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淡江大学中国語センターの良いところ： 
専門的な技術を携えた教育のスペシャリス 
トたちのおかげで、学生は効率よく中国語 
を学習して、素早く語学能力を身に付ける 

ことができます。 
 

台湾に来た当初は、全く中国語が話せませ 
んでした。 

 
しかし、ここで中国語を学習した後に、今 
では台湾で大学院に進学することを決心し 

ました。 
 

淡江大学中国語センターのみなさんには、 
本当に感謝します。

Amber Kim-youtuber
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淡江大学と一緒に、奥深い 
中国語の世界を探求しよう
　淡江大学は台湾の私立大学で最も優れており、1950年に創立され、65年以上の 
歴史を有しています。創立して以来、「国際化、情報化、未来化」という教育理念 
を一貫して堅持し、光栄にも「国家品質賞」を取得、さらに20年連続「台湾大企業 
2,000社が選ぶ学生」ランキングにおいて、トップにランクインしました。 
 　本校中国語センターは1991年に設立して以来、中国語と中華文化の普及を旨と 
し、世界各国からの中国語学習者のため、優秀な教師および学習環境を長年にわた 
り提供し続けております。台湾人学生との交流及び本場の中華文化を深く体験する 
ことを励まします。 
 　2014年、本校は一流中国語センター計画を申請、光栄にも教育部の補助を受け 
ました。さらに、2015年は教育部中国語センター評価鑑定に合格、優良中国語セ 
ンターの資格を得ました。 
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　世界人口の一位を占めている中国語話者。中国の勃興と共に、中国語が何時から 
ともなく、外国語を学習する時の選択として世界中で多くの国々の人気選択枠にな 
りました。 
　一般的に、簡体中国語がより早く身につけられると思われていますが、繁体中国 
語のほうが中華文化への認識が深められます。繁体中国語が分かれば、大多数の簡 
体中国語も分かるようになります。一挙両得と言えるのです。 
　他の中国語圏の国に比べ台湾の生活習慣は適応しやすいと言えます。人々の人情 
の厚さが感じられ、台湾各地で世界各国が台湾でひっそりと残した足跡を発見する 
ことができます。これらが中華文化と融和され、魅力的な風貌を表現しています。 

冒険に出て繁体中国語の後継者になれ！

台湾の印象
　台湾は自由で現代的な民主国家です。米サイト「lifestyle9」はアメリカ連邦捜 
査局のデータに基づき、世界で 最も安全な国、10か国を選出しました。その中、 
台湾は日本に次いで、第二位に選ばれました。治安が良いので、女性だけでの夜 
間外出も安全です。 
 　本場の中華文化を体験することができ、名所巡りの他、台湾はさらに多元的な 
飲食文化で「美食王国」と称賛されています。人情の厚い台湾人は人が困難にあ 
った時、常に手を貸してくれます。海外留学先として、台湾は一番安心、安全な 
選択です。

 安全な 
キャンパス

企業に 
選ばれた 

大学でTOP1 

最も歴史 
のある 

私立大学

教師と 
スタッフが 

常にサポート

教育部 
国際化 

品質視察 
特等賞 

トップ3 
入りの 

中国語センター
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正規中国語プログラム
REGULAR CHINESE LANGUAGE PROGRAM (RCLP)

　RCLPは台湾に長期在留したい学生に作られたプログラムで 
す。一般的な「学期制」コース（年4回）と異なり、本センタ 
ーは毎月第一月曜日に開講します。一期は15週からなり（短期 
間授業も可能、最短3週間）、一週の授業は15時間です。 

一期の授業期間: 15週間（最短期間：3週間）  
毎週の授業時間: 中国語授業15時間 
センター活動、中国語親善試合や課外活動などのイベントを 
行います（不定期）
レベル分け: 8レベル（初、中、上級）  
教材:  

