
協定留学近況報告書 

記 入 日 2019年 11月 8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）：社会学部，（現地言語での名称）：College of Social Science 

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 2019年9月－2020年7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2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。 

留学の手続きがすべて英語だったので、留学先大学のウェブサイトやメールを注意深く読み、とても慎重に行いました。 

準備不足だったと思うのは、中国語です。でも今から頑張ります！ 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ）  

ビザの種類：居留査証 申請先：台北駐日経済代表処 

ビザ取得所要日数：2 日 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：6900 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？ 

１、旅券及びその写し 1 通：申請時に残存期限が６ヶ月以上 

２、一般ビザ申請書 1 通（本人の旅券と同じ署名が必要） 

３、証明写真 2 枚（3.5cm x4.5cm、申請日前６ヶ月以内に撮ったもの） 

４、留学先の学校の入学許可書原本とその写し 1 通 

５、健康診断書 1 通 

６、明治大学の在学証明書 1 通 

台北駐日経済代表処のホームページに詳しく記載されていますので、必ずよく読んでください！ 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

オンライン申請をし、必要書類をもって申請しに行きました。 

次の日には受け取ることができました。 

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？ 

面接なし 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

ホームページをよく読めば大丈夫です！ 

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） 

現地でお金をどうするかは行く前に決めておいたほうが良いです。 

私は現金とキャッシュパスポートを持っていきました。 

キャッシュパスポートやクレジットカードなどはいざというときに役に立つと思います。 

でも台湾は現金が主なのでいつでも現金が手元にあるようにしたほうが良いです。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 JAL 

航空券手配方法 
父親のマイレージ特典を使いました 

※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 14：10 

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☑電車）     

タクシー  その他    

                 

移動の所要時間       

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 

MRT を使い台北メイン駅から乗り換えてホテルに向かいました。 

大学到着日 ９月２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？ 

はい 

☑いいえ 

いいえを選んだ方：９月２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 大学側から大学寮の案内があり、それに従いました。 

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？ 

特にありませんでした。でもほんのやや汚いです。掃除かなりこまめにしてます。 

ゴキブリホイホイなど現地でも調達できるので入居したらすぐに設置しましょう。 

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 4 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？ 英語で今後の学生生活やルールなど説明してくれました。 

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９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？ 

台北移民局に行き、ARC というビザ（6 か月以上滞在する人用）を申請しました。 

これは日本の台北駐日経済代表処で案内されるのでよく話を聞いておいてください。 

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？ 

特にしてません 



 

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？ 

寮のすぐ近くにある第一銀行でしました。中国語ができる友達に助けてもらったのでなんとかできました。 

中国語できない人は一人ではできないので覚悟してください。 

口座開設に必要な主なものは、パスポート、ARC（すみません正確に覚えていませんが、持って行ったほうが安心です）、マイナンバーカ

ードの裏面の番号です。マイナンバーカードは日本に置いてきたので、家族に写真を送ってもらいました。申請から 1 週間後に受け取りに

行きました。デビットカード機能のついているキャッシュカードを受け取りました。カードの受け取りの時も説明をされるので、台湾人のボラン

ティアバディの子についてきてもらいました。中国語が堪能ではない限り一人ではできません。 

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？ 

学校の寮で４G 無制限の SIM1 年用がおよそ 1 万円で販売されており、それを購入しました。  

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１３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？ 

社会学部の学生は社会学部の授業が取りやすいように優先されました。 

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

      

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？ 

現地で変更追加できました。 

抽選にもれた場合は第 1 週目の授業に行き、緑のコードが書かれた紙をもらうことができれば、登録可能です。 

取りたい授業が同じ時間ということがあり、すべての希望を叶えることはできませんでした。 

 



 

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 
              勉強 

お出かけ 

勉強 

お出かけ 

勉強 

お出かけ 

8:00 
 Enhancing 

Chinese 
      Enhancing 

Chinese 

                  

9:00 
      Enhancing 

Chinese 

 Enhancing 

Chinese 

             

10:00 
      勉強 

昼寝 

お出かけ 

      勉強 

昼寝 

お出かけ 

        

