
２０１１年度協定校留学近況報告書 

記 入 日 2011年 11月 4日 

留 学 先 大 学 国立台湾大学 

留 学 先 で の 所 属 学 部 等 

特定の学部･研究科等に所属している（以下に学部等名を記入） 

※学部等名（日本語）：理工学研究科，（現地言語での名称）：電子工程 

特定の学部等に所属せず様々な学部等の授業を履修している。 

その他：      

留 学 期 間 2011年8月－2012年6月 

明 治 大 学 で の 所 属      学部     学科     専攻 / 理工学研究科電気工学専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部     年生／研究科 博士前期課程 博士後期課程     年生 

    

Ｉ. 出発前にどのように情報を集め、準備をしましたか。しておいて良かったこと，準備不足だったこと，ぜひ次の学

生に準備としてアドバイスしたいことを記述してください。 

語学面では知っている単語の量だけは多いに越したことないと思います。 

私の場合は研究室にて研究を行うことが一番の目的だったので、事前に 2 回ほど希望の研究室に訪問し、装置等見学させて

もらいました。研究室なども授業と同じように教授と直接交渉ですので、自動に配属されることはありません。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ） ※詳細に記入して下さい 

ビザの種類：居留ビザ 申請先：台北駐日経済文化代表処(分処でも可) 

ビザ取得所要日数：1日 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：6000円 

ビザ取得のためにどのような書類の提出が求められましたか？また，どのように手配しましたか？ 

台北駐日経済文化代表処ウェブサイトに必要なものリストのフォームをダウンロードすることができます。 

以下、抜粋します。 

 

Ｄ、留学（大学、修士課程、博士課程） 

1、旅券：申請時に残存期限が６ヶ月以上 

2、申請書：1通 

3、写真：2枚（4cm×5cm、申請日前６ヶ月以内撮ったもの） 

4、留学先の学校の入学許可書原本とその写し１通 

（大学以下の高校、中学の留学については電話でお問い合わせください 03-3280-7800） 

５、HIV檢查を含めた健康診断証明書（3ヶ月以内に診断されたもの、所定フオ-ムあり） 

６、査証手数料 

 7、所要日数：翌日発給 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

書類さえ揃えてしまえば窓口が開いている時間に台北駐日経済文化代表処に行くだけです。健康診断は受診してから２週間

程度時間を要するので早めに受けておくことをお勧めします。留学開始期間付近は非常に混むので予約は早めにしたほうが

賢明です。ちなみに、台湾の場合は便検査は受けなくても大丈夫でした。 

ビザ取得の際に，留学先国大使館で面接のあった方は，どのような質問を受けましたか？ 

なし 



 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

注意点としては入国してから 15 日以内に台湾にある ARC(ALIEN RESIDENT CERTIFICATE)に必要事項記入書類(ARC にありま

す)、3.5×4.5サイズの写真(ARCのある MRT駅の改札にスピード写真があります)、パスポート内の写真の写っているページ

とビザ取得したページのコピーをそれぞれ１枚づつ、入学許可証原本とコピーしたものを１枚づつ、学生証の裏表コピーと

学生証、1000台湾ドルを持って手続きをしないとビザが失効してしまいます。留学先大学等から配布される資料をよく読み、

持ち物等は確認したほうがいいと思います。 

Ⅱ-2．留学のための渡航前手続き（その他の事前準備について） 

その他済ませておくべき準備があればお書き下さい（現地での現金調達準備，携帯電話購入，荷物運送など） 

お金が足りなくなった場合は、家に連絡して郵便局で送金してもらうのが手数料は一番安くて済みます。スカイプ等をお持

ちでないならばアカウントを作っておくと非常に便利です。 

 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1．到着時の様子 

利用航空会社 china airlines 

航空券手配方法 
web site 

※利用した旅行社・旅行サイト，格安航空券情報等があれば記入して下さい。 

大学最寄空港名 
松山空港ですが 

桃園空港利用 

現地到着時刻       

ｷｬﾝﾊﾟｽへの移動手段 

大学手配

の出迎え 

知人の 

出迎え 

公共交通機関 

 （ バス 電車）      

タクシー  その他                      

移動の所要時間 1～2時間 

空港からｷｬﾝﾊﾟｽへの移動の際の注意点，タクシー・公共交通機関で移動する際の行き方，料金等 

到着ロビー出口から右に向かって歩いて行くとバスのチケット売り場があるので台北駅までを買い、乗ると台北駅に着きま

す。そこから MRTを利用すれば大学へ行けます。バス会社は國光客運がお勧めです。 

大学到着日 7月 31 日     時頃 

2．住居について 

到着後すぐに住居 

入居できましたか？ 

はい 

いいえ 

いいえを選んだ方：     月     日から入居可能だった。 

住居のタイプ 寮     アパート     その他（     ） 

部屋の種類 一人部屋  二人部屋     その他（     ） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（なし） 