NT$28,000/15週間（保険付） 
NT$7,500 up/3週間以上（教材は自費） 

※本校は時間や内容を都合により、 
変更する場合もございますのでご了承くださいませ。

「時代華語」、「視聴華語」、「当代中文」 
研修キャンパス: 台北キャンパス
費用: 
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　授業は全て中国語で行い、初級中国語から上級中国語まで8 
つのレベルに分けられています。レベル分けテストを行い、学 
生の能力を理解したうえで、各学生のレベルにあったプログラ 
ムを提供します。 
 
　授業中、不定期に文化見学や団体活動を行う他にも、受講す 
る学生と台湾学生の交流を積極的に行い、中華文化を体験する 
ことができます。



台湾に長期在留したい 
 
中国語学習を希望する学生 
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TAIPEI 101

校外見学
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INTENSIVE CHINESE ENHANCEMENT PROGRAM (ICEP)

春夏集中中国語プログラム

　ICEPは台湾に短期滞在し、授業を集中的に求める学生のために提供
されています。毎年春季（3月）および夏季（7、8月）に開講し、コ
ースは2週間、3週間、6週間の3種類から選べます。 

　クラスは少人数制で、授業は週20時間です。内容は中国語授業、文
化授業があり、また毎週金曜日の校外学習が含まれています。6週間
の最後は二泊三日の終了旅行を行います。 
 
　24時間体制で指導員が学生の日常生活を世話します。日々の付き合
いを通じて交流を深めることにより、学生の言語力が身につきます。

毎週の授業時間:  
 
 

研修キャンパス:  

食事と宿泊:  
 

費用: NT$32,000/2週間（台北で宿泊）  
NT$40,000/3週間（淡水で宿泊）  
NT$65,000/6週間（淡水で宿泊） 

夏季： 
3週間 

6月30日-7月20日 
8月 4日-8月24日 

6週間 
6月30日-8月10日 

20
19

春季： 
2週間 

3月8日-3月21日 
 

夏季： 
3週間 

7月5日-7月25日 
8月2日-8月22日 

6週間 
7月5日-8月15日 

※本校は時間や内容を都合により、 
変更する場合もございますのでご了承くださいませ。

20
20
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春季：台北キャンパス 
夏季：淡水キャンパス

2週間コース：宿泊付。食事は各自で手配 
3週間･6週間コース：食事及び宿泊付

中国語授業：20 時間 
文化授業：2-4 時間 
校外学習：8時間



中国語・中華文化夏期プログラム
CHINESE CULTURE SUMMER PROGRAM (CCSP)

　CCSPは、住居手配は不要で、台湾で短期学習や体験をしたい 
学生、冒険の意欲が旺盛なバックパッカーに向いています。 
中国語の勉強のみならず、授業後の市内探索も重視されており、 
中華文化をより深く体験することができます。 

※本校は時間や内容を都合により、 
変更する場合もございますのでご了承くださいませ。

一期の授業期間:  1~8週間(期間は週単位で自由に選べます) 
毎週の授業時間:  

 
教材:「時代華語」、「視聴華語」、「当代中文」 
研修キャンパス: 台北キャンパス 
食事と宿泊: 昼食付。宿泊は各自で手配 
費用:NT$6,000/週　(保険、校外学習のチケット代と交通費付) 

中国語授業（午前）：15時間 
文化授業と校外学習（午後）：15時間 
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　毎年夏季(７、８月)に開講します。期間(１~８週間)および授業 
の開始時期が選べます。授業は月曜日～金曜日までの午前の正規 
中国語プログラム（RCLP）と結び付いています。午後は文化授 
業、市内探索の校外学習が用意されています。



TOCFL PASSING LANGUAGE PROGRAM (TPLP)

　TOCFLの問題分析と膨大な演習量で、75日間でTOCFLの 
合格を目指します。ビザを申請するための入学許可証明書 
を提供されています。意外保険も提供されています。 
　 
　合格しなければ、授業料の半額を返金します！ 
 
※條件: 
① 欠席時数が15時間以内　② 在校成績85点以上 

※本校は時間や内容を都合により、 
変更する場合もございますのでご了承くださいませ。

開講時間:  7月 / 1月 
一期の授業期間: 15週間  
毎週の授業時間: 15時間 
補習制度: 毎週(月)、(水)、(金)の午後/ 每回2時間 
教材: 時代華語 
研修キャンパス: 台北キャンパス 
費用: NT$45,000 (保険、教材付き) 
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TOCFL合格保証プログラム



