くらいあればお腹いっぱいになります。

　来る前に 3 ヵ月間、一週間に 2 回程度、中国語勉強したぐらいで、中国語
はあまりという状態できました。
　今はこっちに来て２ヵ月目に入ろうとしてます。最初は、慣れない中国語
を毎日聞いたり、多少の文化の違いに困惑したりしていましたが、友達を作
り台湾人の優しさに癒され、だいぶここでの生活に慣れてきました。

　台湾の生活が合うか合わないは、人によると思います。食べ物も、口に合わな
い人はいます。
　ですが、なによりも人が優しいというのが一番の良いところだと思います。大
学生活でも私生活でも、いざという時は助けてくれる人がいるという安心感があ
ります。
　台湾を選んで本当によかったと思っています。
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・台北市に位置し、MRT 駅にも近く、交通便利です。
・実践力が養成できる教育と、分野にとらわれない総合学習ができる環境で実務に強い人材を育成

しています。
・卒業後即就職を実現し、産業、公務、教育、研究様々な分野において卒業生が活躍しています。
・海外の姉妹校、国内外の一流企業と密接に交流し、グローバル人材の育成を目標としています。
・サークル活動が豊富で、充実したキャンパスライフを送ることができます。
・奨学金制度が充実で、校内外問わず、多くの奨学金が利用可能です。

2名

日本人留学生数

3,692名

全校学生数

108名

留学生数 ( 率 )

電機工学、機械工学、工業デザイン

日本人に人気の学部

劉蔓萱 Mandy Liu
Office of Academic Affairs

E-mail: mandyliu@gm.ttu.edu.tw
Tel: +886-2-25925252#2458

2021 年度秋入学

2021.02.01-2021.05.08

入試に関するお問い合わせ窓口

ウェブサイト：
http://recruit.ttu.edu.tw

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.ttu.edu.tw
104 台北市中山区中山北路 3 段 40 号大同大学

Tatung University
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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

機械工学、化学・生物工学、
材料工学

大学 : 募集定員 91 名
大学院 : 募集定員 19

名

工学部 : 初級
電機情報学部 : 初級
経営学部 : 初級
デザイン学部 : 初級

電機工学、情報工学

事業経営、情報經營、
応用外国語

工業デザイン、
メディアデザイン

全英授業
学部 外国人留学生数 英語語力の目安

応用外国語学科 TOEFL・TOEIC・
IELTS 等

学費 年間約 33 万～ 38 万円 / 年

学生寮
年間費用 : 約 8 万 ~9 万円 / 年
4 人部屋，
寮には、机、エアコン、扇風機、洗面台、シャワールームがある他、共有スペ
ースでは無料 wifi が利用できます。

奨学金 奨学金制度が充実で、校内外問わず、多くの奨学金が利用可能です。大学生の
場合、学費軽減制度もあります。

外国人
留学生への
中国語講座

週に 2 ～ 4 時間

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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60 名

日本人留学生数

16,310名

全校学生数

2,000名

留学生数 ( 率 )

商学部、応用外国語学科、情報マネジメント学科、プレメジャープログラム

日本人に人気の学部

国際事務所 E-mail: oia.cycu.edu.tw
　　　  maihochia@cycu.edu.tw

ウェブサイト：
ias.cycu.edu.tw
oia.cycu.edu.tw

2021 年度秋入学

2020.12.01-2021.06.15

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.cycu.edu.tw
32023 桃園市中壢区中北路 200 番

・中原大学は 1955 年に創立されて以来「篤信力行」を教訓に掲げ、キリストが自らを犠牲にして人々
を愛し奉仕した精神に学び運営をしています。

・世界に 320 校の姉妹校があり 1800 人を超える外国籍学生が在学中、国際競争力を養う環境を完
備。

・1111 人力銀行発表の企業評価ランキング私立部門 1 位を獲得。
・台湾教育部発表の大学登録率ランキングで３年連続国立私立総合１位を獲得。
・台湾教育部外国籍学生指導評定優秀賞を受賞。
・５年連続で世界大学ランキングセンター（CWUR）発表の世界大学ランキング 1000 位以内にラン

クイン、台湾私立総合大学ランキング 1 位を獲得
・商学部 - 国際商学部促進協会（AACSB）の認証を取得、世界の商学部の上位５％への仲間入りを

果たしました。
・中国語の授業、及び外国籍生専属の学業補助 TA 制度を無料で提供します。
・アットホームかつ国際化に特化したキャンパスでバラエティに富んだ学習環境を提供。
・便利な生活環境 ( 中原夜市、中壢駅、桃園高速鉄道駅、空港などが近い )。
・適性教育 - 柔軟な学科変更制度を採用。

中原大学
Chung Yuan Christian University
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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

理学部

7 学部
学位生約 :1200

• TOCFL LEVEL B
• HSK LEVEL 5-6
• 大学部に申請する場合

は一定の中国語レベル
が必要になります。も
し中国語レベルや中国
語に関する検定などの
成績が一定に満たない
場合は入学申請の半年
から１年前に本校の語
学センターの中国語ク
ラスに申請し中国語を
学ぶことも可能です。

• プレメジャープログラ
ム（中国語能力不要）

商学部

人間教育学部

工学部

法学部

デザイン学部

電機情報学部

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

商学部 -

約 :50 名

1. 国際商学学士課程。

2. テンプル大学とのダブルディ
グリー制度。

3. ウィスコンシン大学電機情報
ダブルディグリープログラム

学費 年間 120,000~150,000（台湾元）

学生寮 • 費用 12,000-16,500/ 學期 （台湾元）
• 4-6 人部屋

奨学金

大学部新入生奨学金

毎年 4 月 30 日前までに奨学金の申請及び資料の送付を完了させた者は、本校
の奨学金申請者リストに載り、成績や経済状況などの条件を考慮したうえで厳
正な審査を行います。審査に通過すると、条件によって下記の異なった奨学金
を受け取ることができます。（学期の成績が学年の順位の 25％以内に入る者は、
成績表を提出すると次学期の初めに奨学金を申請することができます。）
　1. 学費雑費全額免除  
　2. 学費雑費半額免除
　3.16000 台湾ドルの補助金支給

外国人
留学生への
中国語講座

外国籍学生専用の中国語授業を提供する。週に２- ６時間

言語交換 Free study-Language Corner/ 無料学習 - 言語コーナー

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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【2020 年度秋期入学の募集期間】
1 回目：2020 年 02 月 15 日～ 2020 年 04 月 10 日
2 回目：2020 年 04 月 13 日～ 2020 年 06 月 10 日
3 回目：2020 年 06 月 15 日～ 2020 年 07 月 18 日

【2021 年度春期入学の募集期間】
2020 年 10 月 01 日～ 2020 年 12 月 15 日
※上記は 2020 年度の日程。2021 年度の募集・規程
要項は改正中。

入学申請期間

88 名

日本人留学生数

25,186名

全校学生数

1,326名

留学生数 ( 率 )

商学部 (21)、外国語学部 (20)、マスコミ学部 (7)、体育学部 (4)、社会科学部 (3)、
文学部 (2)、環境設計学部 (2)、教育学部 (2)、農学部 (1)、芸術学部 (1)、法学部 (1)

学部生所属カッコ内は学生数

中国文化大学教務処招生組
入試課

TEL：+886-2-2861-0511　内線 11306
E-mail：hzh3@g.pccu.edu.tw

入試に関するお問い合わせ窓口

ウェブサイト：
https://ap2.pccu.edu.tw/futurestudent/
＞「外国人学生申請入学」

最新入試情報のウェブサイト

・陽明山の恵まれた地理的環境
・中国文化に溢れる文化的環境
・多様で充実したカリキュラム
・華語課程が完備、無料受講可能
・創造力と専門性を生かした学習
・国際性を磨く教育環境

・便利で安全、フレンドリーなキャンパスライフ
・150 以上の多彩なサークル活動
・学友会の強力的なネットワークが将来をサポ

ート
・産学連携、創業・イノベーションの奨励

中国文化大学
Chinese Culture University www.pccu.edu.tw

　11114 台北市陽明山華岡路 55 号
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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

本学全学部 1,326 名（中国籍
学生を含む）

華語能力試験 TOCFL 基
礎級 LEVEL2 資格証明、
中国漢語水平試験 HSK3 
レベルまたは同レベル資
格証明

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

商学部・グローバルビジネス
プログラム

大学部：69 名
大学院：38 名

入学時は特に制限なし。
TOEIC　640 点を卒業の
条件とする。

学費 学部・学科によって異なり、年間およそ台湾元 NT91,470 ～ 106,780 元程度。

学生寮

【男子寮】
• 3 ～ 6 人部屋、毎学期 NT11,700 ～ 15,700 元程度。

【女子寮】
• 4 人部屋、毎学期 NT10,600 元～ 11,700 元程度。
• 全学 WI-FI 環境が完備。学内では自由にインターネット接続可能。安全上の

理由により、宿舎内では炊事厳禁。共同エリアで洗濯機・乾燥機を設置し、
有料で使用可能。女子寮は共同調理場有り。

奨学金

【学内】
＊外国人学生奨（助）学金：
A　一般学部生：
        http://guidance.pccu.edu.tw/files/15-1034-19829,c5953-1.php　
B　全英語コース受講生：
        https://oima.pccu.edu.tw/files/14-1249-80491,r1701-1.php?Lang=zh-tw　

外国人
留学生への
中国語講座

週 26 時間程度の授業を実施。（2020 年度の場合）
本学は外国人留学生を対象に、会話・作文・応用などの中国語講座を開講し、
各講座初級～高級レベルに分け、いずれも無料受講可能。

※ 2020 ～ 2021 年は前・後期で週に約 24 ～ 28 時間程度の中国語コースを実
施する予定。

言語交換 毎学期全学の外国人学生を対象に One to One の形で実施。

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
その他 ：国際文化祭、言語交換、チューター制、海外学習、国際奉仕イベント　
など
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2 名

日本人留学生数

5,900名

全校学生数

265名

留学生数 ( 率 )

医療 • 看護 • 福祉学部、健康学部

日本人に人気の学部

蘇
Email：miyabi@mail.ypu.edu.tw
TEL：+886-3-6102308

李
Email：doris@mail.ypu.edu.tw
TEL：+886-3-6102220

ウェブサイト：
https://edu.ypu.edu.tw/ 
p/412-1011-6457.
php?Lang=zh-tw

2021 年度秋入学

2021.06-2021.07

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.ypu.edu.tw
30015 新竹市元培街 306 號

・本学は新竹市香山地区に位置し、医療技術人材を育成する、台湾一歴史が長い職業教育学校であ
る。青々とした山、広々とした環境に囲まれ、新竹サインスパークに近く、郊外の自然の美しさ
と都市の交通の便に恵まれ、学生の学習に最高の環境である。

・学校創立者蔡炳坤先生の創立理念を元に、バイオメディカルテクノロジー、健康管理および医療
福祉業界の専門技術人材の養成を目指している。現在、9 マスターコース、20 学科コースがあり、
それぞれ医療 • 看護 • 福祉学部、健康学部、産業 · 管理学部の 3 学部に所属している。多様かつ充
実した教育設備及び実験室に加え、スポーツ施設、情報センター、共通教育センター、光宇アー
ツセンターなども設置されている。

・多様で質の高い教育と業界連携を共に重視し、300 箇所以上の机関と産学連携協定を結んで、学
生に最高の実習環境を提供している。

・変化の激しい時代で産業の脈動を感じられ、豊かでユニークな競争力を身につけられるよう、Ｉ
Ｔ化設備や人文・社会科学資料や、科学技術資料、図書などの資源を有する多様な学習環境を提
供している。

元培医事科技大学
Yuanpei University of Medical Technology

16 17



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

医療 • 看護 • 福祉学部 91 特になし

健康学部 97

産業 · 管理学部 4

全英授業
学部 外国人留学生数 英語語力の目安

産業 · 管理学部 >
応用外国語学科 2 特になし

学費 学部による年間 89,640~108,100（台湾ドル）

学生寮

費用 ( １学期）
18,500（台湾ドル）/1 人部屋
10,500（台湾ドル）/2 人部屋
部屋内：ベッド、トイレ、シャワールーム、インターネット、机、たんす、エ
アコン
共有：冷蔵庫、洗濯機、食堂

奨学金

元培医事科技大学外国人留学生奨学金 (International Student Scholarship)
内容：奨学金 20,000 元
申込資格：
本学に正式に在籍している外国人学生。（帰国子女留学生、交換学生、履修生
を除く）。
学部生：各学期各科目の学業成績は合格とされていること。また総成績平均が
80 点以上で、操行点数は 85 点以上で、行為態度に不良記録のないもの。院生：
各学期各科目の学業成績は合格とされていること。また総成績平均が 85 点以
上で、操行点数は 85 点以上で、行為態度に不良記録のないもの。
本奨学金の受給資格が取り消されていないもの。休学者が復学する場合再申し
込みの必要がある。 

外国人
留学生への
中国語講座

週に 5 時間の中国語の授業を無料で提供してあります。
中国語センターもいろいろなプログラムがあります。
https://cllc.ypu.edu.tw/p/426-1076-8.php?Lang=zh-tw

言語交換 要求に求めて開催しています。

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

16 17



10 名

日本人留学生数

8,464名

全校学生数

620名 (7.3%)

留学生数 ( 率 )

情報学部

日本人に人気の学部

Global Affairs Office
グローバルオフィス

TEL ：+886-3-463-8800 ext.3281~3284
FAX：+886-3-462-4202
E-mail：iadept@saturn.yzu.edu.tw

ウェブサイト：
http://admission. yzu.edu.tw/ 
degreeStudent/student/login

2021 年度秋入学

2021.03.01~2021.04.15

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.yzu.edu.tw/index.php/en-us/
台湾桃園市中壢区遠東路 135 号

・1989 年に遠東グループにより設立
・5 つの学部 ( 工学、情報学、管理、人文社会科学、電気通信工学 ) が 23 の学部プログラムと 31 の

大学院プログラムをてい提供
・台湾の中でも特に英語で学べる学部の割合が高い

元智大学
Yuan Ze University

18 19



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

全ての学部 620 B1( ヨーロッパ言語共通
参照枠 )

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

管理学部、工学部、情報学部、
戦略的コミュニケーション学
部、電気通信工学部、すべて
の修士および博士課程

333
TOEFL・TOEIC・
IELTS 等
B1( ヨーロッパ言語共通
参照枠 )

学費 年間（台湾元）96,000~122,000

学生寮
費用 NTD9,200~12,000( 学期 )
4 人部屋
その他設備：Wi-Fi なし，ケーブルに利用可能。
各フロアにシンプルなキッチン

奨学金 • 授業料と雑費の免除
• 毎月の奨学金（修士課程のみ）

外国人
留学生への
中国語講座

週に 6 時間

言語交換 有

国際交流 海外実習／ダブルディグリー／交換留学

18 19



28名

日本人留学生数

10,400名

全校学生数

651名 (6.26%)

留学生数 ( 率 )

ジャーナリズム・コミュニケーション学部

日本人に人気の学部

ウェブサイト：
https://www.shu.edu.tw/

2021 年度秋入学

2021.02~2021.04

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.shu.edu.tw
台北市文山區木柵路一段 17 巷 1 號

・多元的なキャンパスライフ
・本学の理念は道徳と知恵両方の修得、実技重視です。
・ほかに特色は大きく 7 つあります。
・理論と実践両方の重視
・学生の国際的視野を広げるための外国語学習
・交通の便が良い（MRT 景美駅から徒歩 7 分）
・本学は世界最大級のニュースチャンネル CNN と連携協定を締結し、台湾の大学において唯一のパ

ートナー校になります。教師・学生は CNN の所有するメディア素材が使え、学生もアトランタの
本社にインターンとして新聞の制作・放送を体験できます。

・本学は専門的な技術を身につけるための施設を設置し、モーションキャプチャースタジオや、VR
制作・3D スキャンエリア、プロジェクションマッピング及びインタラクティブ・ティーチングエ
リア、音楽創作・音声デザインエリア、ライブストリーミングエリア、メディア融合教育エリア、
プレビュールーム、体験エリアなどの実践的な環境が整っている全国初のオムニメディア棟を有
します。それに加えて、CNN と教育提携を結び、メディアテクノロジの推進に取り組んで、時代
の流れやニーズに応えられます

世新大学
Shih Hsin University

20 21



Admission Division, 
Office of Academic Affairs

TEL ：+886-2-22361719
E-mail：aaad@mail.shu.edu.tw

入試に関するお問い合わせ窓口

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

学校のすべての学科 651 中国語のコミュニケーシ
ョン能力がある

全英授業
学部 外国人留学生数 英語語力の目安

全英語コースはありませんが、
英語による科目はあります。 0

学費 33 万円 ~ 40 万円 / 年

学生寮 年額約７万６千円
2~6 人部屋

奨学金 https://reurl.cc/L3O2x9

外国人
留学生への
中国語講座

週に 2~3 時間

言語交換 自由安排

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

20 21



12名

日本人留学生数

5,300名

全校学生数

1.15%
留学生数 ( 率 )

応用英語学科、ホスピタリティ・マネジメント学科、調理学科

日本人に人気の学部

国際交流センター

ウェブサイト：
https://r007.hdut.edu.tw/

2021 年度秋入学

9 月

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.hdut.edu.tw
23654 新北市土城區青雲路 380 巷 1 號

・志業・学業・職業の三位一体の職業教育学校
・道徳教育特色学校
・産官学連携
・国際交流
・国際的な研究

宏国徳霖科技大学
HungKuo Delin University of Technology

22 23



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

応用英語学科 13( 短期留学 ) A2

ホスピタリティ・マネジメン
ト学科 29 A2

情報工学科（資訊工程系） 32 A2

全英授業
学部 外国人留学生数 英語語力の目安

なし 0

学費 年間約 100000（台湾元）

学生寮

費用約 13000（1 学期）
4 人部屋
管理人
その他設備インターネット、キッチンある。
電子レンジ、洗濯機、オーブンレンジ、冷蔵庫、電磁調理器

奨学金 有る

外国人
留学生への
中国語講座

週に 4 時間

言語交換 有る

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

22 23



1名

日本人留学生数

3,955名

全校学生数

274名 (6.93%)

留学生数 ( 率 )

應用日本語学科

日本人に人気の学部

ウェブサイト：
https://entry.ydu.edu.tw/ 
admi_international/foreigner.html

尚未公佈

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.ydu.edu.tw
361 苗栗縣造橋郷談文村學府路 168 號

　本学創設者は教育家でもある王広亜で、その妻王蔡秀鸞と共同出資により本学は創設されました。
創設者王広亜は 60 年に及ぶ卓越した経験に基づき、国内における高等商業、管理、外国語の優れた
人材育成の目的との双方を鑑み、落ち着いた環境にある苗栗県造橋郷を所在地に、優美で壮大な大
学校舎とその関連設備が建設しました。
　1999 年の学校創設以来、創設者は「倫理、革新、品質、実績」の教育理念及び「三、三、三」の
政策を定め、こういった教育方針のもと、教師と学生とが互いに協力し、これまでの 20 年間におい
て数々の成果を上げ、また、数多くの優秀な人材を輩出し、教育熱心な大学として知られるように
なりました。現在本学は 3 学部 11 学科及び 3 研究科（修士課程）を有し、2013 年 8 月 1 日に教育
部（文部科学省に相当）より認可を得て「育達科技大学」へと改名されました。
　本学は「理論と実地の差を縮め、実務能力を向上させる」ということを教育目標として掲げ、そ
れを遂行するため、企業のニーズとの合致、産業発展を念頭においたカリキュラムデザインを行っ
ています。そして、実務と実習に重きを置き、他学部の科目を履修できるカリキュラム構成を行い、
2 つの専門を身につけ、3 つ以上のライセンスを取得するということを推進しています。「卒業即就
職、職場即実践力」を目指し、優秀なスキルを持つ人材育成を行っています。
　また、海外との国際学術交流が盛んで、学生に留学のための奨学金を提供し、現在 113 箇所の海
外教育機関と姉妹校協定等が結ばれ、定期的に教師や学生の交流、交換留学が行われており、さら
に、教育部政策と一体化した優秀な学生の海外研修派遣、国際大会出場、国際ボランティア参加等
もなされています。

育達科技大学
Yu Da University of Science and Technology

24 25



国際・両岸合作交流センター
Center of International & Cross-Strait Cooperation and Exchange

入試に関するお問い合わせ窓口

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

科技創新學院

274

中国語で授業を受ける申
請者は入学時に、中国語
能力試験 (TOCFL)A2 を
取得していることが条件
となります。また、中国
語能力試験 (TOCFL)A3 を
取得することが卒業条件
となります。

