２０１９年６月５日作成

国立虎尾科技大学（台湾）短期文化研修参加者募集要項
本プログラムは本学協定校である国立虎尾科技大学において，本学を含む日本の協定校のために実施される特別プログ
ラムです。本学と国立虎尾科技大学の協力促進及び交流のために，中国語に興味があり，将来中国への長期留学を検討し
ている学生を対象に下記の通り派遣学生を募集します。希望者は以下の申請方法に従い，申請期間内に必要書類を揃えて
提出してください。

日程

2019 年 8 月 18 日（日）～8 月 24 日（土）
※8 月 18 日台湾(桃園空港)着，8 月 24 日台湾（桃園空港）発
国立虎尾科技大学（台湾）※本学協定校。台湾南西部にある雲林縣に位置する国立技術大学。現在 4 学部（工学

研修実施校

部，電機情報学部，管理経営学部，文理学部）
，19 学科，10 研究科を有する。雲林縣にある大学の中ではもっとも歴
史のある大学。学生数は約 1 万人。

募集人数

2名
授業料

協定関係に基づき免除
航空券代自己負担で個人の責任において手配して渡航。現地空港での送迎の都合によ
り，本学からの参加者全員で同じ便を手配する必要があります。航空券手配の仕方等
については参加決定後にお知らせします。

航空券代金

（手配する便の時間については研修スケジュールを参照）

研修費用

食費

朝昼夜，基本的に全て自己負担

保険費用

本学が指定する海外旅行保険〔東京海上日動火災保険〕に保険料各自負担で加入する
こと

宿泊費・教材費等

1 名 3,500NTD（現金）を現地で支払うこと

交通費
その他

宿泊先

日本出発
台湾到着
（桃園空港）
※注１

（予定）

（フライト遅延等により個別に移動となった場合）

雑費（その他の生活費・現地での交通費・お土産代など）は全て自己負担

国立虎尾科技大学付近のホテル（4 人 1 部屋を予定
※部屋割りは現地にて通知される。
8/18（日）

研修内容

桃園空港から雲林駅までの新幹線移動費用，片道約 780NTD

8/19（月）
9:30-10:00
Opening Ceremony
10:00-12:00
チーム分け
交流時間

8/20（火）

※変更の可能性あり）

8/21（水）

8/22（木）

9:00-12:00
台湾語

9:00-12:00
タピオカ作り

9:00-12:00
台湾オペラ紹介
講師:
李玉璽
河尻和也

9:00-12:00
テーブルゲーム
講師:
李玉璽
河尻和也

14:00-17:00
漢方薬屋のガイド
講師:
李玉璽
河尻和也

14:00-15:00
作品制作
15:00-16:00
作品交流
16:00-16:30
感想発表

17:00～
自由時間

17:00～
夜市

14:00-17:00
滞在先ホテルへ
移動

14:00-17:00
異国文化討論

12:00-15:00
台湾宗教文化体験
北港：朝天宮

14:00-17:00
お茶作り
講師:
李玉璽
河尻和也

17:00
虎尾到着
（ホテル）

17:00～
自由活動

17:00～
自由時間

17:00～
自由時間

8/23（金）

8/24（土）

チェックアウト
午後：
桃園空港へ
夕方：
台湾出発
※注２
帰国

※注１：＜往路＞なるべく午前中着のフライト，遅くとも午後 2 時までには桃園空港に到着し，出迎えの研修校担当
者と合流できるよう計画を立ててください。台北にはもう 1 つ空港がありますが，必ず桃園空港を利用してくださ
い。桃園空港～大学への移動は，研修校手配の交通手段利用を予定していますが，万一フライトの遅延などで間に
合わない場合，費用自己負担で新幹線を利用した移動となります。
（桃園空港～雲林駅 交通費：片道約 780NTD）
※注２：＜復路＞大学から桃園空港へ出発するのが昼過ぎ（午後）となる予定のため，帰国便は夕刻以降出発のもの
を予約する必要があります。
※8/23 の授業は，各授業テーマに関連したビデオ（You tube などから 3 分以内の映像）や写真を各自準備し，授業
中に発表していただく可能性があります。
※国立虎尾科技大学の事情により研修の内容が変更される場合があります。
※基本的な使用言語は北京語ですが，文化体験などは日本語の通訳が入る予定です。
※授業には厳密なレベル分けはありません。北京語や台湾に興味を持つ方に参加してもらいたいとの事です。