住居を探した方法 大学の斡旋 自分で探した   その他（     ） 

住居の申込み手順 あらかじめ webで大学側から必要事項の記入や書類の提出など求められます（希望の寮に入れないこ

とがあるため）。実際の手続きは到着後の当日です。 

住居は渡航前に，また渡航後すぐに見つかりましたか？トラブルはありましたか？ 

      

3．留学先でのオリエンテーションについて 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの有無 あった  なかった 

日程 9月 7日 

参加必須ですか？ 必須   任意参加 

参加費用は？ 無料   有料（金額：     ） 



内容と様子は？ ハンドブックに基本的に書いてある内容がほとんどです。 

留学生用 

特別ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

あった  なかった 

授業開始日 9月 13日から 

    

Ⅳ. その他、渡航してから必要な手続きについて 

1．現地で滞在許可等の申請の必要はありますか？いつ、どこで、方法は？日数、料金は？トラブルは？ 

あります。上に書いてあります。 

2．その他現地でした手続きは？（健康診断、予防接種等）いつ、どこで、方法、日数、料金は？トラブルは？ 

ありません。 

3．現地で銀行口座を開設しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

郵便局がおすすめです。大学内にもありますが、居留ビザを取得しないと開設できません。 

4．現地で携帯電話を購入しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

私は普通に契約しましたが、多くの方はプリベイド式を購入しています。日本以外の携帯だと SIM card交換だけで利用でき

るのですが日本の携帯の SIM card は使えません。 

 

Ｖ. 履修科目と授業について 

1．履修登録はいつどのような形で行いましたか？ 

出発前に（     月     日頃） 

オンラインで登録 志願書類に記入して登録 できなかった その他（     ） 

到着後に（8月 22-25日頃） 

オンラインで登録 国際オフィス等の仲介  できなかった その他（私はサマープログ

ラム参加のため現地にいましたが、普通の方は出発前かと思います） 

登録時に留学生として優先されることは あった        なかった 

優先が「あった」方はどのように優先されましたか？ 

      

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

留学生だからといって優遇されることは一切ありません。授業の手続き、授業を履修できるか先生と交渉、課題や試験まで、

台湾の学生と同等に扱われます。 

出発前に授業を登録した方は，現地で変更・追加できましたか？また希望通りの授業が取れましたか？ 

変更期間が設けられています。 

2．履修単位数 

一学期の登録単位数・科目数を教えてください。   
1科目 2単位 

多すぎた ちょうど良い 少なすぎた 

留学先大学の学生は週平均何科目とるのが一般的ですか？ 1-2科目／週（3-6時間）ぐらい 

3．授業内容 

現在までに受講している授業はどのように授業が進められていますか？（予復習，テスト準備など，アド

バイスもご記入下さい。） （下記授業の履修時期：2011年 9月から 2012年 1月） 

No. コース名／教授名 時間数／週 留学先での単位数 

１ 固態光學元件/楊英杰 1日に 3コマ       

何回かのレポート、中間試験、期末試験あり。授業自体は中国語、板書は英語。試験問題は全て英語で解答は中国語可。 



 

Ⅵ. 一週間のスケジュール 授業時間、課外活動、勉強時間等、毎日の生活について記入してください。 

 月 火 水 木 金 土 日 

7:00 
                                          

8:00 
                                          

9:00 
                                          

10:00 
CLD(Chinese 

class) 

CLD CLD CLD CLD             

11:00 
CLD CLD CLD CLD CLD             

12:00 
CLD CLD CLD CLD CLD             

13:00 
研究室(20-24 時

くらいまで) 

研究室(20-24 時

くらいまで) 

研究室(20-24 時

くらいまで) 

研究室(20-24 時

くらいまで) 

研究室(20-24 時

くらいまで) 

            

14:00 
                        専門科目授業             

15:00 
                        専門科目授業             

16:00 
                        専門科目授業             

17:00 
                        専門科目授業             

18:00 
                                          

19:00 
                                          

20:00 
                                          

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
                                          

 

Ⅶ. 現在までの感想  

留学先大学、プログラムについて、授業、宿舎、生活全般についてなど、自由に書いてください。 

自分次第で充実した留学生活が送れると感じています。 

 


