
協定留学近況報告書 

記 入 日 2022年 10月 31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）：人類学部，（現地言語での名称）：人類學系 

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：学部には所属していますが、様々な講義を横断的に受講しています。 

留 学 期 間 2022年9月－2023年6月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部 国際日本学科 国際日本学専攻  

学年（出発時本学での学年） 学部 2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。 

私はそもそも留学を決断した時期が応募締め切りの一ヶ月前だったりと、準備にかける時間が非常に少なかった部類に

入ると思います。現在は何とか台北で暮らせていますが、早く準備を進めることで無駄な出費を避けられるシチュエーショ

ンがあったりしましたので準備はできるだけ早く進めるが吉です。特に TOEFL 等のスコアは前もって取得しておくことで精

神的負担がかなり軽減されると思います。また第二外国語として留学先言語の講義を前もって受講しておくなどの試み

は非常に有効です。 

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 

ビザ取得所要日数：一週間程度（事前に健康診断を

受ける必要等がありましたので、それらを含めると三週

間程度は要したと思います。） 

（申請してから何日／週間要したか） 

ビザ取得費用：8900 円（健康診断等の費用を含めると約

50000 円ほど。※健康診断を受けるクリニックによって値段が

異なりますので事前に調べていくと良いと思います。） 

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？ 

・パスポート原本及びコピー ・ビザ申請書 ・証明写真 2 枚 ・留学先学校の入学許可証及びコピー ・健康診断書 ・

明治大学の在学証明書 ・住民票又は運転免許証/マイナンバーカードの両面コピー ・申請費用 （特に健康診断はい

つでも受けることができるとは限らないと思いますので注意が必要です。また私はコロナ禍での留学ということもあり、台湾

教育部が発行する、各留学予定者に割り振られた番号を事前に留学先学校の担当者からメールで送ってもらい、申請

の際に提出する必要がありました。） 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

台北駐日経済文化代表処のホームページを参照しながら提出書類の準備を進めました。健康診断を申請の１〜二週

間前に受けた後、申請を行いましたが、もっと余裕を持って受けた方が心持ちが楽になると思います。パスポートは残存

期間が６ヶ月以上必要でしたので更新を行いました。その他の書類は特に難なく準備することが出来たと思います。現在

は分かりませんが、申請の際は整理番号が配られるなどするため、朝から建物前に並ぶ必要がありました。手続き自体

は 10分ほどで終わりました。 

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？ 

     渡航理由の確認等の基本的な質問だけだったと記憶しています。私の場合は渡航が遅れていましたので、この時

期から講義に参加するんですかといった質問も受けました。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

余裕を持って準備することに尽きると思います。健康診断の際に母子手帳が必要であるとか、実際にホームページに書

いてあること以外の情報が SNS等でも確認できましたので、ある程度はそれらを参考になさっても良いと思います。 

  



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） 

事前に決定しておく必要があるのは現地での住居です。例年は（先着順？）で寮に入ることが出来るようですが、私の場

合はコロナの影響もあり、最も便利な寮に入ることが出来た人は多くありませんでした。off-campus の住居も条件の良い

ところは早くから埋まっていきますのでなるべく早く探し始めた方が良いと思います。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 STARLUX Airlines 

航空券手配方法 
Gotogate（旅行サイト）※このサイトは評判があまり良くないのでお勧めしません。 

※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 台湾桃園国際空港 現地到着時刻 16:30 

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 約 30分 

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 

入国してから一週間の隔離措置があったため、キャンパスには移動せず、防疫タクシーで隔離ホテルまで移動しました。 

大学到着日 10月 2 日 15 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（     ） 

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 AirBnB で 10 ヶ月分の予約を行いました。 

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？ 

渡航前に様々なサイトで探しましたが、現地のオーナーと連絡がつかないこともしばしばあり、最終的に現在の住居に落ち

着きました。本来であれば、寮に入りたかったですが、なかなか難しかったです。 

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 あったようですが、入国が遅れたため参加していません。 

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？ 不明 

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 5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？ 

