
協定留学近況報告書 

記 入 日 2017年 11月 20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） 

心理學系 一般心理學組（普段は台湾大学病院の精神科で研究） 

留 学 期 間 2017年9月－2017年2月  

明 治 大 学 で の 所 属 理工学研究科 電気工学専攻  

学年（出発時本学での学年） 博士前期課程 1 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。 

修士で留学することを見込んで、大学二年時にHSK6級を取得。留学直前にHSK口頭試験の中級を取り、その他にも学部

時代には、国立台北大学夏季文化研修・国立虎尾科技大学夏季文化研修・国立台湾大学脳神経科学サマースクール・

北京大学中国語研修などに参加。中国語力はないよりは、絶対少しでもあった方がいい。実際に留学して、英語より中国語

の方が大事だと感じた。余裕があれば、繁体字を少し勉強しておくとよい。 

 

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：Ｖｉｓｉｔｏｒ 申請先：台北経済文化代表処 

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：5300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？ 

http://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/25154.html （ビザのタイプにより異なります） 

 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

https://visawebapp.boca.gov.tw  （webから申し込みます） 

 

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？ 

特になし 

 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

特になし 

 

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） 

初めの一か月はお金がかかるので、お金を多めに（10 万円あれば十分）持って行ってください。 

 

 

http://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/25154.html
https://visawebapp.boca.gov.tw/


 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 スクート航空（渡航二か月前に購入。往復 34,000円） 

航空券手配方法 
スクート航空のｗｅｂサイトを利用 

 

大学最寄空港名 
松山（最寄）・桃園（今回利用） 

 

現地到着時刻 14：45 

ｷｬﾝﾊﾟｽへの移動手段 

公共交通機関 

（電車）   

                      

移動の所要時間 
桃園空港から台北駅まで電車で 40 分程度。 

 

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 

桃園空港から台北駅まで電車で 40分、台北駅から大学の最寄り駅（公館）まで電車で 20分。料金は合計 1000円程度。 

 

大学到着日 
9月 1日 10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？ 

いいえ 8月 31 日の夜は、予約していた台北駅のホテルに泊まり、 

9月 1日から寮に入居可能だったので次の日に入寮した。 

 

住居のタイプ 
寮     

   

部屋の種類 一人部屋  （一か月約 3万円） 

 

ルームメイト なし 

 

住居を探した方法 大学の斡旋  

 

住居の申込み手順 詳細な手続き方法は、全て台湾大学の寮からメールで来るので心配ありません。 

 

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？ 

なし 

 

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   

日程 9/5 

参加必須ですか？ 必須   

参加費用は？ 無料   

内容と様子は？ 授業の履修・変更の方法などの話があった 

留学生用特別ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ あった   

授業開始日 9月 11 日から（留学生の中国語の授業は 9/18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？ 

滞在期間が 5 ヵ月なので特に必要ありませんでした。（6 カ月以上の人は現地で申請をします。） 

 

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？ 

台湾でもできるようですが、着いてからだと時間的に不安だったので全て日本で済ませました。 

 

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？ 

開設しませんでした。Ｖｉｓａカードを使っているので、現地のＡＴＭでいつでも簡単にお金が引き出せました。 

 

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？ 

5 カ月（150日）4Ｇ使い放題のＳＩＭカードを空港で買いました。5000円程度なのでお得だと思います。 

  

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（8 月 17 日頃） *学科の授業はこのときに登録 

オンラインで登録  

到着後に（9 月 11 日頃） *留学生の中国語授業のみ、現地で中国語の試験を受けた際、手書きにて登録 

    オンラインで登録 

登録時に留学生として優先されることは 特になかった 

優先が「あった」方はどのように優先されましたか？ 

特になし 

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

全て希望通りに履修登録できた。 

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？ 

授業の登録・変更方法は明治大学と同じような感じだが、履修しそびれても初回授業に参加して先生から履修番号の書い

た紙をもらえば、後日ネットでその番号を打ち込めば追加できるシステムがある。（詳細はオリエンテーション） 

 



 

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 
起床・朝飯・移動 起床・朝飯・移動 起床・朝飯・移動 起床・朝飯・移動 起床・朝飯・移動             

8:00 
中国語（授業） 中国語（授業） 中国語（授業） 中国語（授業） 中国語（授業）             

9:00 
中国語（授業） 中国語（授業） 中国語（授業） 中国語（授業） 中国語（授業） 起床    

10:00 
図書館で自習 図書館で自習 図書館で自習 図書館で自習 図書館で自習 業界研究       

11:00 
図書館で自習 図書館で自習 図書館で自習 図書館で自習 図書館で自習 業界研究       

12:00 
昼食・移動 昼食・移動 昼食・移動 昼食・移動 昼食・移動 業界研究       

13:00 
部屋掃除・洗濯 ゼミ英語論文 台湾大学病院 台湾大学病院 台湾大学病院 昼飯       

14:00 
休憩 ゼミ英語論文 台湾大学病院 台湾大学病院 台湾大学病院 台日交流会       

15:00 
言語交換 ゼミ英語論文 台湾大学病院 台湾大学病院 台湾大学病院 台日交流会       

16:00 
言語交換 ゼミ英語論文 台湾大学病院 台湾大学病院 台湾大学病院 台日交流会       

17:00 
脳科学（聴講） 夜ご飯 台湾大学病院 台湾大学病院 台湾大学病院 台日交流会       

18:00 
脳科学（聴講） ゼミ 言語交換 夜ご飯 夜ご飯 夜ご飯       

19:00 
脳科学（聴講） ゼミ 言語交換 カフェで復習 自由時間 自由時間       

20:00 
ジム・夜ご飯 ゼミ 言語交換 カフェで復習 自由時間 自由時間       

21:00 
中国語の復習 ゼミ 夜ご飯 中国語の復習 自由時間 自由時間       

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。 

台湾大学は、とにかく留学生に対するサポートが手厚いので、全く心配することがありません。様々な留学生向けのプログラ

ムがあり、とてもいい留学先だと思います。授業の課題は少し多いですが、しっかり復習の時間を確保すれば全然問題ありま

せん。寮（水源学生寮）の環境もよく、部屋は綺麗でジムやラウンジがあります。台湾のご飯は脂っこいものが多く、野菜が採

りにくいので、コンビニのサラダなどを定期的に食べています。 

 

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。 

台湾大学の協定留学申請にはＧＰＡ3.0 以上が必要ですが、真面目に勉強している方にとってはそんなにハードルも高くな

いと思いますし、台湾に留学を考えているのであれば、私は台湾大学をお勧めします。私は主に台湾大学病院で研究を行

っているので、一般的な留学とは異なり在外研究のようなことをしていますが、台湾大学の留学に関して質問があれば、 

何でも聞いてください。 

 