マンツーマンプログラム
PRIVATE CHINESE LANGUAGE PROGRAM (PCLP)

　学生のレベルおよび時間など個人的なニーズに合わせ、本格的なマ 
ンツーマン（一対一）授業を提供しています。授業は台北キャンパス 
で行い、時間帯は相談に応じます。少なくとも20時間以上（週6時間 
以上）履修する必要があります。 
  
　費用は、『時代華語』、『実用視聴華語』という教材を使用する場 
合は、1時間につきNT$600元で、学生自選教材の場合は、1時間につ 
きプラスNT$100です。修了後、授業時間証明書を発行します。 

一期の授業期間:  一週間以上（一期20時間以上） 
毎週の授業時間: ニーズに合わせて設定します(週6時間以上)  
教材: 時代華語 
研修キャンパス: 台北キャンパス 
費用: 一対一：NT$600元/1時間 

一対二：NT$350元/1時間 (1人) 
一対三：NT$300元/1時間 (1人)  

追加料金: 
授業開始の3週間前までに、申し込んでください。

自選教材プラスNT$100／1時間 

※本校は時間や内容を都合により、 
変更する場合もございますのでご了承くださいませ。
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カスタマイズプログラム
CUSTOMIZED CHINESE LANGUAGE PROGRAM (CCLP)

　教育機関及び各会社のニーズに合わせ、カスタマイズ授業 
(CCLP)を提供しています。研修キャンパスは台北と淡水の二 
つから選べます。 
  
　本センターはこれまでアメリカ、カナダ、日本、インドネシ 
ア、オーストリア、ドイツなどのカスタマイズクラスを引き受 
けたことがあります。 
 
　どうぞお気軽にお問い合わせください。 
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CHINESE&TOURISM ONE-DAY PROGRAM (CTOP)

　「観光中国語」は文化と日常生活をミックスし、遊びながら社 
会や環境、文化などを勉強する形の授業です。日常生活で本当に 
使う中国語を勉強し、そしてそれを実際に使ってみることで、観 
光することはただ見るだけにとどまらず、その国のことをより深 
く知ることができます。 

※本校は時間や内容を都合により、 
変更する場合もございますのでご了承くださいませ。

一期の授業期間: 
 

費用: 3-5 人: NT$2,000 /お一人様 
5 人以上: NT$1,500 /お一人様
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観光中国語

　午後の校外学習でも台湾の独特な伝統文化、繁体字の美しさ、 
人情味あふれる人々、豊かで多様化された生活方式、自由で開放 
的、かつ国際的な社会など、台湾のいたるところで中国語の学習 
と中国文化のおもしろさを感じることができます。

一日 9:00~16:30 
( 午前中国語授業2hr＋午後校外学習3hr)



CHINESE TRYOUT HALF-DAY PROGRAM (CTHP)

中国語の体験授業

　「中国語の体験授業」は台湾に修学旅行で来られる日本人学 
生のための体験授業です。教材の中では、ローマ字で中国語の 
発音を表記せずに、カタカナで中国語の発音を表記します。な 
ぜかというと、中国語を習ったことがない学生でも短い授業の 
後ですぐに中国語を話せるようになり、自信を増えることを目 
指しているからです。 
 
　台湾で現地の言語を活用して修学旅行をしたり、観光した 
り、人生の新しいページを開いていきます。中国語を満喫する 
には台湾からはじめましょう。 

※本校は時間や内容を都合により、 
変更する場合もございますのでご了承くださいませ。

費用: 15人以下: NT$600 /お一人様 
16-20人: NT$500 /お一人様 
21-30人: NT$400 /お一人様 
31-50人: NT$350 /お一人様 
51-150人: NT$300 /お一人様 
151人以上: NT$250 /お一人様 
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快適な 
環境