- 資訊管理系

- 行銷與流通管理系

- 多媒體與遊戲設計系

人文社會學院

- 應用日語系

- 幼兒保育系

- 健康照顧社會工作系

觀光餐旅學院

- 觀光休閒管理系

- 休閒運動管理系

- 餐旅經營系

- 時尚造型設計系

全英授業
学部 外国人留学生数 英語語力の目安

( 無 ) ( 無 ) ( 無 )

学費

学生寮

約 台湾元 93,770 元～ 107,016 元
各学科により学費は異なります。詳細は下記のページをご覧ください。
https://acco.ydu.edu.tw/uploads/bulletin_file/file/5ed8b3362dfe3a5b42000
107/109%E5%AD%B8%E9%9B%9C%E8%B2%BB%E6%94%B6%E8%B2%BB
%E6%A8%99%E6%BA%961090528.pdf

奨学金 留学生のための奨学金がある。申請が必要です。

外国人
留学生への
中国語講座

中国語レベルにより、中国語授業のクラス分けを行います。

言語交換 ( 無 )

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

24 25



24名

日本人留学生数

12,805名

全校学生数

1,204名

留学生数 ( 率 )

外国語応用学科、マーケティングと流通学科、ファイナンス学科、企業管理学科、 
運動管理学科、旅館管理と創造料理学科

日本人に人気の学部

国際教育交流センター TEL ：+886-3-559-3142 ext. 2190/2145
E-mail：oia@must.edu.tw

ウェブサイト：
http://fg.must.edu.tw/

2021 年度秋入学

2021.04~2021.06

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.must.edu.tw/
361 新竹県新豊郷新興路 1 号

・当校は桃園空港まで車で約 1 時間、電車新豊駅と徒歩で 10 分以内。
・新竹エリアには有名な産業大学。近くの「新竹科学園区」「新竹工業区」にいろいろな会社を緊

密な合作があり。

明新科技大学
MingHsin University of Science and Technology

26 27



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

工学部

T OCFL 2 級
(A2) 或は他の
公認の同じレベ
ル資格
学部

機械工学学科 98
電機工学学科 129
電子工学学科 107
電気光学学科 401
情報科学学科 4
化学材料学科 151
土木工学学科 24

管理学部
工業工程管理学科 99
ファイナンス学科 0

マーケティングと流通学科 7
企業管理学科 9
情報管理学科 2

サービス産業学部
幼児教育学科 1

旅館管理と創造料理学科 28

楽齢福祉学科レジャー管理学科 0
人文と設計学部

運動管理学科 2
外国語応用学科 45

マルチメディアとゲームデザイン学科 0
ファッションスタイリングデザイン学科 2

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

管理研究科 28 人 TOEFL・40
TOEIC・450
IELTS 4
或は他の公認の
同じレベル資格

電機工学研究科 6 人

精密機械工学研究科 4 人

学費 大学 :44,000~52,000 ( 学期／台湾元 )
大学院 : 48,000~58,000 ( 学期／台湾元 )

学生寮
費用 23,000~32,000 （2019 年）（光熱費除き）
2~4 人部屋
その他設備（インターネット接続、エアコン、デスク、クローゼット、ベッド（布
団、枕等除き）、バスルーム、共有キッチン）

奨学金 有り

外国人
留学生への
中国語講座

学生の空きコマによって自由に選択できる（無料）

言語交換 有り

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
26 27



56名

日本人留学生数

15,444名

全校学生数

677名 (4.4%)

留学生数 ( 率 )

政治学科、英語学科、企業管理学科、国際経営貿易学科

日本人に人気の学部

TEL ：+886-2-2881-9471
　　　内線 6061~6069
E-mail：entrance@scu.edu.tw

ウェブサイト：
http://entrance.exam.scu.edu.tw/

2021 年度秋入学
申し込み：2-4 月 / 結果発表：5 月

入試に関するお問い合わせ窓口 最新入試情報のウェブサイト

入学申請期間

www-ch.scu.edu.tw
111002 台北市士林区臨渓路 70 号

・1900 年に中国で初めての西洋式大学として設立、1951 年には台湾で再建され、台湾で初めての
私立大学となる。

・名門私立大学のイメージを確立し、法学部、商学部、外国語学部などが国内外において高い評価
を受けている。

・「2020 年企業が求める大学生ランキング ( 遠見雑誌 )」法政部門で私立大学 1 位、全国 3 位；商
業管理部門で私立大学 1 位、全国 4 位；人文社会部門で私立大学 2 位、全国 5 位。

・国際認証機関 AACSB により認証された MBA 課程を有する。
・秋入学を主としているが、春入学 ( 一部の学科 ) も可能。
・140 個以上の様々なクラブ・サークルがある。
・キャンパス管理、宿舎管理、学生指導、進路指導において教育部から表彰されている。

東呉大学
Soochow   University
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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

人文社会学部

119 人
（外国人だけ）

677 人
（中国大陸出

身、華僑、外国
人を含む）

華語文能力測驗 
TOCFL

一部の学科は
TOCFL につい
ての指定はない
が、授業は中国
語で行われるの
で、中国語の
「読む、書く、
聞く、話す」能
力が必要。 

外国語学部

理学部

法律学部

商学部

ビッグデータマネジメント学部・データ
サイエンス学科

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

商学部
( グローバル・ビジネス

プログラム )

9 人
（学位生だけ）

79 人
(2019 年交換留
学生、学位生を
含む履修人数 )

なし

学費 • 入学金不要
• 一学年約　11 万　台湾ドル

学生寮
• 学内に女子寮（５人部屋、８人部屋）、男子寮（８人部屋）がある。１学期

約４万円
• 学外にも女子寮と男子寮がある。詳細はウェブサイトをご覧ください。

http://www.scu.edu.tw/housing/

奨学金 「東呉大学優秀外国人学生奨学金」
「東呉大学学部優秀僑生港澳生・外国人留学生入学奨学金」

外国人
留学生への
中国語講座

週 8 時間（アカデミック中国語）+　週 2 時間 ( 外国人ための中国語特別授業 )
中国語センターでレベル別の中国語コースが開講されており、聴講が可能。
http://mandarin.scu.edu.tw/index.php/tw/。

言語交換 Language Corner で各国の学生と言語交換が可能。
http://soochow.n1.scu.edu.tw/files/13-1002-1831.php

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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4名

日本人留学生数

8,029名

全校学生数

278名 (3.46%)

留学生数 ( 率 )

応用英語学科・企業管理学科

日本人に人気の学部

+886-2-2257-6167　内線 1315 
専用ダイアル：+886-2- 2258-0500

ウェブサイト：
https://exam.chihlee.edu.tw/

2021 年度秋入学

2021.05.31

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.chihlee.edu.tw
22050 新北市板橋區文化路 1 段 313 號

・12 年間連続で、教育部の「教学卓越計画」「高等教育深耕計画」を獲得しました。
・2016-2020 年の 5 年間連続で、雑誌社調査による「企業が最も好む大学」ランキングで、私立科

技大学部門第一位を獲得しました。
・商業管理学部は、ACCSB（中国語商業管理学部認証 5 年 ) を獲得しています。
・商業貿易外国語学部は、台湾評鑑協会の教学品保服務認証 5 年を獲得しています。
・イノベーションデザイン学部は、IEET（国際教育認証 6 年 ) を獲得しています。
・2019 年 If Design Award（国際デザイン賞）受賞。
・2019 年アジア A.I. ロボットコンテスト国際大会決勝戦で準優勝。
・2013-2018 年、6 年連続で台湾技職教育の最高栄誉である「技職之光」を獲得しました。
・韓国、日本、マレーシア、モスクワ、ポーランド、ウクライナ等多数の国における国際発明展で

金賞・銀賞を受賞。
・2020 年の外国人学生数は、278 人に上りました。
・目下、111 校の大学と姉妹校提携を結んでいます。

致理科技大学
Chihlee University of Technology
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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

商業管理学部

TOCFL
大学部 B1
大学院 B2

企業管理学科 23 人

企業管理学科サービス業経営管理大学院 4 人

財務金融学科 3 人

会計情報学科 5 人

マーケティング及び流通管理学科 128 人

レジャー及びレクリエーション管理学科 88 人

商業貿易外語学部

国際貿易学科 5 人

応用英語学科 4 人

応用日本語学科 1 人

イノベーションデザイン学

情報管理学科 0 人

商業技術管理学科 4 人

マルチメディアデザイン学科 13 人

学費 年間（台湾元）91,820 元

学生寮
あり
平均費用：28,000 元 / 年（4 人部屋）
（インターネット・クーラー付き）

奨学金 学生が個人的に申請。

外国人
留学生への
中国語講座

1 週間に 6 時間。

言語交換 学校としては斡旋していません。

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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30名

日本人留学生数

6,000名

全校学生数

150名 (3%)

留学生数 ( 率 )

観光事業学科、航空事業学科、英文学科。

日本人に人気の学部

www.au.edu.tw
25103 新北市淡水区真理街 32 号

本校の沿革
真理大学は 1882 年に創立された。当時、キリスト教長老教会に属するカナダの宣教師―マッケイ博士は故郷で
募金活動を行い、そして本校の現在地にオックスフォード・カレッジを建設した。中国語訳では「理學堂大書院」、
俗に「牛津學堂」と呼ばれており、築 137 年の歴史がある。当時のカリキュラムは自然科学、社会科学や聖書学
が含まれ、台湾最古の大学である。
国際交流
真理大学は世界各国の学校と姉妹校を結んでいる。日本には三重大学、名城大学、香川大学など。本校では毎年
数十名の学生が短期交換留学生として世界各国の大学に行く。
学術研究
学術の研究や、人類の知識体系を開拓するのは大学として最も重要な任務の一つである。真理大学の教授陣は強
力な学術研究能力を持っており、毎年科技部、教育部、文化部、農業委員会、客家委員会等機関の委託を受け研
究を行っており、予算は数千万元以上にも達する。本校の教授たちの研究開発の結果は多数の国家特許を獲得
している。本校の教師と生徒たちからは毎年数十部の研究成果が Journal of Economic Theory, Mathematical 
Social Sciences, Technovation, International Marketing Review 等の国際学術の権威とする期刊で発表されてい
る。
イノベーション
本校の授業では科学技術の応用能力を強調し、教師陣には人工知能、ビッグデータの分析や、ブロックチェーン
等の新興テクノロジー領域での研究を合わせたり、学生に最先端のテクノロジーの運用能力を持たせ、産業の革
新を励行している。既有の文化を伝承し、新たな文化を創造するのは、マッケイが本校を建ててからの百年間の
使命であり、すでに本校の授業にも溶け込んでいる。
部活動
真理大学の部活動は活発かつ多元である。学長の強力なサポートの下、本校はライオンズクラブ分会を設立、生
徒は在校期間中に無料でライオンズクラブに加入でき、公益活動を通じて社会での人脈を広げられる。また、本
校の「滬尾軽音楽部」、サブカルチャー部、および映画部はどれも全国区で活躍しており、特に本校のダンス部
は今年の全国ストリートダンス大会でチャンピオンを獲得している。
社会責任
本校における近年の積極的な発展への策略はコミュニティとの緊密なつながりと、大学としての社会責任を全う
することであり、これによって本校の学生の品性教育と社会を思いやるソフトパワーが増進できることを望んで
いる。

真理大学
Aletheia University
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國際事務中心
Center for International Affair. 

e-mail：cia@au.edu.tw
電話 ：+886-2-26294497

ウェブサイト：
https://cia.au.edu.tw/index.
php?Lang=zh-tw

2021 年度秋入学

2021.03~2021.07

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

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

すべての学士クラス、修士クラス 120 人 TOCFL level 2 以上

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

すべての修士クラス 10 人
TOEFL・75-89

TOEIC・550-750
IELTS・ 4.5-6

学費 年間 100000~120000（台湾元）

学生寮

費用  毎学期 NT13000/4 人部屋 ~15000/3 人部屋（冬、夏休みを除く），電気
代は実際の使用分で計算。

その他設備 : 有線、無線ネットワーク、コイン式洗濯機、クローゼット、学習机、
エアコン。調理場は不提供。

奨学金

1. 外国籍学生奨励方法
(1) 学業が優秀な学生（高校で品行方正であり、校則違反の記録がない者）：
定員：
(a) 一般定員：毎学年、各国から新入生 10 名まで。
(b) キリスト教長老教会推薦定員：毎学年、各国から新入生 10 名まで。
(c) 校長推薦定員：高校の校長から推薦された品行方正であり、将来性が見込ま
れる学生。各学校から上限 2 名。
奨励内容：
当学年で払った授業料を全額支給、学生寮の家賃と他の費用は含めず（保険料
やネット使用料金など）
(2) スポーツの成績が優秀であり、品行方正、校則違反の記録がない学生：各学
年新入生 30 名まで
奨励内容：
学業、スポーツの成績が優秀な学生：二年生から四年生まで、前学年の学業 ( ス
ポーツの大会 ) が優秀な者は、続けて授業料を得ることが可能である。
2. 学生への奨励
中華圏の学生 ( 第一志望で採用した者 )、大学院に入る外国籍の生徒の補助奨学
金は、每学期 12500 元、最多 8 学期分がもらえる。大学院生補助奨学金は每学
期 12500 元，最多 2 学期分がもらえる。採用確認は真理大学国際事務センター
にて。

外国人
留学生への
中国語講座

毎週三時間の中国語講座が一学期無料、学士クラスの学生は修業単位として計
算可能。

言語交換

国際交流
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10名

日本人留学生数

16,678名

全校学生数

1,451名

留学生数 ( 率 )

hcchan@mx.nthu.edu.tw
電話番号 :+886-3-5162461

ウェブサイト：
http://oga.nthu.edu.tw/intl-
students-admission

2021 年度秋入学
大学学部 11.15~2.15 15:00pm ( 台湾時間 )
大学院 1.1~3.15 15:00pm ( 台湾時間 )

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.nthu.edu.tw
 300 新竹市光復路 2 段 101 号

本学は世界・全国的な学術賞が受賞されています。学内では、約 800 人の教員で、15,000 人の学生
が在籍している。科学技術の発展に関して、本学は、毎年、台湾の中でもっともアメリカの特許を
取得している大学であり、それは世界大学ランキングとして 11 位になっている。 また、最近公表
された QS 世界大学ランキングによると、本学は台湾の第２位、アジア 32 位、世界 163 位にランク
インされた。その中で、専門分野の評価において、様々の分野を卓越した研究成果によって評価さ
れ、上位のランクを獲得した。電子工学及び機械の専門分野はトップ 50 位に、材料、生命科学、言
語、化学工学の分野はトップ 100 位といった高い評価を得ています。
優秀な卒業生
ノーベル物理学賞（2 名）、ノーベル化学賞（1 名）及びウルフ賞数学（1 名）など世界的に権威的
な学術賞が授与される受賞者も輩出している。

国立清華大学
National Tsing Hua University

コンピューターサイエンス情報工学科、清華学院国際学士コース、人文社会学部学士コース
生命科学学科、機械電気工学科、生体医工学環境科学科、言語学研究科

日本人に人気の学部
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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

理学部 164

中国語能力試験 :
基礎の段階 - 流利

級
(TOCFL Level 

2-Level 5)

工学部 269

原子力科学部 94

人文社会学部 182

生命科学部 76

電気情報工学部 200

テクノロジーマネジメント学部 155

清華学部 83

国際大学連合プログラム 34

竹師教育学部 159

芸術学部 3

詳細な情報 : http://oga.nthu.edu.tw/intl-students-admission/index/lang/en

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

1. 清華学院国際コース 63 TOEFL
61-79
TOEIC

520-750
IELTS 

5.5-7.0
英語語力の希望は
学部によって異な

ります。

2. 国際ビジネス経営修士課程 41

3. 情報システム応用研究科 37

4. 国際大学連合プログラム博士課程 12

学費 詳細な情報 :http://oga.nthu.edu.tw/intl-students-admission

学生寮
費用
詳細な情報 :
http://sthousing.site.nthu.edu.tw/

奨学金 NTHU 留学生奨学
http://oga.nthu.edu.tw/web.page/detail/sn/76/lang/en

外国人
留学生への
中国語講座

詳細な情報 :http://clc.site.nthu.edu.tw/

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

34 35



8名

日本人留学生数

12,000名

全校学生数

10%
留学生数 ( 率 )

工業設計系（工業・産業デザイン学科）

日本人に人気の学部

国際事務處　国際学生組
Email: intstudy@ntut.edu.tw

ウェブサイト：
https://oia.ntut.edu.tw/p/412-
1032-13828.php?Lang=en
https://oia.ntut.edu.tw/

2021 年度秋入学

2020.01.01~2021.04.30

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.ntut.edu.tw
10608 台北市大安區忠孝東路三段一號

・前身は日本統治時代の 1912 年に建てられた台北州立工業学校で，これまでに数多くの企業家を輩
出しており台湾の工業大学では最高の学府である。

・長い歴史に誇り、台湾近代産業の揺り籠と言われる
・国際的な教養力を育てる
・実学尊重し、産業に即戦力となる教育
・台北市の中心部に位置し、最適な立ち地にある

国立台北科技大学
National Taipei University of Technology
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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

全学部 約 1000 人
中 国 語 検 定 試 験 2
級 以 上、TECC 検
定 550 点以上を薦
め

全英授業
学部 外国人留学生数 英語語力の目安

電気通信工学科
外国留学生特別プログラム

65 人（2020 年
の時点で） TOEFL・TOEIC・

学費
１学期     学部生：47,378 ～ 54,837
　   　　　院生（修士課程）：57,997 ～ 64,597
　   　　　院生（博士課程）：59,647 ～ 68,777
（台湾元）

学生寮
費用 NT$9900( １学期 )
4 人部屋
インターネット（有線）あり
キッチン無し

奨学金 https://oia.ntut.edu.tw/p/403-1032-1844-1.php?Lang=en
に参照

外国人
留学生への
中国語講座

週に 4 時間

言語交換 有

国際交流 海外実習／ダブルディグリー／交換留学
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200名

日本人留学生数

32,000名

全校学生数

5,500名

留学生数 ( 率 )

中国語、政治、経済、国際企業、人類学科など

日本人に人気の学部

国際事務処国際学生組境外入学股
TEL：+886-2-3366-2007
Email：intlntnu@ntnu.edu.tw

ウェブサイト：
https://oia.ntu.edu.tw/ (NTU OIA)
Home → Apply to NTU →
Degree Student → 2021 September Entry

2021 年度秋入学
第一回：2020.08.03~12.18 
第二回：2021.1.5~02.25

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.ntu.edu.tw
10617 台湾台北市大安区羅斯福路四段 1 号

・文、理、医、工、社会科学、生物資源及び農学院、管理、公共衛生、電機情報、法律、生命科学、
国際の 12 学院、56 学科、111 大学院、60 以上研究センターを擁する。

・学生：約 32,000 人
・2021 年世界 QS 大学ランキング→ 66 位
・2020 年アジア QS 大学ランキング→ 20 位

国立台湾大学
National Taiwan University
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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、理、医、工、社会科学、生物資源
及び農学院、管理、公共衛生、電機情

報、法律、生命科学、国際学部
5,500 人以上

CEFR A2 (TOCFL 
Level 2/HSK Level 
4) （含む）以上が
必要です。学部に
よっては、 中国語
力の要件が高い場
合があります。

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

土木工学科

80 人以上

CFER B2  (TOEFL 
IBT 71/IELTS 5.5/ 
TOEIC 750/GEPT
中高級）（含む）
以上が必要です。

農業経済学科

生物工学研究所

グローバル MBA

グローバル健康修士学位プログラム

グローバル健康博士学位プログラム

グローバル農業技術と遺伝学修士学位
プログラム

生物多様性修士学位プログラム

学費 約 37 万～ 45 万円／年

学生寮 費用：約 5.8 ～ 9.5 万円 / 年 2 ～ 4 人 / 部屋

奨学金

国立台湾大学外国人留学生助学金（2 つのカテゴリーに分かれています）
一、授業料無料
二、授業料無料 + 給付月額約 2.2 万円
( 他の奨学金について、国立台湾大学国際事務処のページをご覧ください ) (NTU 
OIA Home → Prospective Students → Study at NTU → Scholarships)

外国人
留学生への
中国語講座

1. 一般中国語と実用中国語
2. 応用中国語

言語交換 国立台湾大学付属語学センターで言語交換ができます。

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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87名

日本人留学生数

15,000名

全校学生数

1,400名 (9%)

留学生数 ( 率 )

文学部、芸術学部、理工学部、国際及び社会科学学部、管理学部

日本人に人気の学部

国際事務処 電話：+886-2-7749-1272、+886-2-7749-1284
Email：intlntnu@ntnu.edu.tw

ウェブサイト：
https://ap.itc.ntnu.edu.tw/
istudent/apply/

2021 年秋季入学：

2020.08.03 〜 11.16
2022 年春季入学：

2021.03.02 〜 04.30

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.ntnu.edu.tw
106308  台北市大安区和平東路１段 162 号

