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交換留学以前に海外留学の経験はありますか。 はい

「はい」の場合、留学先及び留学期間を記入ください。 マレーシア、3週間

このプログラムを最初にどのように知りましたか。 神戸大学のホームページ

その他を選択した場合、記入してください。

このプログラムに参加した動機を教えてください。 最もよく当てはまるものから順に1~4まで順位をつけてください。（１：最も強い動機）

　学術的な目的（研究を深めるなど） 3
  語学力の向上 2
  プログラムの時期がちょうど良い

  プログラムの長さがちょうど良い

  かかる費用がちょうど良い 4
  地理的な条件が良い

  将来のキャリアのため（就職に役立つなど）

  家族のバックグラウンドと関係がある

  異文化を体験したい 1
  その他（具体的に記入）

1-4 出発前にどのように情報を集めましたか。参考になる
本やホームページがあれば記入してください。

台湾に留学・在住している日本人のブログが多くあるので、それで情報を得ました。また、台湾
大学生のスタッフが1人ずつ割り当てられるため、その人に履修方法などを尋ねました。

VISAについて

　VISAの種類： 居留

　申請先： 台北駐大阪経済文化弁事処

　必要日数： 1日

　VISA取得にかかった費用： 5300円

　VISA申請のために求められた書類：
パスポート原本と写し、申請書、写真2枚、入学許可証原本と写し、健康診断証明書、在学証
明書

その他、VISA申請の際のトラブルや、注意すべき点が
あれば記入してください。

東京では銀行口座残高証明書が必要らしいですが大阪では不要です。またはじめは停留ビ
ザしか取れず、入国後切り替える必要があります。

1-6 出発前に必要とされた予防接種の種類・回数・費用 麻疹風疹

1-7 どのような種類の保険に加入したかを教えてください。
また、現地で加入した保険があれば記入ください。

神戸大学指定の付帯海学

1-8 その他に必要だった手続き、方法、料金等

留学期間：

1-1

1-5

1-2

1-3

留学先での所属学部・研究科：

交換留学(派遣) 近況報告書

あなたの情報（本報告書を閲覧する際には、あなたの氏名、学籍番号、メールアドレスは公開されません）

1. 出発前について

神戸大学での所属学部/研究科：

学年（出発時）：

本報告書記入日：

留学先大学：

留学先での在籍身分：
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到着時について

　利用旅行会社（航空券の手配をした会社）： Peach

　到着空港名： 桃園空港

　空港到着時間： 10時

　到着地からの移動手段： 公共交通機関（バス・鉄道）

　移動の所要時間・料金： 鉄道は30分～1時間、150元(台湾ドル)
到着地からの移動で注意する点があれば記入くださ
い。
住居について

　住居のタイプ： 大学寮

　その他を選択した場合、記入してください。

　住居（寮、アパート）の名前： 太子学舎水源舎区

　部屋の種類： 一人部屋

　その他を選択した場合、記入してください。

　ルームメイト： リストから選択してください

　その他を選択した場合、記入してください。

　住居の探し方： 大学の斡旋

　その他を選択した場合、記入してください。

　大学までの通学時間・手段： 徒歩10分

住居の周りの環境はどうですか。
人通りがかなり多く、レストランや出店が多い。コンビニ、100均的なものも近くにあり、かなり便
利

毎日の食事はどうしていますか。
外食または持ち帰り。キッチン付きの寮もありますが、外食が安いのでキッチンなしの部屋で
も問題ないです

住居は渡航前に、または渡航後すぐに見つかりました
か。トラブルはありませんでしたか。

台湾大学留学申請時に同時申請。寮そのものに入れないケースは聞いたことがないので、ほ
ぼないと思います

留学生向けオリエンテーションについて

　留学生向けオリエンテーションの有無について： 有り

　参加義務について 必須

　参加費用： 無料

　有料の場合、金額：

オリエンテーションの内容を記入してください。 授業登録の仕方、心理カウンセリング、日々の生活で気を付けるべきことなど

その他、渡航してから必要な手続きについて

現地で滞在許可申請は必要ですか。必要な場合、申請
方法、料金、取得に係る日数等を記入してください。

必要です。到着後2週間以内に移民署に行き、必要書類を提出すると大体2週間後に居留証
が貰えます。これを行わない場合、違法滞在・強制送還になります。料金は1000台湾ドル。少
なくとも9月はかなり人が多く、2時間ほど待ちました。呼び出しの時に不在だと番号を飛ばされ
やり直しになります

その他、現地到着後にした手続き（健康診断、予防接
種等）があれば、方法、料金等を記入してください。

3-1
語学力向上のために、大学等のコースに参加しました
か。参加した場合、大学（語学学校）名、コース名、料
金、期間等を記入してください。

参加しました。無料で台湾大学の中国語の授業(週3または5)を履修できます。

履修登録について

　履修登録の時期： 出発前

　履修登録の方法： その他

　その他を選択した場合、記入してください。

基本的にオンラインです。1~3次抽選を出発前にオンラインで行います。ですが人気の授業は
落ちやすいです。落ちてしまった場合や、気になる授業が後で見つかった場合は、第1、2週の
授業に出席して、可能であれば講師の方の許可を取って追加ができます。追加に厳しい人も
いれば、全員許可するという人もいるため、落ちてもとりあえずあきらめずに授業に行った方
が良いです。取り消し期間があるので、抽選のときは多めに申請したほうが良いです。