専門的な 
授業

安全

教師陣
専門的な中国語授業と 
文化体験授業
ニーズに合わせた中国 
語プログラム 

教育部から認証を受 
けた教師陣
教師の７割以上は修 
士学位取得 

快適な教学交流環境
交通アクセスが便利 

世界で二番目に安全 
な国
国際的に評価された 
安全なキャンパス 

ICLPの完全な 
カウンセリング 

制度

24時間対応のカウンセ 
ラー
助教は勉強や日常生活 
のことなどについてサ 
ポートします 

淡江を選ぶ理由
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　中華民国の外交部（日本の外務省に相当する部署）は成績優秀な学生をご支援します。奨学金によ 
り、勉学に集中することができ、台湾のことをより知り、台湾と母国の繋がりになっていただけるこ 
とを願っております。以上の奨学金について、中国、香港、マカオ出身の留学生の方は対象外となり 
ます。 
詳しくはこちら httpｓ://taiwanscholarship.moe.gov.tw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・高卒または高卒以上。学業成績優秀かつ品行方正な方。 
・中国籍や中華民国籍を有する者及び在日華僑僑生ではない。( 僑生とは中華民国のパスポートを所 
有している（いた）者を指す。申請者は日本国籍で、かつ出生時に両親のいずれも中華民国籍を有し 
ていなかったことが必要となります）。 
・学校の交流協定に基づく、台湾の大学との交換留学生或いはダブルディグリーの学生ではな い。 
・当奨学金の受給資格を取り消されたことがない者。 
・台湾奨学金を受領した経験があり、再度同一学位課程への申請をしようとする者、もしくはすでに 
取得した学位よりも下位の学位に申請しようとする者ではない。 
 
 
 
・応募者は各自の母国から中華民国の外交部の担当機関に必要な書類をお送りください。 
 
　毎年、中国語センターは先生が推薦した成績優秀な留学生数名に奨学金（NTD$15,000）をご提供 
します。また、ボランティアとして時々中国語センターに庶務などを手伝って頂く方に奨学金 
(NTD$5,000）をご提供します。TOCFL(華語文能力測験)の事前テストに合格した方でTOCFL(華語文 
能力測験)を受験する方に手当を支給します。 
　 
　当センターは毎年にスピーチコンテストを開催し、一に輝いた方に賞金をご提供します。また、当 
センターは留学生の皆様がより中華文化を実際に体験できるために実地見学や文化祭などのイベント 
も開催します。 
　 
　そして最も大事なことは当センターはチューターの制度を設けています。一週間に二回のペースで 
チューターと一緒に中国語を勉強できます。必要のある方はただで申し込めます。 

奨学金
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外交部奨学金 

各奨学金プログラムについて

応募資格 

その他 



絶えまない 
挑戦 

はるかなる 
進歩

時代華語
中国語は間違いなく学ぶ価値がある
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　ここ数年のアジア市場の成長に伴い、中国語学習ニーズも増加しております。中国語学習の質を 
促進すべく、6校の語学センターが結束し《時代華語》の出版が実現しました。 
 
　現在、すでに第１刊及び第２刊が出版され、2年以内に引き続き出版予定です。 
 
　《時代華語》はオンラインサポートを取り入れ、完璧に近い中国語学習システムの提供が可能に 
なりました。学生が中国語学習へより興味を持つことを目的として、中国語教育の第一線で活躍す 
る教師陣が効率良く学習できる学習課程を作成しました。 
 
　以下の資源を含みます(オンラインサポート)： 
 
・授業パワーポイント(powerpoint) 
・オンライン学習 
・学習ガイダンス 
・オンラインツール(Quizlet＆Kahoot) 
・AR/VR 
 
もっと学習したくなりましたか？ 
こちらのウェブサイト(https://goo.gl/vASist)を参考にするか直接QRコードをスキャン。 
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申し込み手続き 
正規中国語プログラム（RCLP）

STEP 1 

淡江大学中国語センターのサイトで申込書と登録書を 
ダウンロードしてください。記入した上、パスポート 
のコピーと証明写真１枚をEメールで送ってください。 
 
Eメール：clc@clc.tku.edu.tw 
 
件名: RCLP_申込者の名前（申込者の名前とメールの差 
出人の名前は同じ名前でお願いいたします） 
 

春夏集中中国語プログラム（ICEP) 