・中学校と高校教師を育成するな名門校
・台湾全土で最もグローバル化を感じられるキャンパス
・公共交通の利便性に優れたキャンパス
・国立台湾大学システム（国立台湾大学、国立台湾師範大学、国立台湾科技大学）提携校の 1 つ、3

校の教育資源を共有する

国立台湾師範大学
National Taiwan Normal University
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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

教育、文、理工、芸術、科学技術及び
エンジニアリング、スポーツ・レジャ
ー、国際及び社会科学、音楽、管理学
部

約 1,350 人

1. 大学部：TOCFL	
Level	3-4，華語文
教学科は中国語能
力の提示は不要
2. 大学院：TOCFL	
Level	2-5（大学院
の研究科によって
異なる）

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

1. 文学部：英語学科と大学院
2. 国際及び社会科学学部：国際人材育
成大学院

約 50 人

TOEFL・TOEIC・
IELTS の い ず ら か
の提示が必要。特
に点数の指定はな
い。

学費 約 37 万～ 45 万円／年

学生寮 費用（台湾元）：約 1 万 5 千元 -2 万 5 千元 / 年 3-6 人部屋
その他設備：インターネットあり、共同キッチンあり

奨学金 師大奨学金：学費・雑費の減免（学士課程 1 年、修士課程 2 年、博士課程 3 年）

外国人
留学生への
中国語講座

1. 国際華語単位プログラム
2. マンツーマン華語指導
3.OIA 華語指導システム

言語交換 学生が各自で中国語センターに行って言語交換パートナーを探すことができる

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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5,682名

全校学生数

Mr. Pete Yi-Hsun TSOU
Email：international@ntua.edu.tw

ウェブサイト：
https://international.ntua.edu.tw/

2021 年秋季入学：

2020.12.15-2021.02.15

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト

入学申請期間

www.ntua.edu.tw
220307 新北市板橋區大觀路一段 59 號

・台湾で最古の芸術大学
・全面的な芸術コースがある
・台湾の芸術大学で最適な選択
・国際学生へ奨学金を提供
・国際学生へ校内学生寮を提供

国立台湾芸術大学
National Taiwan University of Arts
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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

放送学部

全て流暢

映画学科
ラジオとテレビ放送学科

イメージ放送芸術学科
応用マスメディア芸術研究科

美術学ぶ
美術学科
彫刻学科

古美術修復学科
書画学科

造形芸術研究科
版画芸術研究科

表現学部
演劇劇場学科

音楽学科
舞踊学科

中国音楽学科
表現芸術研究科

デザイン学部
工芸デザイン学科

視覚伝達デザイン学科
マルチメディアアニメーション学科

人文学部
芸術管理と文化政策学科

芸術と人文教育学科

学費
１学期（台湾元）
大学部：NT$54,000
大学院：NT$12,180（基本費用）+NT$5,000（単位費用）

学生寮
費用　
4 人部屋：NT$9,500（学期）
2 人部屋：NT$11,000（学期）
インターネット、キッチン、エアコン、洗濯機完備

奨学金 • 教育部台湾奨学金 Taiwan Scholarships
• NTUA 国際学生奨学金 NTUA international student scholarships

外国人
留学生への
中国語講座

每週 2 時間

言語交換 あり

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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2名

日本人留学生数

2,894名

全校学生数

1%
留学生数 ( 率 )

体育学部

日本人に人気の学部

国際事務センター
International@ntsu.edu.tw

ウェブサイト：
https://aca.ntsu.edu.tw/
p/412-1004-69.php?Lang=zh-
tw

2021 年秋季入学

2021.03~07

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.ntsu.edu.tw
桃園市龜山區文化一路 250 號

• キャンパスは広い
• 体育専門の大学
• 国際級スポーツ施設

国立体育大学
National Taiwan Sport University
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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

競技学部 12 人 A2

運動と健康科学学部 0 人 B1

体育学部 3 人 B1

管理学部 2 人 B1

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

競技学部 1 人
TOEFL・iBT 60

TOEIC・550
IELTS・5.5

管理学部 1 人
TOEFL・iBT 60

TOEIC・550
IELTS・5.5

学費
年間（台湾元）
学士　107,000 元
修士　108,000 元
博士　108,000 元

学生寮
費用   20,220 元（台湾元）
2 と 4 人部屋
その他設備：インターネット有、キッチン無

奨学金
1. 外国留学生奨学金
2.Implementation Regulations of International Graduate Student  
    Assistantship at National Taiwan Sport University (NTSU)

外国人
留学生への
中国語講座

基礎と中級
週 3 回、毎回 3 時間の中国語講座

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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99名

日本人留学生数

25,000名

全校学生数

1,913名

留学生数 ( 率 )

外交・国際関係学科、国際企業学科、英文学科、日本語学科、国際観光経営学科

日本人に人気の学部

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

ウェブサイト：
https://adms.tku.edu.tw/zh_
tw/admiss04/admiss04_1 

2021 年秋季入学
2021.2.19-3.12（台湾時間午後４時まで）
2021.3.19-.4.22（台湾時間午後４時まで）
2021.4.30-6.7（台湾時間午後４時まで）

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.tku.edu.tw
251301 新北市淡水區英專路 151 號

・私立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』が特集している「台湾大企業大学生評価」において 23 年連続私学トップを獲得
・留学生が多いグローバルな大学

淡江大学
Tamkang University
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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 219

特に中国語能力を
決めていません

が、授業は中国語
で行われるので、
授業についていけ
る語学力が望まし

い。

理学部 45

工学部 238

商学管理学部 762

外国語文学部 297

国際事務学部 207

教育学部 38

グローバル企業発展学部 107

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

TOEFL・TOEIC・
IELTS 等

特に英語の検定成
績を決めていませ
んが、授業は英語
で行われるので、
授業についていけ
る語学力が望まし

い。

情報工学科（修士） 4

経営管理学科（修士） 35

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） 4

国際ビジネス学科（学士） 279

グローバル財務管理学科（学士） 80

外交・国際関係学科（学士） 135

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） 28

国際観光経営学科（学士） 45

英米言語文化学科（学士） 7

グローバル政治経済学科（学士 27

学費 年間（台湾元）約 10 万元～ 11 万元

学生寮
費用　約 2 万元～ 4 万元
２～４人部屋
インターネット有、共有キッチン有

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

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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90名

日本人留学生数

6,000名

全校学生数

700名

留学生数 ( 率 )

応用華語学科、応用英語学科、空運管理学科

日本人に人気の学部

国際交流センター
TEL：+886-3-341-2500 ext.：1029、1022
Email：nc@mail.knu.edu.tw

ウェブサイト：
https://knuoica.knu.edu.tw/

2021 年秋季入学
秋クラス 2021.04.01~04.30
　　　　 2021.06.01~06.30

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.knu.edu.tw
桃園市蘆竹区開南路 1 号

・桃園市にある私立大学である。空港や新幹線の駅に近く、交通が便利。
・商、情報、観光運輸、人文社会、健康管理の 5 学部、20 学科、7 つ修士コースを擁する。
・本学でも全て英語で実施される講義があるが、全ての科目が英語のみでという IHP は他大学にな

い優れた特色だと自負している。もちろん IHP 修了時には経営管理の学士号が授与される。また
IHP の学生の場合、第二専攻また副専攻を取ることも認められている（要中国語能力）。

・アメリカのウィスコンシン大学リバーフォールズ校、イギリスのロンドン・スクール・オブ・
・エコノミクス（LSE)、日本のお茶ノ水女子大学、東京外国語大学、国際教養大学等の国際的にも

有名な大学と姉妹校協定を結んでおり、日本への交換留学者数は台湾第一位となっている。
・政府の桃園航空都市プロジェクトに基づき、産学連携を強化している。
・野球部：元日本プロ野球選手・郭李建夫氏が監督になっており、全国的な大会でも度々優勝して

いる。

開南大学
Kainan University
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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

商学部 約 30 人 初級

情報学部 約 10 人 初級

観光運輸学部 約 50 人 初級

人文社会学部 約 400 人 初級

健康管理学部 約 10 人 初級

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

商学部 約 50 人

TOEFL iBT： 61
TOEFL CBT：173
TOEFL IPT：500

TOEIC：575
IELTS：5.0

学費 年間　約 98,000-114,000（台湾元）

学生寮

一号館：27,000 台湾元／年 (14,850 元／半年 )
※インターネットと水道光熱費込み（一定額超過時別途支払い）
※バストイレ共用。
二号館：33,000 台湾元／年 (17,850 元／半年 )
※敷金 5,000 元 ( 退去時返還 )
インターネット料金 500 元／学期
水道代 600 元／学期
光熱費は実費徴収（入居時に 1,500 元を預け入れてそこから引かれる）
※バストイレ付き。
4 人部屋
その他設備（共通）：たんす、ベッド、デスク、イス、インターネット、クーラー、
電話、テレビ・冷蔵庫（各階に 1 台）

奨学金 留学生は初年度の学費が免除される。

外国人
留学生への
中国語講座

週に 2 時間

言語交換 なし

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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50名

日本人留学生数

16,000名

全校学生数

130名

留学生数 ( 率 )

応用外国語学科、国際経営貿易学科、国際ビジネス学科（全英語）、

スマートサービス学科（全英語）

日本人に人気の学部

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

ウェブサイト：
https://reurl.cc/MvKpYn

2021 年度秋入学

2021.02~2021.08

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.usc.edu.tw
104 台北市中山區大直街 70 號

・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 学院からなり、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 50 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 42 ヶ国 200 校に及ぶ連携校 )

実践大学
Shih Chien University
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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 TOCFEL B1
HSK 4

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

(1) 国際企業英語コース 40

TOEIC: 550
あるいは同じレベ
ルの英語能力。入
学前に語学基準に
満たされない場合
は、入学後に英語
特別クラスにて勉

強すること。

(2) 応用外国語学科 15
TOEFL IBT: 61

TOEIC: 600
IELTS: 5.0

学費 NTD 1,00,000- NTD 140,000 年間（台湾元）

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 ( 兩學期 )
定員：新規留学生の内 15 名 
(2) 留学生給付奨学金
金額：毎学期約 3 万円（ 1 万新台幣）
定員：共計 10 人（台北 7 人＋高雄 3 人）

外国人
留学生への
中国語講座

1. 毎週 3 回 /2 時間の中国語レッスン ( 夜間クラス一学期 / 一万五千元 )
2. 週一無料の２時間の中国語レッスン

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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7名

日本人留学生数

7,809名

全校学生数

188名

留学生数 ( 率 )

運動健康科学科、体育学科、球技運動学科、教育学科、英語教育学科、心理カウンセリング学科

日本人に人気の学部

申込と合格発表　教務處招生組
+886-2 23113040 ext. 1152

ウェブサイト：
https://admission.utaipei.edu.tw/files/13- 
1020-60358.php?Lang=en

2021 年度秋入学
願書公開：2021.01
募集期間：2021.02 〜 04

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.utaipei.edu.tw
10048 臺北市中正區愛國西路一號

本校は、台北市立教育大学 (1895 年設立 ) と台北市立体育学院 (1968 年設立 ) が合併し、総合大学
として 2013 年 8 月 1 日に創立しました。公立大学では台湾で最も歴史のある、台北市立の大学です。
合併後は両校の優れた伝統を融合させ、「教員養成の模範校」・「各種スポーツ金メダル選手の排
出校」・「都市型の創造的、革新的な大学」の 3 つの特色を柱とし、更なる発展に積極的に努め、
国際的な競争力と規模を備えた、知名度の高い都市型大学を目指します。
・2020 年 THE 影響力のある大学ランキング
・SDG11 －持続可能都市とコミュニティ（Sustainable Cities and Communities）世界第 96 位、台

湾内第 4 位
・2019 年イギリスタイムズ紙高等教育特集 「2019 世界で影響力のある大学ランキング」第 201-

300 名。
・2018 年《QS アジア大学ランキング》301-350 位、台湾内第 28 位
・2020 年「遠見雜誌 Global Views Monthly」ベスト大学ラ
・ンキング、文系大学部門第 13 位

台北市立大学
University of Taipei
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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

教育学科

学士：60 名
修士：44 名
博士：6 名

規定なし
中国語文学科・中国
語教育学コース ( 修

士 ) は規定あり

幼児教育学科
中国語文学科
歴史地理学科

音楽学科
視覚芸術学科

社会公共事務学科
英語教育学科

舞踊学科
地球環境生物資源学科

応用物理化学科
情報科学科数学科

体育学科
球技運動学科
陸上運動学科
水上運動学科
武技運動学科
運動芸術学科

レジャー運動管理学科
運動健康科学科

都市発展学科
都市産業経営とマーケティング学科

全英授業

学部 外国人留学生数 中国語力の目安
幼児教育学科

規定なし
入学時に各学科で

確認可能 規定なし

教育行政学研究科
英語教育学科

舞踊学科
視覚芸術学科

社会・公共事務学科
情報科学科

レジャー運動管理学科
運動健康科学科
運動科学研究科

都市産業経営・マーケティング学科

衛生福利学科

都市発展学科
教員養成・キャリア開発センター

総合教育センター

学費 年間（台湾元）NT$91,400 から NT$108,000

学生寮
博愛キャンパス：6 人部屋，毎学期 NT$5,500（US$200）
天母キャンパス：4 人部屋，毎学期 NT$10,000（US$350） 6 人部屋，毎学期 
NT$8,500（US$300）

奨学金
• 新入生入学助成金 : 博士・修士 1 人あたり最大 NT$120,000、学士 1 人あたり

最大 NT$80,000
• 在学奨学金 : 各学期 1 人あたり最大 NT$50,000

外国人
留学生への
中国語講座

• 入学後、中国語学科 (6 単位 ) または教養センター (2 単位にて受講。
• 中国語センターでは、54 時間の個別指導コースも選択可能。

言語交換 無 

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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59名

日本人留学生数

26,481名

全校学生数

1,351名

留学生数 ( 率 )

外国言語学部、管理学部、民生学部、生地・服装学部

日本人に人気の学部

国際及び兩岸教育処
国際学生センター

TEL：+886-2-2905 6376
Email：idsa@mail.fju.edu.tw

ウェブサイト：
http://idsa.oie.fju.edu.tw/

2021 年度春入学

2020.10.01 〜 2020.10.31
2021 年度秋入学

2021.01.15 〜 2021.04.15

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.fju.edu.tw
242062 新北市新莊區中正路 510 號

多様な専門学科、社会を思いやり、国際的な大学
* 新北市に位置する当校は、MRT 駅のすぐ目の前が校門になっており、交通の便がとても良いです
* 世界各地に分布する姉妹校
・415 以上の提携校
・30 ものダブルディグリー計画
・毎年約 300 名の交換留学生が外国から訪れ、500 名を交換留学に送り出している

* 学生の国際化活動を積極的に応援
・交換計画奨学金提供
・教育部（日本の文部科学省にあたる）の交換計画および海外インターンシップ計画補助を獲得可
能

* 熱心な留学生指導
・教育部の留学生指導優秀校・成績優秀指導員賞受賞

輔仁大学
Fu Jen Catholic University
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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 136

中級以上

教育学部 50
コミュニケーション学部 96

芸術学部 120
医学部 101

理工学部 75
外国言語学部 167

民生学部 95
生地・服装学部 82

法学部 35
管理学部 247

社会科学部 147

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

修士課程

中高級～高級

△電気工学科 1
▲英語文学科 7

▲ブランド・ファッションマネジメント修
士プログラム 14

▲国際経営管理学修士プログラム 18
博士課程
△化学科 1

▲応用理工学大学院 6
△大学院経営学研究所 13

( ▲：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 )

学費 （台湾元）94,000 ～ 246,000 ／年
（円）340,000 ～ 890,000 ／年

学生寮

費用：
（台湾元）20,000 ～ 68,000 ／年
（円）72,000 ～ 245,000 ／年
* 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。
* 寮内全面禁煙、料理禁止。

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 180,000 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 180,000 円

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

54 55



10名

日本人留学生数

6,817名

全校学生数

432名

留学生数 ( 率 )

企業管理学科、国際貿易学科、応用外語学科、マーケティング学科、情報学科

日本人に人気の学部

www.takming.edu.tw
114 台北市內湖區環山路一段 56 號

・グローバルオペレーション産業研究センター：物流、マーケティング、企業電子化、経営管理等
の産業の物流効率化と経営業績の向上を支援する

・集中組織研究室：マーケティング分析・調査の提供、また産学連携プロジェクトの受託
・未来型ストア：RFID と情報通信技術を融合させ、消費者のニーズや買い物の楽しさを配慮したス

マートストアの研究開発
・言語訓練教室：教育設備のテクノロジー化、教育方法の多様化と活発化、及び国際舞台に向けた

準備を教師と学生で協力しあう 
・企業電子化専門教室：企業電子ソフトウェアシステムの学習環境の構築、現在 CRM システムを取

得しており、校内 ERP システムと連携した KM システムの取得を検討中 
・財務金融教室：高度なソフトウェアとハードウェアの設備があり、リアルタイム発注や投資分析

等の情報訓練の提供　 
・税務情報専門教室：２１世紀の税務行政の中心は「e-Tax」であり、税務データをより実用化する

ため、業界や徴税機関を模した税申告環境の構築　 
・商業知識教育訓練及び研究センター：MiTAC と IBM が共同で設立、商業知識分野のコンサルティ

ングと解決案の提供　 
・ソフトウェア工場実験室：組み込みシステムソフトウェア開発プロジェクトの実施、情報産業の

アウトソーシングプロジェクトの開発及びディスカッションスペースの引き受け。また、プロジ
ェクトを促進するため投影スクリーン、モバイルプロジェクター、ノートパソコンの設置　

徳明財経科技大学
Takming University of Science and Technology
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教務課
電話 :02-7746-1888、02-2658-5801 内線 2390
メールアドレス : aa@takming.edu.tw; study-
p@takming.edu.tw; registra@takming.edu.
tw; registra@takming.edu.tw;

国際交流センター
電話 :02-26585801 内線 2440、2441、2442
メールアドレス :language@takming.edu.tw

ウェブサイト：
http://www.takming.edu.tw/recruit/
http://192.192.141.65/lan

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト

2021 年度秋入学

2021.06.01 〜 2021.07.31

入学申請期間

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

会計情報学科 87

華語検定 (TOCFL)
2 級以上または

台湾教育センター
(TEIC) で華語クラ

ス 2 級修了する

リスク管理・財産計画学科 9

企業管理学科 10

国際貿易学科 243

応用外語学科 5

マーケティング管理学科 41

マーケティング管理学科修士課程 13

情報管理学科 9

情報テクノロジー学科 3

学費 一学期 :4 年制学士課程　約 47072 元
一学期：修士課程　約 54004 元

学生寮

費用 :
第一寮 ( 校内 ):12000 元，保証金 :1000 元（一学期）
第二寮 ( 校外 ):17700 元，保証金 :1000 元（一学期）
部屋 :
6 人部屋
その他設備 ( インターネット , キッチンの有無など ):
クーラ、インターネット、共同スペース、洗濯機、脱水機、ウォーターサーバー、
自動販売機、電気鍋、電子レンジ

奨学金 1. 一年生は全員学期ごとに約２００米ドル
2. 二年生以降はクラスで３番以内の成績で申請可能

外国人
留学生への
中国語講座

全コース中国語で授業

国際交流 ショートステイ／海外実習／ダブルディグリー
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0名

日本人留学生数

5,060名

全校学生数

378名

留学生数 ( 率 )

国際海峡両岸事務局
https://oia.lit.edu.tw/bin/home.php

ウェブサイト：
https://ac.lit.edu.tw/bin/home.php

2021 年度秋入学

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.lit.edu.tw
新北市台山区泰林路 3 段 22 号

・本校は学生に学問と技術の総合的な職業実践力が養成できることを目指している。
・「演藝影視＝エンタメ＆クリエイティブ」、「時尚創意＝ファッションデザイナー」、「觀光餐

旅＝観光Ｆ＆Ｂ」及び「工程服務＝エンジニアサービス」四つの学部で 12 学科がある。
・キャンパスに 45 項目の國家級技能資格檢定場と 164 の特別教室が設置されてある。
・100 以上の企業との「產學連携」、「インターンシップ」で職業実践力を高める。
・各種の資格検定合格できるような訓練と模擬操作練習により就職実力を身に着ける。
・国際技能競技で関連職種のメタルを獲得した学生もいるから、本校は連續 4 年「技職之光」とい

う最高の名誉を頂く，本校の卒業生は台灣經濟發展促進の一員として活躍しているといっても過
言ではない。

黎明技術學院
Lee-Ming Institute of Technology
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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

