
日間

申込前に確認を！

研修旅行代金

研修期間

2019年

30

円

募集要項

コース No.19

●早大職員が参加する場合があります。
●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。

●最少催行人数：6名
●最大募集人数：10名
●対象語学レベル：中国語力初級～上級 
※現地規定により、中国籍（台湾含む）の学生はご参加いただけません。
●宿泊先：現地大学手配宿舎（相部屋利用予定）※早大生と同室の場合あり
●食事：なし
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：日本航空、エバー航空、全日空、中華航空
●査証： 日本国籍の場合、不要。外国籍の場合は各自にて確認し取得して

いただきます。

309,000
8月25日（日）～9月13日（金）

20国立台湾師範大学 中国語研修
近代と伝統が共存する街、台北

台湾　台北

プログラム

台湾で最も著名・最大の国語教学センターで、中国語と中華文化を学ぶ研修プログラ
ムです。授業では、繁体字を使用し、教科書・教材については繁体字と簡体字の両方
が使用されます。言語授業は、小クラス制（10名前後）となっており、必要に応じてその
言語力と文化知識を強化していきます。実用的な語彙、文法、発音練習を中心に学び、
「読む」「聞く」「話す」の3技能を養うことを目指しています。文化授業は、体験型授業
となっており、書道、カンフー、中国ヨーヨー、中国絵画、台湾茶道、切り紙などの伝統
文化を先生の指導の下、実際に実演し、肌で感じることができます。またこの他にも、故
宮博物院、九份、十分、淡水、故宮、宜蘭などに赴く校外授業が予定されており、中華
文化、台湾の生活、習慣や特色をより一層理解することができるのもこのプログラムの
特徴となっています。また国立台湾師範大学の学生との交流会も行われるため、台湾
の友人を作り、言語を習得する良い機会となるでしょう。

●参加者の主な国籍：日本、韓国、アメリカ、カナダ、フランス
●平均的な参加者数：50名　●1クラスあたりの人数：10名前後

留学先 1946年に設立された台湾師範大学（1967年に国立台湾師範大
学に改名）は、台湾中等教育に携わる優秀な教師陣の育成機関と

して知られています。250校以上に及ぶ世界各地の大学と姉妹校提携を結び、4,000
人以上を超える外国人学生が学んでいるということからも、国際化を兼ね備えた大学と言
えます。近隣には、夜市、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、書店がすぐそばに
あり、食事や生活をするのに便利な場所といえるでしょう。研修が行われる国語教学セン
ターは、1956年に設立され、中国語を第二外国語として学べる台湾で最大の語学教育
機関でもあります。

都市 台湾の北部に位置する台北は、国際化された都市と言われ、台湾
の政治経済の中心となっています。ショッピングセンターも多く、また

国際的な催しも開催されています。一方で、伝統的な文化も引き継いでおり、中国宮廷
の文化遺産を多く所蔵する故宮博物院や、歴史的に価値のある多くの古跡、古い町並
みも魅力の一つです。

★ カンフー、中国ヨーヨーなど伝統文化を学べる体
験授業や九份、十分などを訪れる校外学習も豊富

★繁体字と簡体字、両方学ぶことができる！
★現地大学生との交流機会あり

日程表　
日 都市 予定

1
羽田もしくは成田

台北

11：00～ 12：00　羽田もしくは成田発、台北へ

14：00～ 15：00　台北到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動
 現地大学手配宿舎泊

2
▽
19

台北 プログラム参加
スケジュール
  9：10～ 12：10 クラス
12：10～ 14：00 ランチタイム
14：00～ 16：00 課外活動
※ スケジュールは一般的な例で日により異なります。過
去のスケジュールの場合もあります。
※2～ 19日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です
 現地大学手配宿舎泊

20
台北

羽田もしくは成田

送迎車にて空港へ移動、各自にてチェックイン
12：00～ 13：00　台北発、羽田もしくは成田へ

17：00～ 18：00　羽田もしくは成田到着
到着後、解散

・上記のフライトスケジュールは日本航空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

☆研修旅行代金に含まれないもの
上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費（参加
任意のもの）／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,610円）・外国諸税（1,790円）・燃
油サーチャージ、旅客保安サービス料（9,600円）・国際観光旅客税（1,000円）
※ 国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税は2019年2月8日現在のもので
予告なく変更となる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支
払いただきます。

☆研修旅行代金に含まれるもの
研修費用・宿泊費／課外活動費（参加任意のものを除く）／日程表に記載したエコノミークラス利用海外
往復航空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往復送迎費／早大プログラム開発運営費／企画料金
（P.34記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。） 
※企画料金は35,900円と定め、研修旅行代金に充当します。

【申込みに必要な書類】　（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）
＜全プログラム共通＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付）
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー

＜プログラム別＞
国立台湾師範大学指定願書

※国内及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料、国際観光旅客税は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します

繁体字と簡体字両方マスターしよう！
豊富な文化体験授業と校外学習で中華文化も
しっかり学べる20日間



  

スケジュール： 

 