中国語・中華文化夏期プログラム（CCSP） 

興味のある方はお気軽にEメールかお電話でお問い合わせください。 
E-mail: clc@clc.tku.edu.tw 
TEL: +886-2-2321-6320 #8836、8875 

その他

入学許可の審査のため、以下の書類を用意してください。 
(1) パスポートのコピー 
(2) 証明写真3枚 
(3) 学習プラン 
　（同じサイトで「学習計画書」をダウ ンロード） 
(4) 卒業証明書（高卒以上） 
(5) 成績証明書（高卒以上） 
(6) 財政能力証明書 
　（US$2,500、発行から三か月以内のもの） 
 

STEP 2

書類の用意をする

STEP 1 

ウェブサイトでオンライン申込書を記入してください。 
 
 

ウェブサイトで申し込む
(1) パスポートのコピーと証明写真（3x4センチ）を 
 Eメールでお送りください。 
(2) 件名：ICEP_申込者の名前（申込者の名前とメー 
ルの差出人の名前は同じ名前でお願いいたします） 
  
Eメール：clc＠clc.tku.edu.tw

STEP 2

必要な書類をスキャンしてメールする

STEP 1 

淡江大学中国語センターのサイトで申込書をダウンロ 
ードしてください。 
 
記入した後、yingruwu@clc.tku.edu.twまでお送り 
ください。 
 
件名: 申込者の名前（申込者の名前とメールの差出人 
の名前は同じ名前でお願いいたします） 
 

必要な書類をダウンロードする
NT$6,000元（US$210）の保証金を下記の口座までお 
振込みください。 
＊保証金の払い戻しは致しかねます。 
受取銀行: FIRST COMMERCIAL BANK, TAIPEI, TAIWAN 
SWIFTコード: FCBKTWTPXXX 
受取人: TAMKANG UNIVERSITY 
口座番号: 162-10-004528 
銀行コード: 0071624 
銀行支店名: Hsin-Yi Branch 
支店住所: 7, Hsin Yi Rd., Sec.3, Ta An Dist., Taipei 106, 
Taiwan 
支店電話: +886-2-2325-6811 

STEP 2

振り込みの手続きをする
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必要な書類をダウンロードする



STEP 3

書類審査が終了した後、「入学許可証明書」を郵送します。 
「入学許可証明書」をもってお近くの中華民国駐在単位までビザを 
申請しに行ってください。 
★入学証明書の申し込みにはNT$300元の手数料が必要です。

ビザを申請する

STEP 3

NT$6,000元（US$210）の保証金を下記の口座まで 
お振込みください。 
＊保証金の払い戻しは致しかねます。 
受取銀行: FIRST COMMERCIAL BANK, TAIPEI, 
TAIWAN 
SWIFTコード: FCBKTWTPXXX 
受取人: TAMKANG UNIVERSITY 
口座番号: 162-10-004528 
銀行コード: 0071624 
銀行支店名: Hsin-Yi Branch 
支店住所: 7, Hsin Yi Rd., Sec.3, Ta An Dist., Taipei 
106, Taiwan 
支店電話: +886-2-2325-6811 

振り込みの手続きをする

振込証明書（タイトル：ICEP+参加者の名前）を本セ 
ンターにメール（あるいはファクス）してください。 
本センターは受領後、メールでお知らせ致します。 
 
FAX: +886-2-2321-4036 
Email:clc@clc.tku.edu.tw 
電話番号：+886-2-2321-6320 #8836、8875 
 

STEP 4

振込証明書をメールする

　入学申請手続き完了及び支払済み後に、返金を求める場合は、「教育部専科以上学校推広教育実施法 
第十七条」により取り扱います： 
　学生が入学申請手続きを完了し、支払ったあとの時点から授業開始日の前日までに返金を求める場 
合、雑費などの各費用の九割を返金します。 
　授業開始以降、授業を受ける期間が全コースの三分の一に達していない場合は、支払った単位料、雑 
費などの各費用の半分を返金します。全コースの三分の一を超えた場合は、 返金は一切しません。 
　本授業は台風、地震、自然災害など不可抗力の場合、休講の措置は「行政院人事行政總處」が公表し 
た休講のお知らせによります。補講や代金の払い戻しは行いません。 