電気工学系

398 人 華語文能力検定
(TOCFL) A2 以上

機械工学系

車両工学系

デジタルマルチメディア系 

ファッションデザイン系

ファッションデザイン管理系

応用美容学系

食品および飲料管理系

観光とレジャーの管理系

舞台芸術系

映画とテレビ系

ドラマ＆シアター系

学費 年間 100,000（台湾ドル）

学生寮
費用 每学期 7,500 台湾ドル
6-7 人一部屋
空調、ウアイファェ、シャワー設備など

奨学金
第一学期 30,000 台湾ドル
第二 ~ 第八学期 ：各学期 20,000 台湾ドル

外国人
留学生への
中国語講座

中国語講座や授業など設けてある，レベルや趣味に合わせて自由に受けられる。

言語交換

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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62名

日本人留学生数

12,007名

全校学生数

647名 (5.39%)

留学生数 ( 率 )

外国語学部、経営学部

日本人に人気の学部

国際及び両岸事務処国際学生組

ウェブサイト：
https://oia.pu.edu.tw/
app/home.php

電話：+886-4-26328001 ext. 11570-11574
Email：pu11600@pu.edu.tw
　            chiaoliu49@pu.edu.tw 

2021 年度秋入学

2021.05.30 まで

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.pu.edu.tw
433 台中市沙鹿區台灣大道七段 200 號

・静宜大学はカトリック系大学であり、学生に神の啓示と自然の豊富な内実を勇敢に探求させ、知
識と信仰の蓄積を通して自己を見つめなおし、全人的境界に到達することを奨励しています。 

・静宜大学の校訓“Virtus cum Scientia”(Virtue with Knowledge) はラテン語であり、日本語でいう
と「進徳修業」である。美徳と社会的責任を果たす知識を持つ青年を育成することを目標として
います。 

・静宜大学は革新的で優れた施設の完備、質の高い学習環境が評価され、12 年連続で教育部の ｢ 教
学卓越大学 ｣ に選ばれています。また最近では、政府の ｢ 高等教育深耕計画 ｣ にも評価されてい
ます。

・近年の加速するデジタル化やグローバル化に対応して、独立思考能力や豊富な専門知識、外国語
能力を有する優秀な人材、また、情熱をもって社会に貢献できる人材を育成し、カトリック系大
学の教育理念の実現に努めています。

静宜大学
Providence University
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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

マスコミュニケーション学科

560 人

華語検定 (TOCFL)2
級合格以上。
本校の華語センタ
ー に て 165 or 450
時間以上授業を受
けた者。

社会事業・児童少年福祉学科
中国文学学科
台湾文学学科

法律学科
生態人文学科
教育学研究科

理学部
食品栄養学科

化粧品科学学科
応用化学学科

財務エンジニアリング学科
データサイエンス・ビッグデータ分析応用

学科
管理学部

観光事業学科
企業管理学科
国際企業学科

会計学科
財務金融学科

コンピュータと情報科学学部
国際情報学士号プログラム

コンピュータ科学情報管理学科
コンピュータ科学情報工学学科

コンピュータ科学コミュニケーション工学
学科

国際学部
外国人新入生リベラル教育プログラム

国際ビジネスプログラム
オールイングリッシュ
外国語教育プログラム

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安
コンピュータと情報科学学部

87 人
国際情報学士号プログラム

国際学部
国際ビジネスプログラム

オールイングリッシュ

学費 年間 ９万元（台湾元）
成績によって奨学金あり

学生寮
費用１学期 9,000-13,500 元。
2-4 人部屋
その他設備（インターネットあり、キッチンなし、コインランドリーあり）

奨学金
入学申し込み日付前に「國家華語測驗委員會華語能力檢定進階級」試験、或いは、同等「華
語能力檢定」試験に合格した学生，或いは、本学の中国語課程を４５０時間（合計可）以
上履修。あるいは、本学の審査によって中国語能力能力上述の基準に達した学生は一年目
には学費＋雑費同額の奨学金を支給する。

外国人
留学生への
中国語講座

中国語のレベルによってクラス分けする

言語交換 あり

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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「誠愛精勤」を建学精神とした中山医学大学は 1960 年に創立され、患者の権利を尊重し最善の医療
を提供できる優秀な医学人材を育成する上で、豊富な医学知識ばかりでなく人格の養成も重視する
ことを教育目標としています。近年、積極的に学識豊富な人材を招聘し、建物の更新や設備の強化、
学習や研究に必要な空間の整備に全力を挙げています。さらに、グローバル化に対応すべく、米国、
日本、中国、ヨーロッパ、アジアなど 40 余の著名な大学と学術協定の締結、学術交流も行っており、
世界一流の医学教育の中心地と重要な医療機関となることを目指しています。

0名

日本人留学生数

6,846名

全校学生数

270名

留学生数 ( 率 )

医学部

日本人に人気の学部

国際事務処国際組 E-mail: lyc@csmu.edu.tw
Tel: +886-4-2473-0022 # 11332

ウェブサイト：
https://recruit.csmu.edu.tw/

https://recruit.csmu.edu.tw/p/412-1019-
9.php?Lang=zh-tw

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.csmu.edu.tw
台中市南區建國北路一段 110 號中山医学大学

Chung Shan Medical University
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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

医学部 78

口腔学部 14

医学技術学部 114

健康管理学部 16

全英授業
学部 外国人留学生数 英語語力の目安

学費 年間 約 27 万～ 43 万円／年

学生寮 費用
平均費用 14 万円 / 年； 3 ～ 4 人 / 部屋

奨学金 https://oia.csmu.edu.tw/p/412-1004-108.php?Lang=zh-tw

外国人
留学生への
中国語講座

週に 2 ～ 4 時間

言語交換

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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16 名

日本人留学生数

7,212名

全校学生数

480名  (6.7%)

留学生数 ( 率 )

中醫學系、醫學系、藥學系、學士後中醫學系學士班、營養學系、運動醫學系、生物醫學研究所

日本人に人気の学部

国際事務部
Office of Global Affairs

E-mail：intelstu@mail.cmu.edu.tw
TEL：+886-4-22053366 #1176/1122
            +886-4-22070165

ウェブサイト：
https://english.cmu.edu.tw/
admission/letter.php

2021 年度秋入学

2020.11.25.~2021.3.31

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.cmu.edu.tw
406040 台中市北屯區經貿路一段 100 號

1958 年台中市に設立された中国医薬大学（CMU）は、漢方医学と漢方薬の教育プログラムを提供す
る台湾で最初の学術機関です。
着実に進歩を重ね、世界レベルの医科大学へと成長してきました。
CMU は医学部、中医医学部、歯学部、薬学部、公衆衛生学部、ヘルスケア学部（看護を含む）、生
命科学部、人文及び科学技術学部、医学工程学部の 9 学部から構成されています。5 つの研修病院
をふくむ CMU の医療設備は、台湾で第 2 の規模を誇ります。
CMU の業績は世界的にも知られており、臨床医学と薬学分野で 2016 年の世界大学学術ランキング
（ARWU）トップ 150 にランクインしています。2017 年の ARWU ではトップ 151 ～ 200、タイム
ズ高等教育アジア大学ランキングで 46 位、QS 世界大学科目別ランキング 2018 で薬学部門トップ
101 ～ 150 の評価を受けました。

中国医薬大学
China Medical University
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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

医学部 136 • 学部学生は華語文能力
測驗進階級、又は同レ
ベル (TOCFL Level 3)
以上の能力が必要。

• 学部の授業は中国語で
行う。修士課程、博士
課程は留学生のために
英語で講義する

• 学部の授業は中国語で
行う。修士課程、博士
課程は留学生のために
英語で講義する

中医医学部 101

歯学部 17

薬学部 92

公衆衛生学部 13

ヘルスケア学部（看護を含む） 110

生命科学部 11

人文科学技術学部 修士課程、博士課程は留
学生のために英語で講義
する医学工程学部

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

大学院の授業は全て英語で講
義する

入学案内ウェブサイト
https://english.cmu.edu.tw/

admission/required.php

480

学費
年間（台湾元）
学部 : NTD 114,000~289,000/ 年
大学院 : NTD 97,000~123,000/ 年

学生寮 4 人部屋
NTD 16,600~51,000/ 年

奨学金 留学生向けの奨学金、生活費支援及び学費等減免については
お問い合わせ：国際学生センター　Ｅ -Mail：isc@mail.cmu.edu.tw 

外国人
留学生への
中国語講座

無

言語交換 無

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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0 名

日本人留学生数

8,333名

全校学生数

59名

留学生数 ( 率 )

中醫學系、醫學系、藥學系、學士後中醫學系學士班、營養學系、運動醫學系、生物醫學研究所

日本人に人気の学部

招生及國際合作中心（入試・国際センター）
TEL：+886-4-22391647 分機 8033
Email：c0103 @ctust.edu.tw

ウェブサイト：
http://re.ctust.edu.tw/files/11-1024-2368.php?Lang=zh-tw

2021 年度秋入学

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト

入学申請期間

www.ctust.edu.tw
406040 台中市北屯區經貿路一段 100 號

・人材養成、産学協力、医療システムにおいて高い評価
・医療における質の高い人材育成に重点をおく
・台湾の 147 の大学で発行される有名な雑誌「商業週刊」の「台湾新卒就職率調査」で トップ 34

にランクイン
・ 教育、産業界と学界での育成、持続可能な開発に向けて進み続ける
・「優れた教育、産業界と学界との繁栄、医療の中心」

中台科技大学
Central Taiwan University of  
Science and Technology
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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

健康科学部

59 人 基礎的な会話・作文・聴
解・読解能力を要する

- 医学バイオロジー科

- 医学放射線科

- 食品科学科

- 歯科技術科

- 環境安全衛生工学科

- 検眼科

看護学部

- 看護科

- 老人介護科

人文管理学部

- 医療健康産業管理科

- 情報管理科

- マーケティング管理科

- 国際ビジネス科

- 人工知能健康管理科

- 児童教育科

- 応用外国語学科

全英授業
学部 外国人留学生数 英語語力の目安

修士以上では可能 各学科による

学費 年間（台湾元）約 NT110,000~ NT 130,000 元（1 年）

学生寮
費用
5-8 人部屋　約 NT14,000 元（1 年）
2 人部屋　　約 NT33,000 元（1 年）
その他設備（浴室、インターネット、洗濯機、エアコン）

奨学金 あり。20 名の新入生が毎年、NT50,000 元の奨学金を受けている

外国人
留学生への
中国語講座

なし

言語交換 他の学科での言語交流有

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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14名

日本人留学生数

3,262名

全校学生数

13%
留学生数 ( 率 )

中華文化とマスコミュニケーション学科

日本人に人気の学部

国際学院　翁（オウ）
（日本語対応可能）

TEL ：+886-4-8876660#2003
E-mail：wanchien56@mdu.edu.tw

ウェブサイト：
http://www.oia.mdu.edu.tw/

2021 春学期：
公告日　から　2020.12.31　まで
2021 秋学期：
公告日　から　2021.7.31　まで
願書を受け取り次第、合否の判定が行われ通知
されます。

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.mdu.edu.tw
52345　彰化縣埤頭郷文化路 369 號

・美しいキャンパスで、日本人留学生には特に安心のサポート体制が整っています。
・模擬レストランやホテル等の実習設備が完備され、多種多様な企業インターンシップの機会も充

実しています。

明道大学
Mingdao University
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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

中華文化とマスコミュニケーション学科

309

HSK　3 級や
TOCFL　A2 あ
るいは同等中国
語能力を持った
ほうがいいで
す。

景観と環境計画学科

精緻農業学科

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

経営学科 123
TOEFL：(iBT42)
TOEIC：550
IELTS：4

学費 1 学期約 NTD45,740 ～ NTD 52,780 元
* 学部（学科）によって金額が異なります。

学生寮

二種類があります：
4 人部屋 (NTD14,466+ 保証金 NTD 2,000)
2 人部屋 (NTD17,466+ 保証金 NTD 2,000)

その他設備：
インターネット無料冷房、洗濯機、物干し場、公用冷蔵庫、ラウンジあり
自炊不可

奨学金
外国学生奨学金：学期成績によって、三種類を分けます
1. 学費全額免除
2. 学費部分減免

外国人
留学生への
中国語講座

校には教育部が認証した中国語センターが設置されています。
基本的には週に 6 時間の中国語授業があり、夏休みや冬休みに短期研修授業も
行っています。

言語交換 豊かな国際交流活動を通して、台湾学生と言語交換できます。

国際交流 ショートステイ／海外実習／交換留学
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64名

日本人留学生数

14,991名

全校学生数

1,068名 (6.5%)

留学生数 ( 率 )

政治学科国際関係組、企業管理学科、国際貿易学科

日本人に人気の学部

東海大学国際事務センター
Office of International Relations

劉宜芳、陳冠傑　（日本語能力あり）
TEL ：+886-4-2359-0121　＃ 28513、28512

ウェブサイト：
https://exam.thu.edu.
tw:8443/EXAM/indextt.jsp

2021 年度秋入学
一月中旬から五月下旬まで。

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.thu.edu.tw
40704 台中市台湾大道四段 1727 号

・台湾で最も歴史のある私立総合大学です。
・広くて自然に恵まれたキャンパスが特徴で、学生一人あたりの生活・学習空間の広さは台湾一で

す。
・ポロテスタント系のキリスト教主義ならではの英語教育には非常に力を入れており、大学一年次

には英語能力テストを実施し、レベル別にクラス分けをします。
・285 校以上の姉妹校と 40 カ国からの留学生により、国際な環境が整っています。
・IEET と AACSB の国際認証を獲得しています。（AACSB の認証は世界トップ 5％の商学部に与え

られます。）
・全国唯一の創芸学部は、美術学科、音楽学科、建築学科、工業設計学科及び景観学科を擁し、人

文発展の伝統の中に工学科及び管理学科の要素を加えた教育及び研究を行います。
・文、理、工、農、社等の学部で都市計画課程、高分子材料・加工課程、企業協同課程、台湾課程、

ソフトウェア工学課程、議会アシスタント課程、企業・社会課程、児童婚姻家庭課程等、全部で
25 もの単位課程を開設し、所属する学科の専門知識のほかに、分野の枠を超えた第二の専門を身
に付け、就職に有利な競争力を身に付けられるよう指導します。

東海大学
Tunghai　University
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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 125 人 中級

理学部 58 人 初中級

工学部 86 人 初中級

社会科学部 202 人 中級

管理学部 131 人 初中級

農学部 103 人 初中級

クリエイティブデザイン・芸術学部 155 人 初中級

法学部 12 人 初中級

国際学部 90 人 初級

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

文学部（外国語文学学科） 32 人 TOEFL・TOEIC・
IELTS 等国際学部 90 人

学費 年間　約 115,800 ~ 153,600 台湾元

学生寮 費用　約 16,000 ～ 25,400 元 / 一年
4 人部屋

奨学金

• 新入生奨学金の内容は学年毎に 10 万元、6 万元、2 万の 3 種類に分けられま
す。

• 奨学金は毎年一回査定され、その年毎に申請する必要があります。
• 奨学金の受給が決まった学生は、入学登録が完了した後、1,2 学期の 2 回に

分けて支給します。

外国人
留学生への
中国語講座

週に 6 時間。
中国語能力テストを実施し、レベル別にクラス分けをします。

言語交換
• 華語教学センターに、は言語交換プラットフォームを提供し、世界の様々な

ところから来た学生たちがお互いに言語交換できます。
• 日本語言文化学科には、日本人の TA さんを募集し、台湾の学生との会話を

練習したり交流したりすることがあります。

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
その他：インターナショナルバディプログラム (International Buddy Program)
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10名

日本人留学生数

5,436名

全校学生数

575名

留学生数 ( 率 )

メディアコミュニケーション、国際事務及び企業、応用社会、外国語、
生死学 ( 生死学 / 生死教育カウンセリング )

日本人に人気の学部

Institute of International and Cross-Strait Affairs
+ 886-5-2721001#1723
nhu.oica@nhu.edu.tw
https://www.facebook.com/NHU.
IICA/?modal=admin_todo_tour

ウェブサイト：
http://iica3.nhu.edu.tw/Web/index

2021 年度春期入学
　 2020.10.01~12.30
2021 年度秋期入学
　2021.03.01~06.30

本学の語学センターでは、四期（3、
6、9、12 月）ごとに開講する通常の
中国語講座に加え、短期集中プログラ
ムや受講者の希望に合わせた個人レッ
スンも開講しています。

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.nhu.edu.tw
嘉義県大林鎮南華路 1 段 55 号

・台湾初の多国間大学連携システムを構築しており、本学で学位取得すると同時に University of 
the West（米）、Nan Tien Institute（豪）及び Fo Guang College（フィリピン）等の系列大学に
留学し、2 つ目学位取得を目指せます。

・国際色豊かで 22 カ国の外国人留学生が在籍しています。
・毎年長期休暇には、ケンブリッジ大学や提携大学、海外の大学と連携し、単位認定可能な海外研

修プログラムを実施しています。
・緑化環境部門、世界大学ランキングで世界 77 位を獲得。
・生命、個性教育、独自の道徳教育、リベラルアーツ、世の為人の為の精神に重点を置いた教育を

提供しています。
・本学のすべての学部は調査センター ( 高等教育系所・通識教育評鑑 ) の教育水準調査を通過してい

ます。又、管理学部及び理工学部はそれぞれ ACCSB、IEET プロジェクトの国際認定を受けていま
す。

南華大学
Nanhua University
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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

管理学部

186 人 HSK 5

企業管理、観光管理、財務金融、文化ク
リエイティブ事業管理、国際企業学士課

程
社会科学部

メディアコミュニケーション、国際事務
及び企業、応用社会

人文学部
文学、生死学 ( 生死学 / 生死教育カウンセ

リング )、幼児教育、外国語学
科技学部

情報管理、情報工学、自然生物学
芸術・デザイン学部

視覚アート・デザイン、建築・環境デザ
イン、商品・インテリアデザイン、民族

音楽

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

大学

389 人 TOEIC 550

国際企業学士課程、情報工学、ベトナム
観光管理

大学院

企業管理 ( 修士号 )、サステナビリティグ
リーンテクノロジー、民族音楽 ( 博士号 )、

企業管理 ( 博士号 )

学費 NT$130,000    / 年間（台湾元）

学生寮

費用  NT$25,000 / 年間（台湾元）
3~4  人部屋
その他設備（インターネット、キッチンの有無など）:
各寮に無料 WiFi を完備
バルコニー、バスルーム
共同設備：ラウンジ、冷蔵庫、洗濯機、給水機

奨学金

外国人留学生の為の奨学金
• AA 奨学金：授業料全額免除。新入生は入学時点の成績が GPA3.7 以上、ある

いは最終学歴の総合成績が 85 点以上であり、本校の奨学金審査に合格した
者。以降の学期からは、前期の学術成績が各クラス上位 30％の者が申請可能
である。

• A 助学金：授業料全額免除。AA 奨学金の条件を満たしていないが、A 助学金
に申請し、本校の奨学金審査に合格した者。150 時間のボランティアを実施
することが条件となる。

• B 奨学金：授業料を台湾の国立大学と同額まで減額。

外国人
留学生への
中国語講座

週に 10 時間 ( 学期 )
一般教養センターが開講する 24 単位分の中国語講座

言語交換 留学生バディー制度

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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8名

日本人留学生数

6,220名

全校学生数

12% 

留学生数 ( 率 )

hcchan@mx.nthu.edu.tw
電話番号 :+886-492-910-960

ウェブサイト：
https://exam.ncnu.edu.tw/
FApply.html

2021 年度秋入学

2021.02~2021.04

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

eng.ncnu.edu.tw
南投縣埔里鎮大學路一號

曁南大学は 1995 年に創立し、先端科学技術の研究、文化の伝承、及び国際的な人材育成を担う総合
大学です。
日月潭という地の利、人の和を活かし、競艇、アーチェリー、ゴルフなど特色あるスポーツチーム
を生み、育てています。近年では色々な国際競技大会で受賞しています。
 2020 年度に 24 ヶ国・地域から 華僑子女、中国人留学生と外国人留学生が約 700 名、その比率が全
学学生の 12.5％に達し、国立大学のトップを占めている。
本学は人文、管理、科学、教育の四つの大学院、２０の学部、２６の修士課程、と 15 の博士課程を
持ち、中台湾随一の研究型大学を目指しています。
現在は 112 校の海外研究機関と４４校の中国研究機関と姉妹校を締結しています。毎年全世界から
曁南大学に入学しに来る外国人留学生は 800 名近く、そして何より一番特徴的と言えるのは、東南
アジア人材育成プログラムと言うシステムを持つことでしょう。

国立曁南国際大学
National Chi Nan University
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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

人文学部 24

マネジメント学部 15

科技学部 21

教育学部 15

全英授業

學部 外国人留学生数 英語語力の目安

A total of 80 cross-discipline full 
English taught courses per semester. 70

TOEIC 650
IELTS  5.0 or other 

relevant level

学費 NT$46000-NT$53000( 学期 )