時間 午前 午後 

8/26 (月) 0900-1000 始業式 1430-1600交流会 A 

1000-1200 レベルチェック 

8/27 (火) 0910-1210 言語授業（3） 1400-1600文化授業 A-1 

1400-1600文化授業 B-1 

8/28 (水) 0910-1210 言語授業（3） 1400-2000校外授業 A-1 

8/29 (木) 0910-1210 言語授業（3） 1400-1600文化授業 C-1 

1400-1600文化授業 D 

8/30 (金) 0910-1210 言語授業（3） 1400-2000校外授業 B 

8/31 (土) 0910-1210 言語授業（3） 1400-1600文化授業 E 

1400-1600文化授業 F 

9/1 (日) 自由行動 

9/2 (月) 0910-1210 言語授業（3） 1400-1600文化授業 G 

1400-1600文化授業 H 

9/3 (火) 0910-1210 言語授業（3） 1400-2000校外授業 C 

9/4 (水) 0910-1210 言語授業（3） 1400-1600文化授業 I 

1400-1600文化授業 J 

9/5 (木) 0910-1210 言語授業（3） 1400-2000校外授業 D 

9/6 (金) 0910-1210 言語授業（3） 1430-1600交流会 B 

9/7 (土) 0900-1800 校外授業 E 

9/8 (日) 自由行動 

9/9 (月) 0910-1210 言語授業（3） 1400-1600文化授業 K 

1400-1600文化授業 A-2 

9/10 (火) 0910-1210 言語授業（3） 1400-2000校外授業 A-2 

9/11 (水) 0910-1210 言語授業（3） 1400-1600文化授業 B-2 

1400-1600文化授業 C-2 

9/12（木） 0910-1210 言語授業（3） 1430-1600交流会 C 

1630-1730 修了式 

1800-2030 送別会 

 
＊ 文化授業：11種類（14回）のうち 3種類(3回)を選び、参加することができます。 
＊ 校外授業：5種類（6回）のうち 3種類(3回)を選び、参加することができます。 
＊ この日程は実際の状況により変更される可能性があります。特に行事などの割り当てがな

い時間帯は自由行動です。 

 

00009S5468
テキストボックス
※現地のスケジュール、内容は現地受入れ側または天候等の都合により一部変更となる場合があります。



 

国立台湾師範大学国語教学センター 短期研修 入学申込書 

プログラム：2019年夏 中国語 3週間プログラム  

氏名（漢字）：  

氏名（ローマ字）：  

性別：□男 / □女         

生年月日：      年   月   日 
 

パスポート番号：              国籍： 

連絡先：〒 

 

電話番号：             携帯電話： 

メールアドレス： 

職業： 

学校：           学部：            年生 

中国語学習歴 

  □ない / □ある     年    ヶ月（毎週    時間） 

中国語レベル：□入門 □初級 □準中級 □中級 □準上級 □上級 

 良  普通  劣 

聞く 5 4 3 2 1 

話す 5 4 3 2 1 

読む 5 4 3 2 1 

書く 5 4 3 2 1 

作文（自己紹介、中国語を勉強する目的、研修に参加する理由などを簡単な中国語

でお書きください）： 
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 2019 年 9 月 3 週間プログラム 
 
一.国立台湾師範大学および国語教学センターの紹介 

 

歴史： 

国立台湾師範大学は、1946 年に台北市の文

化教育の中心として設立されました。中等教

育に携わる教師を養成する有名な大学の一つ

です。国語教学センターは 1956 年設立され、

半世紀近い歴史があります。現在の台湾にお

いて最も定評があり、尚且つ先進的な中国

語・中華文化の教育機関であり、設備も万全

です。さらに、国語教育センターが作成した

中国語テキストは、本校だけではなく台湾中

の多くの教育機関にも採用されています。 

設立から現在まで修了した学生の人数は総勢 6 万人余りで、学生の多くは修了後、政

治経済、外交、文化教育などの各分野で活躍し、優れた業績をあげています。そのため、

本センターは国際的にも非常に高い名声を得ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

カウンセラー： 

  日本から来られる学生の方が台湾社会に容易に適応できるために、本センターは日本

語の流暢な専門スタッフを設けて生活上の支援をしております。また各種事務手続に関

する情報提供・コンサルティングなどの協力も行っております。 
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設備： 

本センターには、規模の異なる教室が百近くあり、さらに設備を完備した図書室、視

聴覚教室、言語実験室、マルチメディアコンピューター教室（ネットワークを含む）、

料理教室、各種会議室などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

生活環境： 

  国立台湾師範大学は MRT 古亭駅から徒歩 5 分という便利な場所に位置しています。学

校周辺には「師大夜市（ナイトマーケット）」、コンビニ、スーパーなどがあり、食事

したり、買い物したりするにも便利な場所です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベストチョイス： 

  本センターは授業内容が豊富で設備も完備しており、生活環境も含めて便利で快適な

学習環境が整っております。中国語と中華文化を学ぶ上で最高の環境を用意しておりま

す。 
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二.カリキュラム 

 

目的： 

  今回のプログラムのカリキュラムの内容は言語と文化を結び付けたものであり、台湾の

地元文化の特色特徴を強調しています。学生が中心となって、言語や文化を学習できるよ

うにカリキュラムは構成されています。また中国語や中華文化に対する理解、台湾に対す

る認識を深めることができるように配慮されています。 

 

言語授業： 

授業は実用的語彙、文型構造と発音練習を重点に授業を行い、さらに聞く、読む、話す

能力の強化を図ります。研修期間に関しては、正規コースの長期間学習とは異なり短期で

あるため、本カリキュラムでは密度の濃い実用的な言語教育を行い、学生が短期間のカリ

キュラムの中で学んだ事を日常生活で使いながら言葉を学び、学習に刺激を与え、さらに

学習動機を強化できるように配慮しております。 

 

文化授業： 

  文化授業は、伝統文化に携わる研究者、専門家などを教師として招きます。学生は指導

や説明を受けながら、楽しく体験できます。テーマは「太極拳」、「チャイニーズヨーヨ

ー」、「書道」、「茶道」、「中国絵画」、「組みひも」、「切り紙」、「台湾語」、

「原住民舞踊」、「中国語発音」、「篆刻」などを予定しています。 

 

校外活動： 

校外活動では、「台中」、「宜蘭」、「淡水－海を眺める町」、「十分－ランタンの

里」、「九份－名映画の舞台」、を見学する予定です。校外活動により、中華文化をより

一層理解できると思います。 
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