返金
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プログラム一覧

正規中国語プログラム（RCLP） 春夏集中中国語プログラム（ICEP)
毎週の授業時間:  中国語授業：20 時間 
                                     文化授業：2-4 時間 
                                     校外学習：8時間 
研修キャンパス:  

中国語・中華文化夏期プログラム（CCSP）

一期の授業期間:  1~8週間(期間は週単位で自由に選べます) 
毎週の授業時間: 
 
教材:「時代華語」、「視聴華語」、「当代中文」 
研修キャンパス: 台北キャンパス 
食事と宿泊: 昼食付。宿泊は各自で手配 
費用:NT$6,000/週 
　　(保険、校外学習のチケット代と交通費付) 
 

TOCFL合格保証プログラム(TPLP)

開講時間:  7月 / 1月 
一期の授業期間: 15週間 
毎週の授業時間: 15時間 
補習制度: 毎週(月)、(水)、(金)の午後/ 每回2時間 
教材: 時代華語 
研修キャンパス: 台北キャンパス 
費用: NT$45,000 (保険、教材付き) 

中国語授業（午前）：15時間 
文化授業と校外学習（午後）：15時間 
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春季：台北キャンパス 
夏季：淡水キャンパス 

NT$32,000/2週間（台北で宿泊） 
NT$40,000/3週間（淡水で宿泊） 
NT$65,000/6週間（淡水で宿泊） 

食事と宿泊: 
2週間コース：宿泊付。食事は各自で手配 
3週間･6週間コース：食事及び宿泊付 
費用: 

RCLP Pg03 ICLP Pg05

CCSP Pg07 TPLP Pg08

一期の授業期間: 15週間（最短期間：3週間）  
毎週の授業時間: 中国語授業：15時間 
センター活動、中国語親善試合や課外活動な 
どのイベントを行います（不定期） 
レベル分け: 8レベル（初、中、上級）  
教材: 
費用: NT$28,000/15週間（保険付） 

NT$7,500 up/3週間以上（教材は自費） 

「時代華語」、「視聴華語」、「当代中文」



マンツーマンプログラム(PCLP)

一期の授業期間:  一週間以上（一期20時間以上） 
毎週の授業時間: ニーズに合わせて設定します 
                                  (週6時間以上) 
教材: 時代華語 
研修キャンパス: 台北キャンパス 
費用: 

カスタマイズプログラム(CCLP) 

どうぞお気軽にお問い合わせください。 

観光中国語(CTOP)

一期の授業期間: 
 
費用: 

中国語の体験授業(CTHP)

費用:一日 9:00~16:30 
( 午前中国語授業2hr＋午後校外学習3hr) 
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一対一：NT$600元/1時間 
一対二：NT$350元/1時間 (1人) 
一対三：NT$300元/1時間 (1人)  

追加料金: 自選教材プラスNT$100／1時間 

3-5 人: NT$2,000 /お一人様 
5 人以上: NT$1,500 /お一人様 

15人以下: NT$600 /お一人様 
16-20人: NT$500 /お一人様 
21-30人: NT$400 /お一人様 
31-50人: NT$350 /お一人様 
51-150人: NT$300 /お一人様 
151人以上: NT$250 /お一人様

PCLP Pg09 CCLP Pg10

CTOP Pg11 CTHP Pg12



台北キャンパス 
10650 台湾（R.O.C.) 台北市大安区金華路199巷5号 
TEL: +886-2-2321-6320 内線 8836、8875 
FAX: +886-2-2321-4036 
 
淡水キャンパス 
25137 台湾（R.O.C.) 新北市淡水区英専路151号 
TEL: +886-2-2621-5656 内線 3630 

clc@clc.tku.edu.tw 

http://www.clc.tku.tw 

TKU Chinese Language Center 

TKUCLC

お問い合わせ