学生寮

(1) 学生寮（四人部屋）：一学期一人当たり NT6,660；インターネット利用料：
NT300。

(2) 大学院生寮（二人部屋）：一学期一人当たり NT10,750；インターネット利
用料：NT300。

(3) 敷金 NT2,000、退去時には返却されます。

奨学金 NTHU 留学生奨学
http://oga.nthu.edu.tw/web.page/detail/sn/76/lang/en

外国人
留学生への
中国語講座

毎週三時間、三段階（初級、中級、高級）の中国語授業があります

言語交換 あり

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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7名

日本人留学生数

10,500名

全校学生数

200人

留学生数 ( 率 )

国際貿易経営学科、企業管理学科、レジャー事業経営学科、
ビジネスデザイン学科、応用日本語学科

日本人に人気の学部

国際事務所国際学生交流部
部長：許世芸 SANDY ＋ 886-4-2219-5763
組員：楊千霈 PEARL+886-4-2219-5764( 国際学生新入生 )

ウェブサイト：
https://oia.nutc.edu.tw/
files/11-1074-9963.php

2021 年度秋入学

2020.10-12
2021.04-06

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.nutc.edu.tw
台中市北區三民路三段 129 號

本校は 1919 年に創立され、すでに 100 年の歴史があります。優良で伝統的な学習環境で、卒業生
は 22 万人を越え、国内で専門家を育てることを重要としています。
本校では、ビジネス学術院、デザイン学術院、言語学術院、情報流通学術院、看護健康学術院があり、
2019 年 8 月 1 日には知恵産業学術院が設立され、合計で 6 個の学術院と 22 の学科があります。また、
大学院、四年生、２年生、5 年制専門学校など豊富な学習制度もあり、「国際力」、「情報力」、「学
習力」をキーとした人材を育てます。

国立台中科技大学
National Taichung University Of
Science And Technology
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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

国際貿易経営学科

現在本校の在学
外国人学生数は
お よ そ 200 名
ほどで、その中
にはアメリカ、
日 本、 香 港、 マ
カオ、マレーシ
ア、 ベ ト ナ ム、
インドネシア、
タイ、ミャンマ
ー及び中国大陸
の交換留学生が
在籍しておりま
す。

本校の授業は全て
中国語により行わ
れます。( 応用日本
語学科、日本市場
ビジネス修士班、
応 用 英 語 学 科、
及びレジャー經營
系、外国人専門ク
ラスを除く。)
申請者はリスニン
グ、スピーキング、
リーディング、ラ
イティングの基本
的な中国語能力を
保持し、入学申請
の際には華語能力
に関する証明書を
添 付 い た だ き ま
す。
これは入学審査の
際に有利となりま
す。
注意：申請書類は
全 て 中 国 語 ’ も し
くは英語になりま
す。
応用日本語学科に
申請する方は日本
語を使用します。

保険金融マネジメント学科

ビジネス経営学科（学士 / 修士）

財政税務学科（学士 / 修士）

応用統計学科

レジャーレクリエーションマネジメン
ト学科

商業デザイン学科（学士 / 修士）

マルチメディアデザイン学科
（学士 / 修士）

コンピューター情報サイエンス工学科
（学士 / 修士）

流通マネジメント学科（学士 / 修士）

応用日本語学科（学士 / 修士）

応用英語学科

応用中国語学科

学費 年間（台湾元）110,000 元～ 154,000 元

学生寮

• 女性寮 4 人部屋、毎学期 10,500 新台湾ドル。
• 女性寮 6 人部屋、毎学期 6,500 新台湾ドル。
• 男性寮 4 人部屋、毎学期 15,000 新台湾ドル。数に限りがあります。
• 男性寮 6 人部屋、毎学期 6,500 新台湾ドル。
• その他設備（インターネット、エアコンあり。但しエアコンの電気代は各自

負担になります。）

奨学金 外国人学生奨学金：本校の毎年度學雑費の全額免除もしくは半額免除となりま
す。

外国人
留学生への
中国語講座

週に 4 時間

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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8名

日本人留学生数

4,966名

全校学生数

265人

留学生数 ( 率 )

区域と社会発展学科、国際企業学科及び語文教育学科

日本人に人気の学部

國際及兩岸事務及び研究發展處
担当者 : 劉雅琪 (Ursula Liu)

電話：886-4-22183683
Email：ics@gm.ntcu.edu.tw

ウェブサイト：
http://insch.ntcu.edu.tw/  

2021 年度秋入学
春季班 : 2020.08.01~2021.10.31
秋季班 : 2020.01~04.30  

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.ntcu.edu.tw/ewweb
40306 台中市西区民生路 140 号

国立台中教育大学は、1899 年に彰化県の孔子廟で創立され、1923 年現住所に開校されて以来、多
くの優秀な教員を養成してきました。「革新的経営、卓越への邁進、永続的発展」を理念とし、学
生主体の教学に重点を置き、批判的思考力を持った教員の養成をしています。
本校は現在教育学部、人文学部、理学部及び管理学部の四つの学部を設け、競争力を高めることで
多元的な発展とモデルチェンジを促進してきました。本校が長きに渡って築き上げた「教育」と「芸
術」の強みは国内外において確固たる地位を築き上げ、国内一流、国外随一の教学研究機構となり
ました。

国立台中教育大学
National Taichung University of Education
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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

教育学科
( 碩士・博士課程、課程と教学研究科を含む )

265 人
少なくとも華語文能
力測験 (TOCFL) 基礎
レベル (A2) 以上。

特殊教育学科 ( 碩士課程を含む )
幼児教育学科

( 碩士課程、早期療育研究科を含む )
教育情報と測験統計研究科 ( 碩士・博士課

程を含む )
体育学科 ( 碩士課程を含む )

教師専業碩士学位課程
語文教育学科 ( 碩士・博士課程を含む )
区域と社会発展学科 ( 碩士課程を含む )

台湾語文学科
英語学科

美術学科 ( 碩士課程を含む )
音楽学科 ( 碩士課程を含む )

カウンセリングと応用心理学科
( 碩士課程を含む )

数学教育学科 ( 碩士課程を含む )
科学教育と応用学科 ( 科学教育碩士課程、

環境教育及び管理研究科を含む )
情報エンジニアリング学科

( 碩士課程を含む )
デジタルコンテンツテクノロジー学科

( 碩士課程を含む )
国際企業学科

持続性観光管理碩士学位課程
文化創意產業設計と運営学科

( 事業経営研究科を含む )
高等教育経営管理碩士学位課程

国際経営管理碩士学位課程 (IMBA)

全英授業
学部 外国人留学生数 英語語力の目安

国際経営管理碩士学位課程 (IMBA) 各クラス 15 人

学費 年間（台湾元）約 100,000 元 / 年

学生寮

費用：平均費用 15,000   元 / 年
4~6 人部屋
本校は 4 棟の学生寮があり、約 2,000 個のロフトベッド、室內にはインターネット無線
LAN 並びにエアコン ( チャージ式になっており、各自で専用の自販機でチャージ ) 完備、
共用設備にはコミュニケーションルーム・ジム・閲覧室・自習室等があり学生の皆さんが
使用できます。 

奨学金

1. 一年目の学費・雑費の免除。
2. 二年目から学費・雑費の支払いが開始されますが、毎月 2,000 元 (1 学期の宿舎費半額 )、
4,000 元 (1 学期の宿舎費全額免除 ) もしくは 6,000 元 (1 学期の宿舎費全額免除 ) の三種
類の獎學金制度があります。前学期の成績に基づきどの奨学金が妥当か監査が行われま
す。
大学部には 32 人、修士課程 14 人及び博士課程には 4 人分の奨学金人数枠があります。

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

78 79



56名

日本人留学生数

20,617名

全校学生数

1,425名

留学生数 ( 率 )

国際貿易、企業管理、マーケティング学部

日本人に人気の学部

Carol Wang
Email: btwang@fcu.edu.tw
Tel:+886-4-24517250 ext. 2940

ウェブサイト：
https://adms.tku.edu.tw/zh_
tw/admiss04/admiss04_1 

2021 年秋季入学
第一回   2020.11.16~2021.03.03
第二回   2021.03.05~2021.04.21
第三回   2021.04.23~2021.06.09

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.fcu.edu.tw
407301 台中市西屯區文華路 100 號

・1961 年創立の私立総合大学で、人文的素養と専門知識を兼ね備えた現代の民主社会を生きる人材
育成に取り組んでいます。

・「卓越した教育と研究の双方を重視し、アジア太平洋地域での著名大学」を目指し、発展し続け
ています。

逢甲大学
Feng Chia University
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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

商学部

1,479 人

初中級
建設学部

国際科学技術管理学部
人間社会学部

金融学部
科学工学学部

機械情報科学学部
建築学部

一般教育センター 基礎

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

国際貿易・及び企業管理学科オールイ
ングリッシュ 120 人

TOEFL・８０
TOEIC・７５０

IELTS ６国際科学技術管理学部

学費 NT.56480~NT.79150/ 学期

学生寮
費用 NT.12870~NT.38340
1,2,4 人部屋
その他設備（学習センター、セミナー室、コンビニエンスストア、ジム、イン
ターネット、エアコン、トイレ）

奨学金

外国人留学生入学時助成奨学金
※入学の際、一年目に「学雑費半額免除」或いは「生活特別手当」の奨学金を
受給できるかが分かります。
※申請時に中国語能力証明書を添付すると、奨学金受給のチャンスが高まりま
す。

外国人
留学生への
中国語講座

毎日あります

言語交換
中国語、英語、スペイン語、ベトナム語、
ドイツ語、フランス語、インドネシア語、マレーシア語、ロシア語、韓国語、
タイ語

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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3名

日本人留学生数

718名

全校学生数

3 %

留学生数 ( 率 )

財務金融學学部

日本人に人気の学部

国際認証交流センター
Ms. Ada Huang, Coordinator E-mail: adahuang@ctbc.edu.tw

ウェブサイト：
http://icc.ctbc.edu.tw/files/11-1025-2247.php

2021 年度秋入学

2021.4.30 前

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.ctbc.edu.tw
709 台南市安南區台江大道 3 段 600 號

・金融経営とデータ技術を中心に、専門的な理論と現場での実践を組み合わせた授業。
・產學一体パートナー・CTBC Financial Holding の上級人材による特別講義と 業界専門家指導によ

る独自メンター制度で、実践的な学習を体験。
・卒業後の就職支援のためのインターンシップやキャリアカウンセリング講座。
・優秀な学生や経済的に恵まれない学生を奨励する様々な内部奨学金。

中信金融管理学院
CTBC Business School
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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

財務金融學学部 ( 大学部 )

22 名金融管理學院學士班 ( 大学部 )

金融管理 ( 大学院 )

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

財務金融學学部

22 名

TOEIC 670-785,

金融管理学院学士班 ( 大学部 ) TOEFL iBT 57-71

金融管理 ( 大学院 ) IELTS 5-5.5

学費
１学期（台湾元）
• 大学部 $45,445
• 大学院 $45,445

学生寮

費用 （台湾元 / １学期）
• 2 人部屋 $18,000
• 4 人部屋 $9,000
その他設備 Wi-Fi・有線ネットワーク・クーラー・ユニットバス
• 共同スペース・共同浴場・洗濯機・乾燥機・温冷給水機・冷蔵庫

奨学金

• 資優奨学金：学費、寮費及び食費の全額免除
• 学術傑出奨学金：学費の全額免除
• 国際親善助学金：語学コースのチューター、外国語会話のパートナー、また

は学内の活動や外国人ゲストの受け入れを支援する学生は、時間数に応じて、
授業料、寮費、食費の減額が認められます。

外国人
留学生への
中国語講座

週に４時間
1. 中国語クラス（単位もらえる）
2. 放課後中国語クラス

言語交換 有

国際交流 ショートステイ／ダブルディグリー／交換留学
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36名

日本人留学生数

9,259名

全校学生数

347名

留学生数 ( 率 )

国際企業学科、翻訳学科、航運管理学科、観光・食マネジメント学科、
東南アジア文化・産業学士学位コース

日本人に人気の学部

alice213@mail.cjcu.edu.tw

ウェブサイト：
https://dweb.cjcu.edu.tw/
overseas_student

2021 年度秋入学

2020.12~2021.06

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.cjcu.edu.tw
71101 台南市歸仁區長大路 1 號

・国際友好キャンバス／華語センター。
・実習生マッチング率高い。
・交通便利。台湾鉄道は学校まで直通。
・学校の設備が充実しています。

長栄大学
Chang Jung Christian University
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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

管理学部

288 人 台湾華語能力試験
(TOCFL)2 級以上

人文社会学部

安全衛生科学学部

健康科学学部

情報デザイン専門学部

美術専門学部

神学部

永続教育学部

環境教育国際実験学部

詳細はウェブサイトをご覧ください。
https://www.cjcu.edu.tw/academy_db.php

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

管理学部経営管理修士コース 
( 国際経営管理組 )

59 人

(1) TOEFL : 385 分
以上 (TOEFL-iBT : 
26 分以上 )
(2) IELTS : 3.0 分以
上
(3) TOEIC : 375 分
以上

永続発展国際学士学位コース

学費 年間　約 115,800 ~ 153,600 台湾元（台湾元）

学生寮
[ 費用 ] 約 25,840 台湾ドル / 年間
基本は４人部屋ですが、個人室の申請も可能。
[ その他設備 ] インターネット、キッチンー共用スペース

奨学金
新入生は一学期目に 35,000 元定額免除されます。
奨学金申請継続資格
(1) 二学期目からは 25,000 元の定額免除となります。
(2) 前の学期の成績がクラスの上位 20％以内であることが原則です。

外国人
留学生への
中国語講座

レベルによってコースを開けます。正規班のグループレッスンの他に個人レッ
スンやジュニア向けサマーキャンプなどのコースもあります。

言語交換 短期留学、交換学生、海外実習、夏期遊学、短期文化交流訪問など提供してい
ます。http://dweb.cjcu.edu.tw/intl/article/2588 

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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1名

日本人留学生数

17,889名

全校学生数

526名 (2.94%)

留学生数 ( 率 )

応用英語学科、レジャー管理学科

日本人に人気の学部

TEL:+886-6-2533131 EXT.1601
Mail:darby56@stust.edu.tw

Mr. Darby Liao（廖東崑）
Office of International Affairs 

ウェブサイト：
https://www.stust.edu.tw/en/
node/admission

2021 年度秋入学

2021.05.31
までオンラインで申請すること

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

・南臺科技大学は 1969 年に創設され、台南市永康区に位置しています。
・本学は 4 学部（工学部、商業管理学部、人文社会学部、デジタルデザイン学部）、26 学科、大学

院 22 研究科及び 4 つの博士課程を有しており、学生総数は 17,889 人で全國科技大学で第二位と
なり、私立科技大学では第一位となっております。

・現在（2020 年）、海外からの学生の人数は既に 34 か国、526 人に達しております。
・2009-2019 年、10 年連続で雑誌『Cheers』企業が最も好む私立科技大学第一位になっております。
・2010 － 2015 年、6 年連続で教育部「私立技術大学高等専門学校全体発展賞補助経費」第一位と

なっております。
・2018 年度に教育部高教深耕計画補助経費が 1 億 7,276 万元で、私立科技大学中で最高金額で、全

国科技大学中では第六位となり、2019 年度にはさらに 1 億 8,357 万元の補助経費となっておりま
す。

南臺科技大学
Southern Taiwan University of
Science and Technology

www.stust.edu.tw
71005 台南市永康區南台街一號 
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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

全学部
https://www.stust.edu.tw/en/node/

Degree_Programs
0 人 台湾華語能力試験

(TOCFL)2 級以上

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

機械エンジニアリング研究科
電気コンピューター工学研究科
グローバルビジネス経営研究科

総計 526 人
TOEFL-iBT 63 以上
IELTS5.0 以上
TOEIC を承認なし
です。

学費 （1）1 年間で 110,540 元 ( 台湾ドル ): 工学部、デジタルデザイン学部
（2）1 年間で 96,270 元 ( 台湾ドル ): 商業管理学部、人文社会学部

学生寮
（1）4 人部屋： 1 年間で 25,000 元 ( 台湾ドル、冬休みと夏休みは除く )
（2）2 人部屋：1 年間で 38,400 元 ( 台湾ドル、冬休みと夏休みは除く )
　　  その他設備（インターネットあり、机あり、キッチンが共用）

奨学金 http://www.stust.edu.tw/en/node/Scholarships

外国人
留学生への
中国語講座

週に 2 時間

言語交換 あり

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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1名

日本人留学生数

6,487名

全校学生数

437名

留学生数 ( 率 )

医学科、歯学科等の医学関連学科。

日本人に人気の学部

教務処招生組（学生募集係）
Email: enr@kmu.edu.tw
TEL: +886-7-3121101 ext.2109

ウェブサイト：

1. 華僑学生
https://enr.kmu.edu.tw

2. 外国人学生
https://admission.kmu.edu.tw

2021 年度秋入学
本校単独の華僑学生募集：9 月～ 10 月
外国人学生秋入学：11 月～ 3 月

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.kmu.edu.tw
高雄市三民区十全一路 100 号

・本校は台湾初の私立医科大学として、1954 年に設立されました。また、附属中和記念医院は台湾
南部で初めて国際医療機能評価機関 JCI の認証に合格した病院です。

・そのほか、高雄市政府からの委託で市立小港医院、市立大同医院、市立旗津医院等を経営し、
2021 年には附属岡山医院も開業予定となっています。本校は、体系的な医療システムを有し、学
習内容がしっかり身につくよう、充実した臨床実習を提供しています。また、台湾各地の大学病
院、学校、官庁、産業界との連携により、教員や学生に最高レベルの臨床、研究、実習の場を提
供しています。

・世界大学学術ランキング（ARWU）ではトップ 500 名に選出され、QS 世界大学ランキングでは 4
つ星を獲得してアジア 166 位に、CWUR 世界大学ランキングでは第 655 位にランクインしていま
す。

・また「国家医療貢献賞」の受賞者数も全国 1 位です。教師・学生の国際競争力向上を後押しし、
インターナショナルな交流や教育を促進するため、世界の研究者との教育連携、国際デュアルデ
ィグリー制度、海外単位認証、海外ボランティア計画、交換留学生制度等も実施しています。

高雄医学大学
Aletheia University
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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

本校の 7 学部の学士課程及び大学院の
ほとんどは海外学生を受け入れていま
す。詳細は学生募集情報サイトをご覧

ください。
https://admission.kmu.edu.tw

https://enr.kmu.edu.tw

437 人

学士課程の授業は
主に中国語で行わ
れるため、十分な
中国語の聴解、会
話、読み書きの能

力が必要です。

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

大学院の大部分の学科では英語のカリ
キュラムを提供しています。詳細は募

集情報サイトをご覧ください。
https://admission.kmu.edu.tw

修士、博士課程
には計 105 名の
外国人学生が在
籍しています。

TOEFL、TOEIC、
IELTS 等の成績は 2
年以内であるのが

望ましい。

学費

年間（台湾元）
医学科学士課程 146,000 NTD ／年
歯学科学士課程 134,000 NTD ／年
その他学士課程 94,000 ～ 11,420 NTD ／年
大学院 96,000 ～ 122,000 NTD ／年
華僑学生、外国人学生の学費・雑費は台湾の学生と同額。ただし、外国人学生
の費用は学士後医学科及び歯学科のみ台湾学生の 2 倍になります。（納付基準
は当該年度の本校会計室の公告に準じます）

学生寮

費用
3 ～ 4 人部屋（校内）：20,000NTD ～ 30,000NTD ／年
1 ～ 4 人部屋（校外）：15,000NTD ～ 60,000NTD ／年
施設・設備は、物干し場、給水機、バス・トイレ、机、椅子、タンス、インタ
ーネット、交流スペース、視聴覚室（校内のみ）、自習室（校内のみ）、洗濯室、
洗濯機等。

奨学金

本校優秀外国人学生校内奨学金：
A 類奨学金：博士課程の外国人学生が申請可能。当該学年の学費・雑費相当額

の奨学金、当該学年の寮費奨学金（新台湾ドル 10,000 ～ 11,000
／学期）、毎月新台湾ドル 10,000 元の生活費助成金。

B 類奨学金：修士課程、博士課程の外国人学生が申請可能。当該学年の学費
・雑費相当額の奨学金、当該学年の寮費奨学金（新台湾ドル
10,000 ～ 11,000 ／学期）。

C 類奨学金：大学部、修士課程、博士課程の外国人学生が申請可能。当該学年
の学費・雑費相当額の奨学金。

外国人
留学生への
中国語講座

大学 1 年生：1 学期 2 単位の中国語クラス
大学院生：1 週間に 2 時間の中国語補習

言語交換 なし。学生自身で手配してください。

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
その他：(1) 台湾の経験教育プログラム

(TEEP – Taiwan Experience Education Programs)
https://www.studyintaiwan.org/teep/