登録時に留学生として優先・配慮はありましたか。 無し

優先・配慮があった場合、具体的に教えてください。

希望通りの授業が履修できましたか。 はい

希望通りの授業が履修できなかった場合、その理由を
教えてください。

4-2 現在までに履修している授業について記入してくださ
い。 クリックで別シートへ

4-3 一週間のスケジュール(授業時間、課外活動等、毎日
の生活)を記入してください。 クリックで別シートへ

2-3

3. 語学力向上のためのコースについて

4. 大学の授業について

4-1

2-4

2-2

2. 留学先到着後の手続きについて

2-1
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基本的に必要な情報は他の方が報告書に書いているので被らないようにします。
日本人からすると台湾は非常に住みやすいです。日本人外来がある病院が台北市内にあり、日本企業が多く出店しているため
日本食も安く手に入ります。また、1学期に最低2科目の履修が義務とされていますが、他の提携校と比べると少ないです。留学
前は、留学は苦しいものという印象がありましたが、来てから大きなストレスはなく拍子抜けでした。
そのため日本と常識がはるかに異なる地域で異文化体験をしたいという人や、挫折経験、自分を追い込む経験を留学に求めて
いる人はもしかしたら他の地域の方が良いかもしれません。
ただ、当然ながら日本人が当たり前に思うことが台湾ではそうではないという例は無数にありますし、何か軸をはっきりと持つこ
とができれば有意義な留学になると思います。私自身、留学先を台湾か中国(大陸)か香港かで非常に迷いました。中国におけ
る日本の常識が通用しない感じやダイナミックさにもかなり惹かれたのですが、専攻分野との兼ね合いで台湾を選びました。調
べてみると、台湾は例えば民族、アイデンティティの複雑さであったり、同性婚をアジアで初めて法制化するといったジェンダー、
セクシュアルマイノリティ問題についての姿勢であったりと、興味深く調べがいのある点がたくさんあります。
授業に関しては、留学生向けの語学や英語を用いた講義は課題数が少ないですが、それ以外の講義は日本と比べると課題の
量が多いです。勉強の環境は非常によく、大都市である台北に大学があるので、意欲的に人と関わったり勉強したりするにはと
ても良い場所です。
また、語学に関して述べると、台湾は中国語と英語の両方を学べると言われます。実際そうだと思うのですが、どちらかを勉強
するともう片方に充てる時間が減るためその配分には苦労しています。台湾大学は「開放式課程」というサイトで一部の授業の
動画を公開しており、それを見ると雰囲気や難しさが掴めます。
中国語の授業は最初にレベル分けがありますが、自分とクラスのレベルに差がある場合が（上にも下にも）わりとあります。講
師の方によって移動を受け入れるかどうかは異なるので、移動したい場合は他のクラスの講師に確認をとったほうが良いです。
（個人的には実力より少し上の方が力になると思います。）
来学期からは、中国語で開講される授業を聴講してみることと、専攻分野について台湾の視点から学ぶことを目指したいです。

5. 現在までの感想を自由に記入してください。（800字～）
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No. コース名 教授名
時間数
／週

留学先で
の単位数

授業での
使用言語

履修している
学生数

月 火 水 木 金 土 日
8:00
9:00

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

台湾大学生
と言語交換

国際生華語 国際生華語

4-3 一週間のスケジュール　授業時間、課外活動等、毎日の生活を記入してください。

国際
生華
Sociol
ogy of
Gende

Exploring
Taiwan

・授業（カリキュラム等）について　クラスのサイズ、成績評価、現地学生の取り組み等
留学生向けのExploring Taiwanという授業以外は基本的に課題が多いです。英語の科目も一定数開講されています
が、中国語で開講されるものの方が圧倒的に多いので、中国語のものが受講できた方が面白いとは思います。ま
た、台湾大学は中国語で開講される授業でも教科書が英語の場合が多いそうです。
現地学生の取り組みについて
図書館に800席ほどの自習室がありますが、日曜の18時頃になっても3分の2ほど埋まっています。課題が多く、単位
を落とした数による退学基準が厳しいそうです。
授業数について
諸事情で語学コースを週3回しか取ってないため、時間自体はかなりの余裕があります。空いてる時間は中国語の学
習をしています。

6

※空いている時
間は授業の課
題、語学学習、
観光など。最近
は週3で新聞を
買って読んでい

ます
言語交換
サークル

毎週指定の英語論文(50～70頁ほど)のほか、
グループプレゼンや個人プレゼン、レポートな
ど課題量は多いです。パワポや課題論文の知
識でギリギリどうにかなりますが、講師の方が
学術用語をよく使い、話すスピードも速いで
す。ジェンダー学の理論的な部分から、ラテン
アメリカ・アジア・中東の現状など広い部分を
カバーしているため、この分野に興味がある
人には非常におすすめします。

2 2 英語

台湾の動植物についてのオムニバス講義で
す。講師の方の英語が平易かつ課題量はそ
こまで多くありません。台北動物園や大学内
の展示を見るフィールドワークもあります。

4-2 現在までに履修している授業について記入してください。

予習、復習、テスト等の成績評価につい
てアドバイスも含めて教えてください

留学生は基本この授業を取ると思いますが、
レベルによって講師の方が違うため、成績評
価基準や課題数、雰囲気は様々です。です
が週3回で毎回課題が出るので、かなり力にな
ると思います。

70人

4

3

Exploring
Taiwan:
natural
environment
and resources

袁孝維

5

15人ほど

2
Sociology of
Gender 徐婕 3 3 英語 25人

1 国際生華語 蔡孟芳 6 3 中国語