11:00 
                                          

12:00 
                                

13:00 
東アジア政治と歴

史に関する授業 

                               

14:00 
東アジア政治と歴

史に関する授業 

                               

15:00 
台湾の映画に関

する授業 

      台湾 の自然 に

関する授業 

                        

16:00 
台湾の映画に関

する授業 

      台湾 の自然 に

関する授業 

                        

17:00 
                                

18:00 
General 

Chinese 

      General 

Chinese 

言語交換 

 

                  

19:00 
General 

Chinese 

      General 

Chinese 

                        

20:00 
General 

Chinese 

ダンスサークル General 

Chinese 

                        

21:00 
      ダンスサークル                          

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。 

 とても充実した毎日を送っています。ただ時間があるようでなぜか忙しく毎日過ぎ去るのが早く、少し焦りを感じています。 

宿舎は一見きれいで、やや汚めです。コンバットをおいたので部屋にはゴキブリは出ていませんが、共有スペースではたく

さん見かけました。 

 授業はすべて英語なので少し苦労しています。私はここに来た初日に英語をつかって様々な国から来た学生と友達にな

ることができ、自分の英語に自信を持てました。しかし、授業になった途端私の英語力がすごく下がるように感じており、とて

もショックを受けました。原因は様々な国のアクセントのある英語を聞き取れていないこと、専門的なボキャブラリーの不足だ

と感じています。今の目標は授業を完全に理解できる英語を身につけることです。 

 中国語は授業を受けていますが、台湾人の先生が英語で説明をするので、私はあまりいい授業とは思いません。また先

生の英語は割と片言気味なのでさらに混乱します。また同じクラスの子が文法に関する質問を先生にしたとき、「そうゆうも

のなのだから覚えなさい。それは英語に訳すことができない。」というのが先生の回答でした。このようなことが多々あるので、

中国語の授業はあまり頼りにしていません。言語交換でアウトプットをしたり、ドラマを見たり、中国語が堪能な中国人ではな

い友達に質問するのが上達への近道と感じます。 

 台湾は夜市があり安くておいしいものがたくさんあります。夜市の雰囲気が私は大好きです。ただ台湾の食事は油系が多い

ので、私はセブンイレブンのサラダやポキ丼屋さんでなるべく生野菜を摂取するよう心がけています。寮の近くのポキ丼屋さ

ん本当におすすめです！ 

  

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。 

国立台湾大学はとにかく国際色豊かで、様々なジャンルの授業がありとても楽しいです。 

国立台湾大学は英語でかなりやっていけます。しかし中国語ができる人はさらにいい経験ができると思います。 

中国語かなり今必死です！！！！ 

私はここに来る前、友達ができるか不安、日本人が多すぎるのもいやだ、という悩みを抱えていましたが、初日に寮の登録の

際に長蛇の列ができ、その時に英語で声をかければ様々な国の友達ができたので、私と同じような悩みを抱えている人は

安心してください。 

留学生は日本人、アメリカ人、フランス人がかなり多いです。次にオランダ人、ドイツ人が多いと感じています。 

台湾や中国にバックグラウンドを持っている子も多く、中国語上達に熱心な留学生も多いです。 

留学生はみんな英語を話すので、中国語だけでなく英語も上達させることできます。 

国日の人はタイプの授業を履修し、英語で授業を受ける練習をしたほうが絶対にいいです。 

また国立台湾大学には英語が堪能な学生も多くいますが、全員ではありません。また、学校と寮以外では簡単な英語以外

は通じません。なので、国立台湾大学に留学を決めたら、英語と並行して中国語もかなり頑張ったほうがいいと思います。

台湾人は店員さんなど、フランクに話しかけてきてくれる人が多いです。私は話しかけられるたびにもっと中国語しゃべれたら

もっと会話できたのに！という気持ちになるので、中国語頑張りましょう。 

国日の人にかなりおすすめしたいです！英語を使って様々な国の人と関わりたい、勉強したいという人にとてもおすすめで

す。また英語以外の言語をやってみたいという人、中国語いかがでしょうか？ 

 