(2) 国外医学生臨床実習（本校付属中和記念医院にて）
http://www.kmuh.org.tw/www/Administration/
International%20Students/main4.html
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14名

日本人留学生数

9,466名

全校学生数

547名

留学生数 ( 率 )

企業管理、政治経済学

日本人に人気の学部

顏心怡   Christine Yen intadmission@mail.nsysu.edu.tw

ウェブサイト：
https://oia.nsysu.edu.
tw/p/412-1308-20731.
php?Lang=zh-tw

2021 年度秋入学

2021.01.15~2021.03.30

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.nsysu.edu.tw
高雄市鼓山区蓮海路 70 号

台湾高雄市西子湾に位置する、1980 年に創設された国立大学である。6 学院と 41 の学科を擁して
おり、2020 年現在、『タイムズ・ハイアー・エデュケーション』でも、世界で 351 － 400 位、ア
ジアで 62 位、台湾で 6 位にランクされています。EMBA と MBA コースは『フィナンシャル・タイ
ムズ』によって、台湾で唯一の世界トップ 100 に選ばれました。また、Eduniversal 世界トップ 300
校ビジネススクールの 1 つにランクされ、その中で海事管理分野はアジア第 1 位です。中山大学は、
西子湾の景勝地に位置し、国内で唯一の校内でウィンドサーフィンが楽しめる大学でもある。船舶
の航行を観覧したり、船で旗津島を行き来することは日常茶飯事。また、台湾に生息する台湾猿に
校内などでよく会えることでも名高い。

国立中山大学
National Sun Yat-sen University
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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

中国文学、外国語文学

26 人

文学部：高級

化学、物理、応用数学 理学部：中級

電機工学、機械・メカトロニクス、
情報工学 工学部：中級

企業管理、財務管理 管理学部：中級

海洋バイオテクノロジー・資源、海洋
環境工学、海洋科学 海洋科学部：中級

社会、政治経済 社會科学部：高級

※募集定員：各学科の学生総数の 10％

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

電機電力工学国際修士学位課程

105 人

工学部：
TOEFL iBT 61 ～
管理学部：
TOEFL iBT 61 ～
社會科学部：
TOEFL iBT 61 ～

電気通信工学国際修士学位課程

人的資源管理修士学位課程

国際経営管理修士学位課程

アジア太平洋事務修士学位課程

教育と人間開発研究完全英語学位プロ
グラム

※募集定員：各学科の学生総数の 10％

学費 年間（台湾元）98,920~127,120

学生寮 費用：年間（台湾元）17,000~34,000
2 人 /4 人部屋

奨学金 大学：月間（台湾元）：6,000
大学院：授業料免除

外国人
留学生への
中国語講座

週２回（４時間）の無料中国語授業を提供します。

言語交換 各国の学生と言語及び文化の交流をします。

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
その他：台湾のさまざまな文化スポットで現地の文化を体験します。

90 91



253名

日本人留学生数

21,456名

全校学生数

1,913名  (3%)

留学生数 ( 率 )

社会科学院 政治社会学科、管理学院 経営学科、文学院 台湾文学科

日本人に人気の学部

国際事務処国際学生事務組 電話：+886-6-208-5608
Email：em50951@email.ncku.edu.tw

ウェブサイト：
https://admissions.oia.ncku.edu.tw

2021 年度秋入学
春クラス： 7.10~ 10 .10
秋クラス： 1.10~3.30

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

web.ncku.edu.tw
701 台南市東区大学路 1 号

・台南市に本部を置く国立総合大学である。1956 年に設置された。
・文、理、工、電気情報、計画設計、マネジメント、医、社会科学、バイオサイエンス・バイオテ

クノロジーの 9 学部、44 学科、大学院 107 研究科、59 博士研究科を提供している。
・「医学総合研究センター」を設立し、約 60 以上の研究センターと国家レベルの医療センターで構

成されている。
・環境関連、医工学関連、材料関連、社会科学関連など理系学科を中心に高い評価の研究実績があ

る。
・世界各国 91 カ国から約 1,913 名の留学生が在籍している，1,191 名華語生。

国立成功大学
National Cheng Kung University
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外国人
受け入れ学部

&
全英授業

学部 外国人留学生数 中国語力の目安

文学院、理学院、工学院、電機情報学
院、

設計学院、管理学院、医学院、社会科
学院、

バイオテクノロジー学院

1,913 名
学部によって異な

るため詳しくは
NCKU のホームペ
ージをご覧くださ

い

学費 約 16.7 万～ 26.6 万円 / 学期

学生寮 費用：約 5.4 万円 / 年
3-4 人部屋

奨学金

1. 国立成功大学大学生奨学金：
上位 20%：15,000 台湾ドル / 月
上位 20.01%-40%：10,000 台湾ドル / 月
※全ての学生は学生寮の基本料金免除の資格があります

2. 国立成功大学大学院生奨学金：
修士：3,000-8,000 台湾ドル（一ヶ月）　
博士：7,000-15,000 台湾ドル（一ヶ月）
※全ての大学院生は授業料と単位費免除の資格があります。

3. 国立成功大学華語文普通奨学金 (NCKU CLC) 
(1) 奨学金：毎月 6,000 元台湾ドル。
(2) 奨学金の期限：6 個月を一期とし、二期まで受け取ることが
可能。 
(3) 定員：教育部が毎年定員を決定します。その他補欠４名（基
礎、初級、中級、上級各一名） 。この４名は国籍がそれぞれ異
なるものとします。

4. 教育部台湾奨学金：
留学生に毎月 15,000 元台湾ドルが給付されます。教育部が直接
発行しているものですので，詳しくは教育部のホームページを
ご覧ください。

5. 台湾華語文奨学金：
台湾で中国語を学んでいる学生を対象に毎月 25000 元台湾ドル
が給付されます。教育部が直接発行しているものですので，詳
しくは教育部のホームページをご覧ください。

外国人
留学生への
中国語講座

中国語の授業を中国語センターにて無料で一年間受講することができます。

言語交換 NCKU の中国語センターでは様々な国と地域から留学生が来るため、中国語の
みならず様々な言語に触れることができます。

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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12名

日本人留学生数

5,565名

全校学生数

183名

留学生数 ( 率 )

東南アジア学科（日本語 / 韓国語 / ベトナム語）

日本人に人気の学部

黃卉庭 校聘組員
國際事務處 國際招生推廣組

E-MAIL: dia@nuk.edu.tw
TEL: +886 7-5916669

ウェブサイト：
http://interadmission.nuk.edu.tw/

2021 年度出願期間
Early Action: February 22nd ~ March 15th ,2021
Regular Action: April 28th ~ May 18th 2021

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.nuk.edu.tw
81148 高雄市楠梓區高雄大學路 700 號

・塀のない緑豊かな大学
・運動レジャーに最適な環境
・若い専門教授と効率の良い事務
・自由な学術研究環境
・快適な学生寮
・多種多様なサークル活動
・親切な日本人の先輩達

国立高雄大学
National University of Kaohsiung

94 95



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

183 人

中級

法学部 中級

管理学部 中級

理学部 中級

工学部 中級

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

国際商業管理修士 (IMBA) 23 人

TOEFL・TOEIC・
IELTS，

のいずれかの提示
が必要。入学面接

が必要

学費
台湾ドル
学部：NT$46,000~NT$57,000/ 学期
大学院：NT$48,000~NT$54,000/ 学期
International MBA Program ( 大学院 )：NT$44,000~NT$55,200/ 学期

学生寮

費用：NT$7,250~NT$9,800/ 学期
4 人部屋
インターネットあり、共同キッチンあり
公共施設 : ラウンジ（テレビ、ビリヤード台、ピアノ）、洗濯スペース、冷蔵庫、
飲水機、卓球台、自修室、自動販売機。
宿舎施設紹介 :http://sa.nuk.edu.tw/p/412-1009-2794.php?Lang=zh-tw

奨学金 1、学校：外国学生奨学金、国際商業管理修士（IMBA）奨学金
2、政府：高雄市政府外国留学生奨学金台湾教育部及び外交部の奨学金

外国人
留学生への
中国語講座

30 時間の初級中国語講座
中国語単位プログラム

言語交換 あり

国際交流 ダブルディグリー／交換留学／その他：中国語勉強：150 時間 ( 三ヶ月 )
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・観光サ－ビス産業、ホスピタリティ業界で活躍できる人材の養成に特化した国立大学です。
・ホテル、レストラン、ベ－カリ－、旅行会社、航空会社などで即戦力となる人材育成を目標とし
ています。
・各業界に精通した教師陣、実用重視のカリキュラム、専門的な設備を完備しています。
・１年生は全員学生寮で生活します。厳格な規律のもと、集団生活の規律や規則正しい生活習慣を
身につけます。
・また、１～２年生は毎朝キャンパスの清掃を行い、敬業精神や健康的な習慣を学びます。
・３年時に、１年間の学外インタ－ンシップに参加します（必修）。
・英語が堪能であれば、ヨ－ロッパ諸国、北米、シンガポ－ル、韓国、タイなどの海外インタ－ン
シップや交換留学の機会も得られます。

12名

日本人留学生数

3,570 名

全校学生数

302名 (8.9%)

留学生数 ( 率 )

航空＆運輸サービス管理学科、レジャー＆レクリエーション管理学科、 
国際観光学士学位プログラム ( 全英授業 )

日本人に人気の学部

Ms. Sophie Tsai（中国語 · 英語）
International Affairs Office

E-mail: intnkuht@live.nkuht.edu.tw
Tel: +886-7-8060505 #17203
Fax: +886-7-8062354

ウェブサイト：
http://foreign.nkuht.edu.tw

2021 年度秋入学

2020.11 中旬 -2021.4 中旬

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.nkuht.edu.tw
812301 高雄市小港區松和路 1 号国立高雄餐旅大学

National Kaohsiung University of 
Hospitality and Tourism
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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

ホスピタリティー管理研究所（大学院） 4

ネイティブレベルの中国語能力
が必要です。

ホテル管理学科 42
餐飲管理学科 26

ホスピタリティー・MICE マーケティング
管理学科 14

観光管理学研究所（大学院） 5
旅運管理学科 15

航空・運輸サービス管理学科 13
レジャー・レクリエーション管理学科 25
飲食文化・餐飲創新研究所（大学院） 4

西洋料理厨房技芸学科 13
中国料理厨房技芸学科 15

ベーキング・ペストリー管理学科 32
応用日本語学科 0

応用英語学科 8
国際観光学士学位プログラム 40

英語で授業を行います国際厨房技芸学士学位プログラム 37
国際観光餐旅修士学位プログラム （大学院） 7

全英授業

学部 外国人
留学生数 英語語力の目安

国際観光学士学位プログラム 40
(1)TOEFL iBT 64 点以上
(2)TOEIC 600 点以上
もしくは同程度の英語検定合格
の証明書をお持ちの方。

国際厨房技芸学士学位プログラム 37 

(1)TOEFL iBT 64 点以上
(2)TOEIC 600 点以上
(3)IELTS 5 以上
もしくは同程度の英語検定合格
の証明書をお持ちの方。

国際観光餐旅修士学位プログラム 
（大学院） 7 英語検定合格の証明書。

（TOEFL、TOEIC、IELTS）

学費 年間約 92,000（台湾ドル）。但し、制服、学生寮、ネット使用料、各学科で必要な費用（例：
調理の材料費など）は含まれません。

学生寮

• 費用
日本からの交換留学生は全員本学構内にある学生寮に宿泊します。毎セメスターの寮費は
以下のとおりです。
－ 2 人部屋，13,200 元 ( 男性 )；14,200 元 ( 女性 )。2 人部屋はホテル管理学科に在籍する
場合のみ利用可能。
－ 4 人部屋，11,500 元 ( 男女とも )。ホテル管理学科以外に所属する場合はこちらを利用し
ます。

• その他設備
フロントサービス、インターネット、ラウンジ、コインランドリー、有料のランドリーサ
ービス、物干し場、ジム、エレベーター、i ポスト、共同の冷蔵庫。

奨学金

留学生のための奨学金
♦︎学部生

学雑費の全額免除、学雑費の半額免除、寮費全額免除三種類があります。
♦︎修士課程

学雑費・単位取得費・寮費全額免除、学雑費・単位取得費半額免除、学雑費全額免除三種
類があります。

♦︎博士課程
学雑費・単位取得費全額免除、寮費免除及び毎月 8,000NTD の奨学金
学雑費・単位取得費全額免除・寮費免除
学雑費全額免除

外国人
留学生への
中国語講座

1. 1 週に 6 時間。
2. 所属するクラスは、留学生の中国語レベルによって異なります。

言語交換 英語、日本語（所属する学科によって異なります。）

国際交流 海外実習／ダブルディグリー／交換留学
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7名

日本人留学生数

5,375名

全校学生数

128名 (2.4%)

留学生数 ( 率 )

教育学部・人文社会学部・管理学部

日本人に人気の学部

oia-1@pubmail.nutn.edu.tw

ウェブサイト：
http://oia.nutn.edu.tw/article/
detail/webSN/331/sn/10

2021 年度秋入学

2021.02.01 〜 2021.04.10

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.nutn.edu.tw
70005 台南市中西區樹林街二段 33 號

・1899 年に創設、長い歴史と良い学風が評判
・世界大学ランキング 801 ～ 1000 位、アジア大学ランキング 201 ～ 250 位。
・教育、人文と社会、理学と工学、生態と環境科学、芸術、経済管理の各分野での学術研究が活発。
・奨学金：台南大学奨学金制度、台湾政府国費。
・中国語教室：留学生に良質な中国語教育を提供。
・台南は台湾最高のグルメや古跡、平均気温 25 度という住みやすい気候、大都市より安い生活費と

いう魅力がある。

国立台南大学
National University of Tainan
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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

教育学部

制限なし 華語カリキュラム
習得程度

人文社会学部

芸術学部

理工学部

管理学部

環境生態学部

全英授業
学部 外国人留学生数 英語語力の目安

無

学費
年額：12,0000 元（台湾元）
授業料・施設設備費・雑費込み
入学金なし

学生寮

宿舎費は水道光熱費・共益費・インターネット料金込み。半期額。
女子寮：4-6 人部屋、6830 元（１学期 / 台湾元）。
男子寮：4 人部屋、6830 元（１学期 / 台湾元）。
その他設備：インターネット付き。共用簡易キッチン・ラウンジ・勉強室。共
用シャワールーム・トイレ・洗面所。共用洗濯機・乾燥機・脱水機。自動販売機。
自転車置き場。各部屋にベッド・勉強デスク・椅子・クロゼット・本棚・エア
コン・扇風機付き。

奨学金
一、学雑費全額免除：授業料（学費）・施設設備費（雑費）・学生宿舎費の全

額免除。
二、学雑費半額免除：授業料（学費）・施設設備費（雑費）の半額免除。
三、給付型奨学金（半期）：2 万元（台湾元）

外国人
留学生への
中国語講座

1 学期 60 時間

言語交換 あり

国際交流

ショートステイ／ダブルディグリー／交換留学
その他：日台交流サマーキャンプ
海外訪問ツアー
展演展翼揚名奨助学金（国際ボランティア、国際合同研究や研究発表、海外実
習、海外出展や出演、国際コンクールやコンテスト等、在学生の国際的活動を
助成する）
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23名

日本人留学生数

11,270名

全校学生数

447名

留学生数 ( 率 )

ビジュアルコミュニケーションデザイン、映画ビデオ、空間設計、公共関係．広告

日本人に人気の学部

国際事務処
Tel：+886-6-2050659
Email：oiah@mail.ksu.edu.tw 　　　
　　　   a107000019@g.ksu.edu.tw 

ウェブサイト：
http://bir.ksu.edu.tw/io/public/

2021 年秋季入学

2021.1.1~2021.05.31

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.ksu.edu.tw
710303 台南市永康区崑大路 195 号

・台南市に位置する私立科技大学である。1965 年に設立された。
・3 年連続教育部高教深耕補助を獲得、学生収益度が台湾の私立科技大学で第一位。
・南で唯一教育部国際競争力 Global Taiwan 研究センターを獲得した学校、同時に三件「善盡大学

社会責任 USR」補助計画もクリア。
・教育部から最高級の評価を受けています。(12 年連続教育卓越計画の補助金獲得、5 年連続産学連

携賞獲得 )

崑山科技大学
Kun Shan University
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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

工学学部 226 基礎

商業管理学部 75 基礎

創意メディア学部 34 基礎

民生応用学部 34 基礎

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

機械工学科 9 TOEFL : 385 分以上   

機械工学研究科 64  IELTS : 3.0 分以上

企業管理研究科 5  TOEIC : 375 分以上

学費 約 34~39 万円／年

学生寮
費用 : 約 10~15 万円／年
2 人 /3 人部屋
その他設備（インターネット、共用のキッチン）

奨学金
(1) 学費全額免除
(2) 学費半額免除
(3) 寮費免除

外国人
留学生への
中国語講座

なし

言語交換 中国語の助手講師

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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100名

日本人留学生数

15,000名

全校学生数

2,000名 (13%)

留学生数 ( 率 )

ホスピタリティ・ツーリズム学部、言語学部、国際学部

日本人に人気の学部

www.isu.edu.tw
84001 高雄市大樹区学城路一段 1 号

・義守大学（ぎしゅだいがく）台湾・高雄市大樹区学城路 1 段 1 號に本部を置く中華民国の私立大
学である。義联集団 (E United Group) の創始者の林義守によって 1986 年に建校された「高雄工
学院」が前身。中華民国の教育部の大学令によって 1997 年義守大学に改称された。義守大学建学
の精神は「務実と創新」である。現在の学長は陳振遠博士である。

・義守大学には電気情報学部、理工学部、管理学部、コミュニケーション・デザイン学部、国際学部、
ホスピタリティ・ツーリズム学部、言語学部、医学部、原住民族学部の 9 学部、43 学科（学士修
得後の外国人留学生のために開講される医学部特別クラスを含む。）、15 の修士課程、7 つの博
士課程、4 つの原住民族特別クラス、2 つの国際英語特別クラス、加えて 17 の夜間部の学部、社
会人を対象とした 10 の修士コース、2 つの 2 年間の専門コースを有する総合大学である。

・義守大学の管理学部と国際学部とホスピタリティ・ツーリズム学部と共に国際商業管理教育の認
定 (AACSB) をとった。台湾の大学の中でその認定をとった 14 番目の大学であり、世界中で唯一
管理学部と国際学部とホスピタリティ・ツーリズム学部と共に、同時に国際商業管理教育の認定
(AACSB) をとった大学である。

・義守大学は 2016 年 6 月にはイギリスの『ザ・タイムズ・ハイアー・エデュケーション・サプリ
メント』によって、アジアの大学の 200 上位校のランキングに入り、翌 2017 年にもランク入った。

義守大学
I-Shou University
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ウェブサイト：
中国語 : http://www2.isu.edu.tw/2018/news_v01.php?dept_mno=703&dept_
id=17
英語 :
http://www.aa.isu.edu.tw/2018/news_v01.php?dept_mno=657e&dept_id=6

林 建良 (Mr. Mark)
email: chienliang@isu.edu.tw  
Tel: +886-7-6577711 ext. 2085

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト

春 (2 月 ) 入学 : 2020.10~2021.01
秋 (9 月 ) 入学 : 2021.03.07

入学申請期間

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

電気情報学部

TOCFL: Level 2 
TECC: 380-449

HSK: 3 級
CEFR: A2

理工学部管理学部
コミュニケーション・デザイン学部

ホスピタリティ・ツーリズム学部
言語学部

医学部

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

国際学部 :
学士課程 :

TOEIC: 550 
EIKEN: 2 級
IELTS: 4.0
TOEFL: 47

修士課程 :
TOEIC: 750 

EIKEN: 準 1 級
IELTS: 5.5
TOEFL: 71

学士課程 :
国際観光学科

国際企業経営学科
国際財務金融学科

エンターテイメントマネジメント学科
自動人工知能システムに関する

英語プログラム
修士課程 :

国際経営管理修士課程
(International MBA)

学費 年間約 94,000-145,000（台湾元）

学生寮
費用年間約 21,800-77,000（台湾元）
二人部屋、三人部屋、四人部屋
その他設備（インターネット有）

奨学金 年間約 40,000-180,000（台湾元）

外国人
留学生への
中国語講座

週に二時間

言語交換 中国語、英語、日本語

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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3名

日本人留学生数

12,623名

全校学生数

104名

留学生数 ( 率 )