下記１～6 の申請書類を全てそろえて，申請期間中に各キャンパスいずれかの国際教育事務室窓口（和泉・

申請方法

海外留学）
・中野は，3 階事務室

海外留学担当の業務取扱時間内に提出してください。

キャンパスによって申請受付曜日・時間が異なりますので注意してください。
１． 国立虎尾科技大学短期文化研修参加申込書（所定書式，PC 入力用，証明写真 4x3cm 添付）
２． 国立虎尾科技大学 Summer Camp 申込書（所定書式，証明写真 4x3cm 添付）
３．志望理由書（所定書式，PC 入力用，日本語で記述，A4 用紙 1 枚 800 字程度）
４．成績通知表（2 年生以上は必須/新入生は不要）
※Oh-o!Meiji ポータルサイトから出力したもの

申請書類

※成績証明書（有料）ではありませんのでご注意ください。
５．国立虎尾科技大学短期文化研修参加申込誓約書（所定書式，手書き）
６．国立虎尾科技大学短期文化研修参加確認書（所定書式，手書き，パスポートコピー添付要）
※申請時点でパスポートを有していない場合も応募可能ですが，遅くとも６月２７日（木）までに
パスポートコピーを提出ください。
書類ダウンロードはこちら↓
https://www.meiji.ac.jp/cip/tankibunka.html

申請資格

１．基礎的な英語能力を有すること
２．入門～初級レベルの中国語能力を有すること（未習者も可，但し既習者優先）
３．予定されている全ての研修日程に参加できること
４．誓約書に記載された事項に同意し，申込み前に保護者の同意を得ていること
５．２０１９年８月末日まで有効なパスポートを有していること。申請時点でパスポートを有していない
場合は遅くとも６月２７日（木）の国際教育事務室窓口業務取扱時間内にパスポートを提出できるこ
と
６．心身ともに健康であり海外で生活するうえで問題がないこと（持病をお持ちの方はかかりつけ医の了
解を得ること）
７．選考合格後，本学所定の手続きを滞りなく完了できること

申請期間

２０１９年６月５日（水）～２０１９年６月１２日（水）

申請受付
場所・日時

上記申請期間中に，以下 4 キャンパスのいずれかの国際教育事務室窓口業務取扱時間内に提出。
□ 駿河台：平日 9 時～11 時半，12 時半～17 時，土曜 9 時～12 時半，日祝日閉室
□ 和泉（海外留学）
：平日 9 時～11 時半，12 時半～17 時，土日祝日閉室
□ 生田：平日 9 時～11 時半，12 時半～17 時，土日祝日閉室
□ 中野 3 階事務室海外留学担当:平日 9 時～11 時半，12 時半～17 時半，土曜 9 時～12 時半，日祝日閉室

選考方法

合格後の
手続

申請期間中に申請書類を提出した方を対象に，書類選考をおこないます。
選考の結果は６月１７日（月）までに各申請者に Oh-o! Meiji ポータルサイトを通じて通知します。
選考に合格した方は以下（１）～（３）の手続を行う必要があります。
（１）各自で往復航空券（成田/羽田⇔桃園空港）を購入（現地空港での送迎と危機管理の都合により，
国立虎尾科技大学が指定する到着・出発時間帯にあてはまる航空券を購入してください）
（２）本学指定の海外旅行保険への加入（料金は各自負担）
（３）渡航前オリエンテーション（7 月中旬）へ参加（日程は後日通知します）

注意事項

□本研修は，全参加者が同一日程で参加するものであり，渡航期間の変更，指定の宿泊施設の変更は認め
られません。
□本研修は，大学からの旅行（航空券等）手配，本学教職員の引率はありません。各自で渡航・帰国の手
続きをしてください。
□本研修には国立虎尾科技大学の日本の協定校に在籍する日本人学生が参加予定です。各協定校からの参
加者数が催行人数に満たない場合は同大学が研修催行を中止する場合があります。
□国際情勢や主催大学の事情等により，研修の中止や開講期間の変更が生じる場合があります。

お問合せ先

明治大学国際教育事務室（駿河台キャンパス グローバルフロント 2 階）
TEL：03-3296-4868 Fax：03-3296-4360 Email：gogaku23@meiji.ac.jp
（窓口業務取扱時間：平日 9 時～11 時半，12 時半～17 時 土曜 9 時～12 時半）

以

上

