
 

協定留学近況報告書 

記 入 日 2016年 11月 18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）：社会学，（現地言語での名称）：      

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 2016年９月－2017年１月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部国際日本学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部３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。 

出発前は、まずは英語に力を入れ、他国からの留学生との交流が円滑にできるようにしておきました。また、歴史的にデリケ

ートな問題を抱える国なので、こちらで失礼のないよう、歴史、文化などを勉強しておきました。しておいてよかった事として、

sim について調べ、sim free のスマホを用意していったことです。台湾は日本より公共の場などで電波が飛んでいることは多

いですがしっかりと準備しておきましょう。 

準備不足だったこととして、中国語をもっとやっておけば良かったと感じました。また他国からの留学生とも、たくさん絡むの

で、台湾だけでなく、他の国の歴史、文化の勉強をしておくべきだったと反省しています。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：resident visa 申請先：  
ビザ取得所要日数：2週間程度  

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：      

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？ 

入学許可証、健康診断書などを提出しました。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

書類を用意し、大使館に持っていきました。 

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？ 

面接はありませんでした。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

必要な書類が多いですが、時間に正確に手配してくれるのでおそらく問題ありません。 

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） 

大体日用品は現地で調達できます。また変圧器、変換機は必要ありません。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 バニラエア 

航空券手配方法 
Skyscanner を使用しました。 

※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 桃園空港 現地到着時刻 17時 

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 3時間以内 

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 

空港からバスが出ており台北駅へ、そこからＭＲＴで公館まで行きます。 

大学到着日 9月６日１９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 台湾大学から指示が送られてくるので、期日を守って、申請、入金すれば大丈夫です。 

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？ 

特に問題なく入居できました。 

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 8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？ 英語での説明と中国語での説明があります。質問すれば丁寧に助けてくれます。 

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１２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？ 

ついてから、2 週間以内に小南門駅の大使館で取ることができます。料金は忘れてしまいましたが高くはありませんでした。 

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？ 

健康診断、予防接種などは日本で受けるように促されます。 

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？ 

していません。 

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？ 

Simのみ購入しました。 



 

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（８月中旬頃） 

    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（９月中旬頃） 

    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？  

抽選なので、落ちた授業は諦め、他の授業を取りました。 

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？ 

追加、変更可能です。ただし、人気の授業は事前登録の時点で埋まってしまうので、日本にいるときからＨＰなどでしっかりリ

サーチして、事前登録することをお勧めします。 

 

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 
中国語       中国語       中国語             

9:00 
中国語       中国語       中国語             

10:00 
中国語      English 

presentation 

中国語 Taiwan and 

southeast asian 

arts 

中国語             

11:00 
      English 

presentation 

      Taiwan and 

southeast asian 

arts 

                  

12:00 
      English 

presentation 

      Taiwan and 

southeast asian 

arts 

                  

13:00 
図書館で勉強 図書館で勉強 図書館で勉強 図書館で勉強 図書館で勉強             

14:00 
図書館で勉強 図書館で勉強 図書館で勉強 図書館で勉強 図書館で勉強             

15:00 
図書館で勉強 図書館で勉強 図書館で勉強 図書館で勉強 図書館で勉強             

16:00 
図書館で勉強 図書館で勉強 図書館で勉強 図書館で勉強 図書館で勉強             

17:00 
図書館で勉強 図書館で勉強 図書館で勉強 図書館で勉強 図書館で勉強             

18:00 
                                          

19:00 
剣道クラブ                   剣道クラブ             

20:00 
剣道クラブ                   剣道クラブ             

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。 

国立台湾大学について：問い合わせのメールなどを送ると迅速に対応してくれます。また留学生の受け入れに慣れているの

で様々なプログラムで手厚く対応してくれます。 

宿舎について: 一人部屋を取ることをお勧めします。自分は一人部屋なので快適に暮らせていますが、2 人部屋を取り、苦

労をしている友人がいます。 

生活全般について：台湾の食文化は脂っぽいので、合わない人にはきついです。 

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。 

まず、2点伝えたいことがあります。 

1 つ目は、授業に期待しすぎてはいけない、という点です。いい授業がない、という意味ではなく、限られた時間の授業の中

だけでの勉強は限界がある、という意味です。結局は授業外の時間に主体的に取り組まないと知識は全く身に付きません。

留学中はバイトもないので、自分のしたい勉強を思う存分に出来るいい機会です。台湾大学には 24時間開放の自習室もあ

ります。そこで深夜まで勉強をしている台湾人の学生はとても多いため、モチベーションを維持しやすいと思います。いかに

授業外の時間を有効に使えるかが、留学では大事だと思います。 

2つ目は、友人関係です。留学先で友人ができるかなど、心配をしている方がいるかもしれませんが、必ず友達はできます。

国立台湾大学ではたくさんのプログラムや交流会があるので、外国人を含め、知り合う機会は山ほどあります。最初はなか

なかできなくても焦る必要は全くありません。必ず、留学先でしか出会えないかけがえのない友人と出会えると思います。 

 