薬学科、化粧品応用及び管理学科、応用外国語学科。

日本人に人気の学部

申込み受付：box1040@mail.cnu.edu.tw

ウェブサイト：
http://www.oica.cnu.edu.
tw/?.p=HpZH

説明：表單下載（書類ダウンロ
ード）→外國學生入學申請表
（外国人学生入学願書）。

2021 年度秋入学

2021.02.01 から 06.30 まで。

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.cnu.edu.tw
71710 台南市仁徳区二仁路一段 60 号

・教学特色
・嘉南薬学専科学校として 1966 年に創立。台湾の薬学系の私学では、伝統と実績を持つ名門である。
・「真実」という建学精神に基づき、専門知能と人格養成を重視し、理論と実務、講義と実習を備え、さらに産

官学と積極に提携交流する課程を提供することに特色ある。
・医薬衛生、環境、レジャーや保健管理などの領域に幅広く人材を育成し、多くの薬剤師を輩出し、社会的に高

く評価されている。
・2019 年、初の日台共同認証（iJAS）評価を通過し、台湾における認定第一号を受ける唯一の大学となった。
・教育目標
・「全人健康サービス」の目標に向かい、「薬理」と「健康」を中核理念として、「ロハス（LOHAS）創造サー

ビス」産業に適した人材の育成を行う総合型技術系大学である。
・学制現況
・目下、大学院マスターコース、二年制と四年制の大学コースがあり、薬理、民生、人文・情報応用、環境永続、

レジャー・健康管理など五つの学部にわかれ、合計 27 個の学科（マスターコースを含む）を擁する。

嘉南薬理大学
Chia Nan University of Pharmacy and Science 
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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

薬学科（マスターコースを含む）

薬理学部：27 人。
民生学部：15 人。

人文・情報応用学部：
83 人。

環境永続学部：9 人。
レジャー・健康管理

学部：8 人。

少なくとも、ヨーロ
ッパ言語共通参照枠
（CEFR）の B1 レベ

ルに相当する。

化粧品応用及び管理学科
（マスターコースを含む）

医薬化学学科
薬粧バイオテクノロジー

産業四年制大学コース
食品科技学科

乳幼児保育学科
保健栄養学科（マスターコースを含む）

生活応用及び保健学科
ホテル・レストラン管理学科

ソーシャルワーク学科
応用外国語学科

情報管理学科
マルチメディア及びゲーム開発学科

職業安全衛生学科（産業安全衛生及び防
災マスターコースを含む）

環境工学サイエンス学科
（マスターコースを含む）

環境資源管理学科
（マスターコースを含む）

公共安全及び消防学科
レジャー保健管理学科

（マスターコースを含む）
観光事業管理学科

（温泉産業マスターコースを含む）
スポーツ管理学科

医務管理学科（マスターコースを含む）
高齢者福祉及び養生管理学科

学費 学部や学科ごとに差があり、一学期凡そ台湾ドル 48,851~58,125 元。

学生寮

二人部屋、四人部屋などのタイプに分かれ、一学期一人当たりの賃料は凡そ台湾ドル
9,000~29,500 元。

設備：閲覧室、ラウンジー、室内洗濯機置き場、寝具、たんす、テープル・椅子、本棚、
エアコン、インターネット、バイク駐車場など。

その他：24 時間保全管理体制、出入り専用カード、監視システム、食堂、コンビニ、ス
ポーツセンターなど。

奨学金 新入生奨学金：台湾ドル 1 万元（新入生が入学登録済み、ただちに申請できる）。
優秀奨学金：台湾ドル 1 万元（前学期成績の総平均は 80 点に達する）。

外国人
留学生への
中国語講座

本学の中国語講座は、新南向政策（ニューサウス）に即応する国際合作産業専門クラスの
ために開設する。

言語交換 学内の「国際事務処」や各学科が支援する。

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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1名

日本人留学生数

11,958名

全校学生数

100名

留学生数 ( 率 )

マネジメント学部、生活科技学部、観光学部

日本人に人気の学部

教務處 招生組

ウェブサイト：
http://exam.academic.tut.edu.tw/
files/13-1030-23517.php?Lang=zh-tw

2021 年度秋入学

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.tut.edu.tw
71002 台南市永康區中正路 529 號

台南應用科技大学は「文化創意」を教学の主軸とした 5 学部の総合大学です。構内は優美で古典的、
温和な学風を持つ、台湾で最も芸術的な科学技術大学です。
（特徴）台湾で唯一、芸術学部を持つ科学技術大学／台湾次世代デザイン展で 4 年連続最多受賞数
を持つ大学／台湾で唯一、7 年一貫制の美術・音楽・ダンス学科を持つ大学／台湾で唯一、刺繍と
版画の研究開発センターを持つ大学など

台南應用科技大学
Tainan University of Technology
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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

生活科技学部美容スタイリング学科 1 無

学費 年間 92,860（台湾元）

学生寮
年間 32,000（台湾元）
4 人部屋
その他設備（インターネット）

奨学金

留学生対象の奨学金を設けています。四技（四年間専門技術を学ぶ課程）の 1
年生で、2 学期の学費を納めた人は、すでに納めた 1 学期の授業料から 25,000
台湾元を返金します。また、2 学期修了後、継続して 2 年生へ進学する場合、
成績上位者には下記の奨励金も贈与します。
前学期の学業成績及び操業成績（意欲や態度）が
(1) 90 点以上で且つクラス上位成績者の 3％以内には 50,000 台湾元
(2) 85 点以上で且つクラス上位成績者の 5％以内には 25,000 台湾元
(3) 80 点以上で且つクラス上位成績者の 10％以内には 10,000 台湾元

言語交換

国際交流 ショートステイ／海外実習／交換留学
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0名

日本人留学生数

7,222名

全校学生数

0名

留学生数 ( 率 )

看護医療学科、歯科技工士学科、リハビリテーション医学科、作業療法学科

日本人に人気の学部

tingyu@ms.szmc.edu.tw

ウェブサイト：
http://www.szmc.edu.tw/
Academic/new_Academic/
ves/ves_news.html

2021 年度秋入学
毎年の 5 月

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.szmc.edu.tw
821 高雄市路竹區環球路 452 號 

本校は、台湾中南部において最も規模が大きい医療看護専科学校であり、看護医療学科、リハビリ
テーション医学科、作業療法学科、眼鏡光学学科、医学画像処理及び放射線医学学科、歯科技工士
学科、歯科衛生士学科、応用英語学科、応用日本語学科、情報処理学科、幼児教育学科、美容保健
学科が設置され、現在約七千名の学生が在籍樹人醫護管理專科學校しています。また、専門技術の
免許取得、進学率の上昇、パソコンによる情報管理、外国語能力の向上を本校の目標としています。

樹人医護管理専科学校
Shu-Zen Junior College of Medicine and Management

108 109



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

なし なし なし

全英授業
学部 外国人留学生数 英語語力の目安

応用英語学科 0

学費

１学期の学費
一年生（台湾元）: 60,116 元
二年生（台湾元）: 57,516 元
三年生（台湾元）: 57,516 元
四年生（台湾元）: 72,492 元
五年生（台湾元）: 72,492 元

学生寮

費用 :13,300 元（１学期）    4 人部屋
その他設備
1. 四人部屋で寮室には個人の机、電気スタンド、独立したトイレ、シャワール
ーム、エアコン、などがあります。
2. 各階にエレベーター、談話室、コイン式洗濯機、脱水機、テレビがあります。
3. 一階のロビーに入る前に、入室暗証番号が必要です。カードが必要です。
4. 寮母と教官は 24 時間学校にいます。なにか問題があったら、遠慮しないで寮
母や教官に相談してください。

奨学金 第一学期 30,000 台湾ドル
第二 ~ 第八学期 ：各学期 20,000 台湾ドル

外国人
留学生への
中国語講座

中国語講座や授業など設けてある，レベルや趣味に合わせて自由に受けられる。

国際交流 ショートステイ／海外実習／交換留学
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50名

日本人留学生数

11,000名

全校学生数

550名  (5%)

留学生数 ( 率 )

レジャー観光管理学科

日本人に人気の学部

E-mail: oica@stu.edu.tw

ウェブサイト：
https://www.oica.stu.edu.tw/en/ 
foreign-students/

2021 年度秋入学

2021 年 8 月前に

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.stu.edu.tw
高雄市燕巣区橫山路 59 号

• 中国語専門の教員。
• デジタル化の進んだ教室。
• デジタル映像教材による補助教育。

樹徳科技大学
Shu-Te University
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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

経営管理（修士課程）

550 人 CEFR A2~B1

金融管理学科（学士、修士課程）

マーケティング管理学科

流通管理学科

レジャー観光管理学科
飲食管理学科

レジャーレクリエーション・運動管理学
科

企業管理学科
イベントマーケティング・活動管理学科

コンピューター・情報学科 
（学士、修士課程）

情報エンジニアリング学科（学士、修士
課程）

情報管理学科（学士、修士課程）
応用設計（修士課程）

建築・室内設計（修士課程）
動画・ゲームデザイン学科

生活商品デザイン学科
流行デザイン学科

ビジュアルコミュニケーションデザイン
学科

室内デザイン学科
パフォーミングアートデザイン学科

芸術マネジメント・ 
芸術エージェント学科
人類生学（修士課程）

児童・家庭サービス（修士課程）
児童・家庭サービス学科

応用外国語学科
社会福祉工学学士課程
車用電子学士学位課程

学費 80,000 台湾元～ 100,000 台湾元 / 年（二学期制）

学生寮
費用 :22,000/ 年間（台湾元）
6 人部屋
インターネット、Wi-Fi、キッチン

奨学金 92,866~106,780/ 年間（台湾元）

外国人
留学生への
中国語講座

週に 21 時間

言語交換 有

国際交流 ショートステイ／海外実習／交換留学
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12名

日本人留学生数

4,488名

全校学生数

550名

留学生数 ( 率 )

応用外国語学科、企業経営学科

日本人に人気の学部

E-mail: cia@twu.edu.tw
WeChat: TWUCIA

ウェブサイト：
https://international.twu.edu.tw/
admissions.php 

2021 年度秋入学

2021.03.01~2021.06 30

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.twu.edu.tw
雲林県斗六市鎮南路 1221 号

• 教育理念：“誠実・実学”
• 教育四本柱：”叡智・革新・協調・競争”
• 総学生数 4,488 名、4 学部 14 学科、5 大学院、研究所の技術系総合大学
• 台湾中西部、雲林県、広大で緑豊かなキャンパス
• 人気観光地、日月潭・阿里山近くの風光明媚な環境
• 教育のグローバル化、キャンパスの国際化を推進。海外大学群との積極的な提携と交流
• 南アジアを中心に世界各国から 550 名を超える留学生
• アジア太平洋地域のグローバライゼーション教育機関
• 学生寮は全室エアコン完備・無料 Wi-Fi、シャワー・トイレ別、眺望バルコニー付き（学生ラウン

ジ＆カフェテリア付設）
• コンビニ（セブンイレブン）、ＡＴＭ、医務室、運動場、バスケットボールコート、テニスコート、

野球場、体育館、スポーツジム完備
• 充実した留学生向け各種奨学金制度・報奨金制度、学業相談・生活サポート制度
• キャンパス⇔市内・最寄り駅間シャトルバスサービス
• 新幹線駅（高鐵雲林駅）まで 30 分
• 近隣にショッピングモール＆夜市

環球科技大学
TransWorld University
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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

https://international.twu.edu.tw/
academics.php  550

台湾中国語検定
（華語文能力測驗

〈TOCFL〉）Band 
A (Level2: 基礎級

A2)

学費 80,000 台湾元～ 100,000 台湾元 / 年（二学期制）

学生寮
寮費：25,000 台湾元 / 年（二学期制）別途デポジット 5,000 台湾元
４人部屋
学生寮は全室エアコン完備・無料 Wi-Fi、シャワー・トイレ別、眺望バルコニー
付き（学生ラウンジ＆カフェテリア付設）

奨学金 50%、100% 外国人留学生学費免除奨学金

外国人
留学生への
中国語講座

中国語、英語

言語交換

国際交流 ショートステイ／海外実習／交換留学
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2名

日本人留学生数

4,619名

全校学生数

136名 (2.94%)

留学生数 ( 率 )

外国語文学科、食品科学科

日本人に人気の学部

国際交流センター Tel：+886-3-932-7073
http://isa.niu.edu.tw/

ウェブサイト：
http://isa.niu.edu.tw/

2021 年度秋入学

2020.12.20 〜 2021.4.20

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.niu.edu.tw
宜蘭県宜蘭市神農路 1 段 1 號

・宜蘭市の中心部に位置していて、生活が便利
・台北から車で約 1 時間以内、アクセス良好
・自然に囲まれ、空気がとても美味しい

国立宜蘭大学
National Ilan University
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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

外国語文学科 12

TOCFL レベル 4
TOCFL 中国語試験の

レベル 3
教育機関での中国語
の授業取得の成績証

明書及び修了証明

応用経済学経営学科 9

土木工学科 15

環境工学科 8

機械電子機械工学科 6

化学材料工学科 2

バイオメカトロニクス工学科 0

食品科学科 13

バイオテクノロジー動物学科 21

森林天然資源学科 16

園芸学科 11

電気工学科 1

電子工学科 4

コンピューター科学情報工学科 11

建築持続可能プランニング大学院 1

レジャー産業・健康推進学科 6 TOCFL レベル 3

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

外国語・文学科 ( 修士のみ )
英語・中国語を含む授業 12

TOEIC550
同等の英語の検定証

明書

土木工学科 ( 修士のみ ) 15

機械・電子機械工学科 ( 修士のみ ) 6

化学・材料工学科 ( 修士のみ ) 2

バイオテクノロジー・動物学科
( 修士・博士のみ ) 21

森林・天然資源学科 ( 修士のみ ) 16

電気工学科 ( 修士のみ ) 1

• 電子工学科 ( 修士のみ ) 4

コンピューター科学・情報工学科
( 修士のみ ) 11

学費
年間（台湾元）
77,200 元～ 99,000 元 ( 学部によって異なる )+ 約 2,600 元の雑費
新 1 年生は、学費半額免除

学生寮
費用 1 学期 9500 元
4 人部屋
Wi-Fi、共同キッチン、共同浴室トイレ有

奨学金

• 新 1 年生は前の学位、在校生は前学期で良い成績を収めると雑費が全額免除に。
• 新 1 年生は前の学位、在校生は前学期で良い成績を収めると大学部では毎月 4,000 元、

大学院では毎月 8,000 元が支給されます。
• 大学院生のみ、前の学位及び前学期で良い成績を収めると、学生寮の宿泊費が全額免

除に。

外国人
留学生への
中国語講座

週に 2 時間 ( レベル分け有り )

言語交換 サークル活動やチャッティングコーナー

国際交流 海外実習／ダブルディグリー／交換留学
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2名

日本人留学生数

4,500名

全校学生数

70人

留学生数 ( 率 )

体育学部、華語文学部、教育学部。

日本人に人気の学部

研究發展處國際事務中心
Center of International Affairs, the Office of 
Research and Development. 

ウェブサイト：
https://enrl.nttu.edu.tw/

https://rd.nttu.edu.tw/p/412-
1007-9048.php?Lang=zh-tw

2021 年度秋入学

2021.3 〜 2021.4

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.nttu.edu.tw
950 台東縣台東市大學路二段 369 號

・私たち台東大学は、台湾国内で最も美しいといわれている東海岸にあり、南国特有の豊かな自然
がおりなす景観、文物の香りあふれる土地です 2. 優れた教育学系の大学でしたが、現在は総合大
学として３つの学院を２１の学部により編成しています。
・キャンパス内には新しい教室や寮など施設も充実しており、快適な生活を送ることができます。
・外国人留学生の皆さんに対して、優遇された奨学金制度を設けています。
・産学連携の推進に力を入れており、産学イノベーションパークを創設いたしました。
・校内には、「世界で最もユニークな図書館８選」（世界の有名な建築ウェブサイト、Architizer.
comより）に選ばれた、山をイメージさせる緑化建築の図書館があります。

国立台東大学
National Taitung University
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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

全ての学部 約 70 人 各学部による規定
有り

学費 年間（台湾元）
約 NTD 10 万元

学生寮

費用
• 4 人部屋：1 学期  NTD 10125 元 ( 全 2 学期制、電気料金は別途 )
• その他設備： 

【室內】：インターネット、エアコン、シャワー及びトイレ、ベッド、クロ
ーゼット、デスク、ベランダ。 

【室外 ( 共用 )】：給湯室 ( 冷蔵庫、給水機あり )、ランドリー ( 洗濯機、脱水機、
衣類乾燥機あり )、自習室、共用リビング。

奨学金

( 一 ) 外国学生生活助学金：在学期間中、毎月 NTD 5000 元。
( 二 ) 外国学生新入生奨学金：華語文能力測驗証 (TOCFL) B1 進階級（以上）の

言語能力がある場合、入学初年度に限り学費及び雑費を全額免除。
( 三 ) 外国学生成績優良奨学金：

1. 前年度の学業成績平均がクラスの上位 100 分の 20 以内の者：次学期（1
年間）の学費及び雑費を全額免除。

2. 前年度の学業成績平均がクラスの上位 100 分の 50 以内の者：次学期（1
年間）の学費及び雑費を 50% 免除。

( 四 ) 就労型奨学金：言語学習業務に従業した学生に発給する奨学金として、時
給 NTD250 元を支給（１ヶ月で 20 時間を上限）

外国人
留学生への
中国語講座

週に 4 時間

言語交換 有り ( 要申請 )。

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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1名

日本人留学生数

3,373名

全校学生数

9%
留学生数 ( 率 )

宗教與人文研究所、東語系日文組

日本人に人気の学部

1、電子メールアドレス : 
　   tcuoia@gms.tcu.edu.tw

2、フェイスブックのページ :
　   https://www.facebook.com/tcuoia/

ウェブサイト：
http://www.oia.tcu.edu.
tw/?page_id=3181

2021 年秋季入学

2020.06.01 〜 2020.10.14

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.tcu.edu.tw
970 花蓮縣花蓮市中央路三段 701 號

・宗旨 :「慈悲喜捨」の精神で ,「命を尊重し、, 人間を本位とする」という概念で世界を助け、ボランティアの
奉仕精神を実践する優秀な人材を育成します。

・学校の理念 : 品格と知識を基礎とし、人文と奉仕を実践して、日々卓越性を求め、全人的な教育の目標を達成
します。

・定位 : 教育と育成を基礎とし、利他と人文の精神を重視する模範的大学。
・願景 : 慈濟人文と学術専門をあわせた模範大學。

(1). 豊富な教学と研究資源
(2). 医学多元解剖教学と「無語良師」人文典礼：
(3). 豊富な専門教師。 
(4). 基礎教育とリベラル教育を大切にする
(5). 利他的な人文の精神を育む
(6). 学生の心身の健康に注意して、優れた奨学金を提供する。
(7). 思いやりある三つの補導 ( 担任の先生、カウンセリングセンター、「慈誠懿德会」の補導制度 )
(8). 慈済志業資源と取締役会の全力の支援

慈済大学
Tzu Chi University
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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

醫學系 

毎年約 200 名留学
生を募集します。

詳しくは登録用紙の
文章を読んでくださ

い。

護理學系
公共衛生學系

醫學檢驗生物技術系 
醫學資訊學系
物理治療學系

學士後中醫學系
生命科學系

分子生物及び人類遺傳學系
社會工作學系（学士・修士）

人類發展與心理學系（学士・修士）
東方語文學系（学士・修士）

宗教與人文研究所
傳播學系（学士・修士）
兒童發展與家庭教育學系

教育研究所
英美語文學系

全英授業

学部 外国人留学生数 英語語力の目安

公共衛生碩士班

18 名
TOEFL・TOEIC・

IELTS など
英語は中高級以上

醫學檢驗生物技術碩士班
醫學資訊碩士班
物理治療碩士班
生命科學碩士班

分子生物及び人類遺傳碩士班
醫學科學研究所

轉譯醫學博士學位學程
醫學系微生物及免疫學碩士班

醫學系生物化學碩士班
醫學系生理醫學碩士班

醫學系藥理及び毒理學碩博士班

学費 約 46831~61975 台幣 ( 約 170400~225504 円 )/ １学期

学生寮
費用
8200 台幣（約 29847 円）
( 洗濯室、厨房、自動販売機 )

奨学金

外國學生全額獎學金 ( 學雜費、住宿費、生活費 )
國際學生助學金
僑生獎學金 ( 學雜費、住宿費、生活費 )
清寒僑生助學金
大學部 - 書卷獎

外国人
留学生への
中国語講座

毎週４時間から６時間

言語交換 東方語文學系 ( 中文組、日文組 )

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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0名

日本人留学生数

3,157名

全校学生数

164名  (5.2%)

留学生数 ( 率 )