居留ビザを到着後 15 日以内（隔離があったため、30 日間に延長されていました）に ARC カードに切り替える必要があり

ます。中華民国内政部移民省にて手続きを行いますが、事前にネット上で殆どの手続きを完了することができ、その後

受け取りに行くという形になります。費用は 1000元ほどだったと記憶しています。 

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？ 

特にありません。 

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？ 

開設していません。クレジットカード、日本のデビットカードで現地通貨を ATM で引き出すなどしています。 

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？ 

空港到着後に sim を購入する必要がありました。その時の契約を今も使っています。 

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（9 月 5~18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（     月     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（     ） 

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？  

基本的に留学生は英語で行われるコースを取るので、特に現地の学生より優先されている等はないと思います。 

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？ 

基本的に全てのコースが抽選なので、希望通りに講義が取れることはほぼありません。取りたいと思っている単位数の

1~2 倍ほどの講義を選択してようやくと言った感じです。上手く空きコマを無くして…。等の工夫もあまり上手くいかないと

思います。   



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 
      Chinese 

Enhancing 
Course 
(8:10~10:0
0) 

      Chinese 
Enhancing 
Course 
(8:10~10:0
0) 

                  

9:00 
      Chinese 

Enhancing 
Course 
(8:10~10:0
0) 

Introduction 
to English 
Presentation 
(9:10~12:1
0) 

Chinese 
Enhancing 
Course 
(8:10~10:0
0) 

                  

10:00 
Introduction 
to East 
Asian 
Studies 
(10:20~12:
10) 

Gym 
(10:30~12:
30) 

Introduction 
to English 
Presentation 
(9:10~12:1
0) 

                        

11:00 
Introduction 
to East 
Asian 
Studies 
(10:20~12:
10) 

Gym 
(10:30~12:
30) 

Introduction 
to English 
Presentation 
(9:10~12:1
0) 

                        

12:00 
                                          

13:00 
                  Exploring 

Taiwan: 
Natural 
Resources 
Conservatio
n and 
Manegement 
(13:20~15:
10) 

                  

14:00 
                  Exploring 

Taiwan: 
Natural 
Resources 
Conservatio
n and 
Manegement 
(13:20~15:
10) 

      Gym 
(14:00~16:
00) 

      

15:00 
Exploring 
Taiwan: Film 
and Social 
Culture in 
Taiwan 
(15:30~17:
20) 

Seminar on 
Asian 
Democratiza
tion 
(15:30~17:
20) 

                  Gym 
(14:00~16:
00) 

      

16:00 
Exploring 
Taiwan: Film 
and Social 
Culture in 
Taiwan 
(15:30~17:
20) 

Seminar on 
Asian 
Democratiza
tion 
(15:30~17:
20) 

                              

17:00 
                                          

  



18:00 
General 
Chinese 
Language 
Course 
(18:25~21:
05) 

      General 
Chinese 
Language 
Course 
(18:25~21:
05) 

                        

19:00 
General 
Chinese 
Language 
Course 
(18:25~21:
05) 

      General 
Chinese 
Language 
Course 
(18:25~21:
05) 

                        

20:00 
General 
Chinese 
Language 
Course 
(18:25~21:
05) 

      General 
Chinese 
Language 
Course 
(18:25~21:
05) 

                        

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。 

おおむね、充実した日々を過ごせていると思います。日本の大学にいた時とは違った要素、ジムでの運動から常に英語

で友達と話す生活などの全てを楽しんでいます。ただ懸念点として、食の問題があります。現状はまだ飽きが来ていない

ため大丈夫ですが、台湾の安く美味しい、外食中心の食生活に対して飽きが来始めると新たな食生活を模索することに

なりそうです。 

留学先大学を目指す学生に向けてのアドバイスをお願いします。 

  国立台湾大学にくる留学生は英語がある程度できた方が楽しめると思います。中国語での講義を受講することが難し

ければ英語の講義を必然的に取る事になりますが、そのクラスは外国からの留学生が殆どを占めます。したがって彼らと

の会話でも英語で話す事になるわけで、英語は非常に重要です。実際に中国語よりも英語が大事だと口々に言う日本人

は多くいます。アドバイスがあるとすればそれくらいです。あとは何とかなります。とても良い大学ですので是非、検討してみ

てください。最後に円安がもう少し収まることを祈って。 

  



 

  