ウェブサイト：
https://www.nqu.edu.tw/intel/index.php?code=list&ids=3150 

2021 年度秋入学

2021.03~2021.07
鄭大行 (Gatsby Zheng)（テイ　ダイ　コウ）
国際交流センター　センター長

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト

入学申請期間

www.nqu.edu.tw 
金門県金寧郷大学路 1 号

・中国大陸に一番近い金門島にある国立大学。
・学術交流の交流拠点として最適と考える。（アモイまでフェリーで約 30 分）
・ミンナン文化の伝統集落を中心とする金門国立公園にある大学
・留学生と対して多様な奨学金を提供する。
・華文センターから専門的な華文 ( 中国語）授業を提供する。
・国際交流センターを設置、外国人に友好の大学。

国立金門大学
National Quemoy University
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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

理工学部

164 人

TOCFL—A1 以上
台湾華語（中国

語）能力検定試験
（TOCFL)A1 以上

に相当する

人文社会学部

管理学部

健康看護学部

学費 年間（台湾元）NT$94,000 ～ 108,000

学生寮

1．費用（年間 / 台湾元） 男子寮 NT$16,600　/　女子寮 NT$18,600 
2．4 人部屋
3．その他設備：（1）部屋：ベッド、机、タンス、靴箱、トイレとバス、イン

タネット、扇風機、エアコン （2）共有施設：洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、
オーブン、水飲み場、スポーツ用品

奨学金
新入生：一年目学費および寮費の半額を補助する。（NT$55,300 ～ 63,300）
その他：成績は 50％にいたる学生は一年の学費および寮費を補助する。
（NT$110,600 ～ 126,600）。
生活費補助：年間 NT$40,000 

外国人
留学生への
中国語講座

外国人留学生週に 4 時間中国語講座を出席することが必要。
卒業する前一回以上台湾華語（中国語）能力検定試験（TOCFL) に参加する。

言語交換 1．台湾人学生から一対一の言語交換
2．サークルから毎週の「言語角」イベントを行う。

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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0名

日本人留学生数

3,227名

全校学生数

34名

留学生数 ( 率 )

Ms. Huang Jueqi
international student admissions

E-mail：pch@gms.npu.edu.tw
Tel:+886-6-9264115 ext.1122

ウェブサイト：
https://www.facebook.com/
npu.edu.tw/?ref=hl

2021 年秋季入学

5 月から 6 月

入試に関するお問い合わせ窓口

最新入試情報のウェブサイト入学申請期間

www.npu.edu.tw
880011 澎湖県馬公市六合路 300 号

国立澎湖科技大学の前身である国立高雄海洋大学の澎湖支部は、1991 年に設立されました。
さらに、1995 年独立し、国立澎湖海事管理学校が設置され、2000 年国立澎湖技術専門学校となり、
2005 年に國立澎湖科学技術大学として正式に再編された。
学校には人材及び管理学院、観光レジャー学院、海洋資源工学学院、三つの学院があります。
澎湖科学技術大学は１２の学部、5 つの研究機関と、総合教育センターが備え、台湾海峡で初めて
開設された大学です。また、離島の唯一の科学技術大学でもあり、海洋漁業、観光レジャー、科学
と管理など、様々の分野の人材を育つ学校である。学校では、優秀な人材育成に力を注ぐほかに、
都市教育と地方教育の地域格差の解消を努力し、地方の産業発展、経済と文化の向上にも貢献した。

国立澎湖科技大学
National Penghu University of
Science and Technology
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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

一 ・ 海洋資源工学部
二．観光レジャー学部
三．人文科学および経営学部

34 人

応募者は中国語のスキル
が 必 要 で あ る。 ま た、 入
学者の中国語能力が足り
ない場合は自費で中国語
授業を受けて改善する。

全英授業
学部 外国人留学生数 英語語力の目安

観光レジャー学部 13 人

学費 （台湾元）：一学期約 NT $ 45,000-55,000

学生寮

費用一学期約 NT $7,500
学校には 3 つの寮があり、各部屋には 4 人が収容でき、机、ランプ、ワードロ
ーブ、電話、エアコン ( 有料）、インターネットなどが備わっている。公共バ
スルーム設備には、脱水機、コインランドリー、乾燥機、冷蔵庫、リビングル
ームのテレビがある。

奨学金 国立澎湖科技大学留学生生活奨学金

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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2020 年度教育省台湾奨学金及び
華語奨学金募集要項
台日の教育、科学技術及び文化の交流を促進し、若い世代の相互理解と関心を深めるため、2020	年
度教育省台湾奨学金及び華語文（中国語）奨学金制度に基づき、台湾の大学、大学院への留学或い
は大学付属の華語文センターでの華語文研修を希望する方を下記の通り募集します。
台北駐日経済文化代表処
記

一、 種類及び募集定員（予定）

種類 内容 募集定員

教育省台湾奨学金 大学若しくは大学院レベル以上の人文科学、社会科
学、自然科学、芸術学科等専攻分野の留学奨学金。 20	名

教育省華語文奨学金 大学付属華語文センターの華語文研修奨学金。 14	名

両奨学金を同時に応募してはならない。

二、 応募者の資格及び条件

種類 資格

教育省台湾奨学金
高等学校卒業以上の学歴で、2020年	9月より、台湾の大学、大学院(修
士課程、博士課程)に正規生(研修生、専攻生及び聴講生等を含まない)
として進学する予定のある、学業成績優秀かつ品行方正な日本人。

教育省華語文奨学金

高等学校卒業以上の学歴を有する者、2020 年	4 月	1 日
の時点で満	18 歳以上の者、2020 年	9 月（秋学期）より、台湾の教
育省が認可した大学付属華語文センターで華語文を研修する予定のあ
る、学業成績優秀かつ品行方正な日本人。

次に揭げる者は、募集対象とはならない：
・中華民国籍を有する者及び在日華僑僑生（僑生とは中華民国のパスポートを所有している（い
た）者を指す。申請者は日本国籍で、かつ出生時に両親のいずれも中華民国籍を有していなか
ったことが必要となる）。
・2020 年	9 月	1 日以降、台湾の他の公的機関、学校から奨学金を支給される者。
・学校の交流協定に基づく、台湾の大学との交換留学生或いはダブルディグリーの学生。
・当奨学金の受給資格を取り消されたことがある者。
・教育省台湾奨学金を受領した経験があり、再度同一学位課程への申請をしようとする者、もし
くはすでに取得した学位よりも下位の学位に申請しようとする者。
・教育省華語文奨学金を再度受けようとする者。
・教育省台湾奨学金を受給した年数の合計が	5	年以上である者。
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三、 支給期間：
（受給資格行使の延期、保留は不可。卒業、休学、退学の場合はその時点で支給期間が終了）

種類 留学段階 期間 年数

教育省台湾奨学金

大学 2020	年	9	月から	2024 年	8	月まで 4	年以内

大
学
院

修士課程 2020	年	9	月から	2022 年	8	月まで 2	年以内

博士課程 2020	年	9	月から	2024 年	8	月まで 4	年以内

教育省華語文奨学金 大学付属華語文
センター 2020	年	9	月から	2021 年	8	月まで 3	カ月以上

1	年以内

四、 支給額の詳細

種類 留学段階 詳細（貨幣：台湾ドル）

教育省台湾奨学金

大学 学費及び雑費：1学期	40,000 元以內。
生活費：月額	15,000 元。

大
学
院

修士課程 学費及び雑費：1学期	40,000 元以內。
生活費：月額	20,000 元。

博士課程 学費及び雑費：1学期	40,000 元以內。
生活費：月額	20,000 元。

教育省華語文奨学金 大学付属華語文センター 月額	25,000 元（学費は自費となる）。

註：教育省台湾奨学金の場合、学費と雑費が	4 万元を超えた場合、その差額は自己負担とする。
また、保険及び宿舎等の費用はすべて自己負担とする。

五、 選考日程

種類 / 日程 一次選考（書類審査） 二次選考（面接）

教育省台湾奨学金

台北駐日経済文化代表処において、
日本の大学教授による応募書類一次
選考（書類審査）を行う。

2020 年	5 月	15 日（金曜日）	に
二次選考（面接）を行い、採用
者（合格者）を決定する。

一次選考（書類審査）の結果を	2020
年	4 月下旬（予定）に全応募者に文
書で通知する。

二次選考（面接）結果は、2020
年	7 月上旬（予定）	に面接合格
者に文書で通知する。

教育省華語文奨学金

台北駐日経済文化代表処において、
日本の大学教授による応募書類選考
（書類審査）を行い、採用者（合格
者）を決定する。 二次選考（面接）なし

選考結果は	2020年	7月上旬（予定）
に全応募者に文書で通知する。

合格可否については正式の文書で通知する。電話、E-mail 等による問合せに一切応じない。
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六、 申請期間：
2020 年	1 月	31 日（月曜日）から	2020 年	3 月	27 日（金曜日）まで。

七、 応募書類

書類および内容 註

1 奨学金申請表：教育省台湾奨学金申請書、或いは教育省華語文奨学金申請書。 1	通

2 奨学金承諾書：教育省台湾奨学金申請書、或いは教育省華語文奨学金申請書。 1	通

3

教育省台湾奨学金の非英語コースに申請する者：華語文の「研究計画書」。
教育省台湾奨学金の全英語コースに申請する者：日本語の研究計画書。
• 英語の研究計画書。
• 申請した大学が発行したその学科（または研究科）が「全英語コース」である

ことを証明できる書類。
• 教育省華語文奨学金に申請する者：日本語の「学習計画書」。
書式：
• A4 横書きワ－プロ。
• 字数：3,000 字程度を標準とする。
• 内容：志望する大学名、台湾留学志望の理由、留学中の具体的な学習計画、帰

国後の計画（学業、職業を含む）を詳細に記載すること。

1	通

4 台湾の大学に入学申請した書類（コピー可）。 1	部

5

代表処、または各地の弁事処によって認証された最終出身校（高校或いは大学）
の全学年の成績証明書の写し（日本語と英語の訳文とそれぞれ	1 部が必要であ
る）。GPA 成績書がある者は、認証された	GPA の成績書を提出する）。詳しく
は説明事項	1 を参照のこと。

各	1 部

6
代表処、または各地の弁事処によって認証された最終出身校（高校或いは大学）
の卒業証明書、修了証明書又は在学証明書の写し（日本語と英語の訳文とそれぞ
れ	1 部が必要である）。

各	1 部

7

推薦状：
様式自由。
推薦者二人、各人	1 通。計	2 通。
原則的に中国語で作成する。その他の言語は日本語あるいは英語に限る。
推薦者の資格：
学校の校長または指導教授、担当の先生。
職場の上司若しくは推薦にあって相応しい者。

2	通

8 パスポートの写し（A4）。 1	部

9

教育省台湾奨学金の申請者は、英語コース以外の場合、華語文能力試験（TOCFL、
https://www.sc-top.org.tw/index.php）	進階級以上の聴解と読解の（1）証明書
及び（2）成績書の写しが必要である。華語文能力の証明は、TOCFL のみ承認す
る。その他の言語証明は採用しない。
英語コースを申請する場合、TOCFL の成績証明は不要である。但し、英語能力
の試験成績証明書（リスニング・リーディング・スピーキング・ライティング能
力を含む、例えば	TOEFL	や	IELTS､GREなど）の写しを提出しなければならない。
教育省華語文奨学金を申請する場合、TOCFL 成績証明書の提出
は不要である。

1	部

10
選考結果通知用封筒（長形	3 号封筒に	414 円
切手を貼り、表に各自の宛名と住所等を記入
したもの）。

教育省台湾奨学金の応募者 3	通

教育省華語文奨学金の応募者 3	通
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( 說明事項 )
認証とは、中華民国（台湾）政府によって、書類を確認する行政手続きである。提出書類の	5 と	
6 は、台北駐日経済文化代表処（03-3280-7800、03-3280-7802）または横浜（045-641-7737）、
大阪（06-6227-8623）、福岡（092-734-2810）、沖縄（098-862-7008）、札幌（011-222-2930）
にある各弁事処により認証されたものに限る。また、就学していた教育機関は日本以外の国・地
域に所在している場合、その国・地域にある中華民国	（台湾）の在外公館による認証された英語
版のものを提出する。台湾における大学で勉強している場合、学校が発行した資料を提出する。
期日までに応募書類を郵送にて提出する（2020 年	3 月	27 日必着）。直接来訪による受付は行わ
ない。なお、提出された書類は一切返却しない。
提出書類に不備があった場合、失格とする。

八、 注意事項

（一）教育省台湾奨学金と華語文奨学金の申請者は、入学手続き及び関連事項（例えば国民健康保
険など）は、各自で留学先の学校にお問い合わせください。

（二）教育省台湾奨学金と華語文奨学金の合格内定者は、2020 年	6 月	15 日から 6月	30 日までに留
学先の入学許可書（写し）を郵送で	1 部提出してください。2020 年	6 月	30 日までに入学許
可書が取得できなければ、不採用（不合格）となります。（提出先：〒 108-0071 東京都港区
白金台	5-20-2 台北駐日経済文化代表処教育部「教育省奨学金担当」）。

（三）奨学金合格者は、各自でビザ申請等の手続きを行ってください。
（四）奨学金支給期間中、「台湾奨学金作業要点」又は「教育省華語文奨学金作業要点」の規定に

合わない場合、奨学金の支給を停止されることがあります。
（五）留学終了後、帰国して	1	カ月以内に報告書一部、成績証明書と日本国内の連絡先を台北駐日

経済文化代表処教育部 ( 教育省奨学金担当 ) に提出してください。
（六）応募者は、台北駐日経済文化代表処のホームペ－ジの「教育」項目の「台湾奨学金」（https://

www.roc-taiwan.org/jp_ja/cat/21.html）及び「中国語（華語文）奨学金と能力試験」
（https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/cat/22.html）に掲載されている申請書類（申請表、承
諾書）をダウンロードして使用してください。

九、 お問い合せ先及び応募書類の提出先

（一）お問い合せメールアドレス：japan@mail.moe.gov.tw
お問い合わせは奨学金の規定内容のみ受け付けます。その他のお問い合わせは致しかねます。

（二）応募書類の提出先：
〒 108-0071 東京都港区白金台 5-20-2 台北駐日経済文化代表処教育部「教育省奨学金担当」
封筒表紙には応募する奨学金の種類 ( 教育省台湾奨学金か華語文奨学金 )	を明記してくださ
い。

最新情報を台北駐日経済文化代表処のホームページをご覧ください。
https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/cat/21.html
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正式名：中華民国 ( 首都：台北 ) 
面 積：約 3 万 6000 平方 km（九州とほぼ同じ面積） 
人 口：約 2300 万人 
言 語：中国語 , 台湾語 , 客家語 , 台湾原住民語 
宗 教：仏教 , 道教 , 儒教 , キリスト教など 
時 差：1 時間 ( 日本より 1 時間遅れ※日本 10:00 →台湾 09:00) 
天 候：亜熱帯・熱帯に属す。短い冬と長い夏。 
　　　 12 月～ 3 月は肌寒く、4 ～ 5 月 ,10 月～ 11 月は 22-30 度、6 ～ 9 月は 30-35 度程度。 
　　　 夏は 38 度に達することもあり、台風も多い。一年を通して雨が多く湿度も高い。 
　　　 雨が降りやすく、夕方スコールが降ることもある。 
入 国：日本国籍の旅客がノービザで台湾に入国した場合、滞在できる期間は 90 日間まで。 
　　　 ただし入国時に残存有効期間が 6 カ月以上のパスポートと、往復航空券、あるいは　　　
　　　 第三国への航空券の所持が必要。 
　　　 ビザを取得する際は台北駐日経済文化代表処に申請。 
電 気：110V 60Hz 2 穴もしくは 3 穴コンセント 日本の電化製品はほぼ使用可能。 
　　　 電圧が日本より 10V 高いが、問題なく使用可能。 
　　　 精密機器は念のため、変圧器を使用すると良い。 
交 通：台湾の道路は日本と逆で右側走行。
　　　 都市部では車やスクーターの交通量が非常に多い。 
　　　 日本と違い歩行者優先ではないため、信号付き横断歩道でも注意が必要。 
　　　 公共交通機関は日本とほぼ同じ。
　　　 ただ日本に比べてバスやタクシーの運転が非常に荒いので注意が必要。 
　　　 主要公共交通機関は MRT、台鉄 ( 電車 )、高鉄 ( 新幹線 )、路面電車 ( 一部地域 )、バス。 
制 限：年齢制限は飲酒喫煙ともに 18 歳から。 
　　　 公共施設をはじめ、電車内、レストラン、ホテル客室などでの屋内での喫煙が禁止及び       
　　　 制限されている。
　　　 違反者は罰金なので注意が必要。 
　　　 MRT やバスでは飲食が禁止されており、違反者は同じく罰金。

台湾基本情報 

128



ビザの取得

　台湾に留学するには、パスボートの取得はもちろん、各種ビザの申請
が必要になります。

　90 日以内の短期留学（語学留学等）であれば、ビザの取得が必要な
く、パスポートだけで入国、滞在することが可能です。もし 90 日以上
の滞在をする場合、ビザの申請が必要になりますのでご注意ください。
90 日以上であれば「停留ビザ」、180 日以上であれば「居留ビザ」の
申請が必要です。 

　停留ビザには「シングル」と「マルチ」の 2 種類があります。「シン
グル」は台湾人入国した後、他国へ出国するとビザが無効になります。
滞在中、日本へ一時帰国する予定がある人は、必ず「マルチ」を取得し
ましょう。また急用で帰国する可能性も考え、「マルチ」ビザをお勧め
します。
　停留ビザで入国し、180 日を超える可能性が出た場合、必要書類を揃
えた後居留ビザへの変更が可能です。

居留ビザ申請に必要な書類等

・残存期間 6か月以上のパスポート	
・証明写真 2枚 (3.5cm× 4.5cm)	
・入学許可証	
・健康診断書（規定の書式あり）
・現在所属する学校の在学証明書 ( 交換留学の場合 )	
・申請手数料

変更や追加等の可能性があるため、ビザについては台北駐日経
済文化代表処のウェブサイト
(https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/index.html)
にて最新の情報を確認してください。

航空券の手配

　留学のスケジュールが決定したら、航空券を予約しましょう。
台湾到着後、寮の準備や生活用品の購入等やることが多いので、
余裕をもって入学の 1 週間前には台湾へ入りましょう。

　正規留学等、居留ビザがある場合は片道航空券で入国が可能で
す。正規航空券の片道料金は非常に高いですので、LCC 等を利用
するのもおすすめです。手荷物が多いので、預け荷物の重量や個
数、機内持ち込みの制限等をしっかり確認しましょう。尚、台北
松山空港は台北市内、台湾桃園空港は桃園市にあります。台湾桃
園空港から台北市内まで、MRT 快速列車で 35 分ほどです。
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海外旅行保険への加入

　台湾は医療費が安いと耳にすることが多いと思います。とはいってもや
はり海外。しっかりと海外旅行保険への加入をしましょう。予期しないア
クシデントがあった際、保険の有無で結果が大きく変わります。

　居留ビザで入国し、連続 6 か月以上の滞在した場合、台湾の国民健康
保険「全民健康保険」の加入義務が発生します。しかし、国民健康保険加
入前の 6 か月間は、必ず自分自身で海外旅行保険に加入しないとなりませ
ん。留学向けプランや長期加入プラン等を扱っている保険会社を探し、加
入してください。

留学にもっていく荷物

生活用品・薬
　台湾では至る所で日本製品の購入が可能です。しかし、日本国内で購
入するのに比べて割高なため、生活必需品（歯ブラシ、スキンケア用品、
生理用品等）で使い慣れているものがあれば、日本国内から持ち込んで
もよいでしょう。日系の薬や生活用品を販売しているドラッグストアも
多くあり、いざとなった時でもすぐに購入可能です。

現金・クレジットカード
　留学の際には現金とクレジットカード（もしくはデビットカード）を
用意しましょう。現金は台湾国内の銀行で両替してください。またクレ
ジットカードは海外キャッシングの機能をつけると、台湾国内の ATM
にて台湾元として引き出すことができます。
台湾では飲食店など、クレジットカードが使えないところも多くあるた
め、必ず現金を持ち歩きましょう。

　また外国人でも移民局にて統一番号（身分証番号）を申請することに
より、銀行口座の開設が可能です。現金は銀行口座に入金して管理しま
しょう。

携帯電話・スマートフォン

　日本の携帯電話やスマートフォンには SIM ロックがかかっていることが
一般的です。もしかかっている場合、台湾の SIM カードを挿入しても使え
ませんので、各携帯電話会社にて SIM フリー化をしてください。

　また、台湾にてスマートフォンを購入するのも一つの手段です。安く購
入できる機種も多いため、現地用のスマートフォンを用意してもよいと思
います。

　外国人はプリペイド式 SIM カードが一般的ですが、居留証等がある場合
は一般的な月払い契約も可能です。自分の用途に合った契約をしてくださ
い。
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