
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 

渡航期間                                 日 程 

2020年 2月 8日（土）～2月 28日（金） 21日間  
※基幹教育（1 年生）と人社系学部は、渡航期間が後期試験の追試、
再試期間に重なっています。試験期間・追試再試期間が未詳の他学

部についても、渡航期間と重なる可能性があります。この点に充分留
意し、自己責任にて応募してください。 

 
研修校 国立台湾師範大学  

 

プログラム 中国語 3週間プログラム 
 
滞在方法＆食事条件  

大学ゲストハウス（寝室 2人部屋、食事なし） 
 

引率者・添乗員 引率者・添乗員の同行はありません。 
 

募集人数 20名程度（九州大学）  

※お申し込み手続きの先着順で決定します。 

※最少催行人数 10名 
 

単位  

学部 1～4年生は基幹教育科目「中国語実践 I,II」、 
「中国語オーラル・リスニング演習 I,II」、「中国語表現・読
解演習 I,II」、全学教育科目「中国語会話」、「中国語口語
I,II」、「中国語聞き取り I,II」から１科目（1～2 単位）に申請
可。※単位はすべて R認定です。 

 

募集対象  

九州大学に在籍する学部生・大学院生（中国語力不問） 
 
研修費用 約 30.4万円 （お 1人様） 

※海外旅行保険料など、別途費用がかかります。 

（次頁【研修費用に含まれないもの】参照） 

※上記費用は、参加人数、為替変動、航空運賃の変更等により 

変更になる可能性があります。  
 

申込期間  

2019年 11月 7日（木）正午～11月 22日（金）正午まで  先着順 

※お申し込み手続きは先着順。満席となり次第締切となります。 

月日 予定 滞在 

2/8

（土） 

福岡空港集合後、出発のご案内 

12：15（予定） 福岡空港から台湾桃園国際空港へ

向けて出発（BR105） 

13：50（予定） 台湾桃園国際空港到着後、研修

校へ移動 
大
学
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
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2/9

（土） 
研修準備日（終日自由行動） 

2/10

（月） 

｜ 

2/27

（木） 

台湾師範大学にて研修 

（月～金：9：10-12：10 言語授業、午後文化授業

または郊外授業、土：言語授業または文化授業、

日：郊外授業または自由活動） 

2/28

（金） 

研修校に集合し、台湾桃園国際空港へ移動 

14：50（予定）台湾桃園国際空港から福岡空港へ

向けて出発（BR102） 

17：55（予定） 福岡空港到着後、解散 

- 

 
 九州大学主催 

国立台湾師範大学  
短期中国語研修 

※日程表は 2019年 11月 7日現在のものです。 
現地事情及び航空会社の都合により、変更になる場合がございます 

【企画・担当】   九州大学 留学課国際学生交流係 TEL:092-802-2224  9:00～17:00  土日祝休  

【研修手続き】   一般社団法人 CIEE国際教育交換協議会 TEL: 03-5467-5502  E-mail : group-k@cieej.or.jp 

【旅行手配】  （株）カウンシル・トラベル  観光庁長官登録旅行業第 1210号 日本旅行業協会（JATA）正会員 

tel:092-802-2224


【研修費用に含まれるもの】 

◆往復航空運賃(エコノミークラス) 

◆燃油特別付加運賃(2019年 11月末まで\5,600) 

◆空港税類（2019年 10月現在￥2,780） 

◆現地研修費 

◆滞在費（宿泊費用） 

◆現地空港送迎費用（往復研修校手配） 

◆国際観光旅客税 

◆CIEE Japan手続き・サポート費用 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

国語教学センターは 1956 年に設立された、国立台湾師範大学附属の語学センターです。

台湾において最も評価されている、先進的な中国語・中華文化の教育機関です。国語教学セ

ンターが作成した中国語テキストは、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 6 万人以上で、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、国語教学 

センターも国際的にも非常に高い名声を得ています。 

日本から参加する学生のために、日本語の流暢な専門スタッフが在籍しており、カウンセラーと

して各種事務手続に関する情報提供やコンサルティングを行っています。日本語で相談が 

できるので、安心して研修に参加することができます。 

＜充実の設備＞ 

規模の異なる教室が百近くあり、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、各種会議室など充実した環境です。 

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。 

台湾の教員養成系大学としてはトップの大学です。 

【研修費用に含まれないもの】 

◆企画書の内容以外に行動される場合の費用 

◆海外旅行保険 

◆ご自宅から福岡空港までの往復交通費・宿泊費 

◆渡航手続きにかかる一切の費用（パスポート取得時の印紙代等） 

◆個人的な小遣い、電話代など 

◆超過手荷物料金（航空会社の規定による超過手荷物運搬料金） 

◆研修日程以外および自由行動時に伴う費用 

◆その他、旅行関係費用に含まれていないサービス費用 

◆帰国時の福岡空港出迎えサービス 

 

【台湾】台湾は南北に長い島で、面積は 3.6km2。日本の九州と同じくらいの大きさです。

人口は約2,300万人。北部が亜熱帯気候、南部が熱帯気候に属しており、1年を通して温

暖な気候で過ごしやすい地域です。台湾は面積が小さいながらも豊かな自然と文化に恵ま

れています。高山、丘陵、平原、盆地、峡谷、海岸など様々な景色が楽しめます。また鉄、

石炭、石油などの鉱物資源が豊富であり、また四面を海で囲まれているため、水産業も盛

んです。 
過去には外国が統治していた時代もあり、様々な文化の影響を受け、多様多彩な文化が
体験できます。また、日本のポップカルチャーが人気を博しており日本語が話せる人も多く
います。 

【台北】 
台北は台湾最大の都市で、人口は約 270 万人。市内はバスやメトロが充実しており、交通
も便利な都市です。台北 101 は 2004 年施行当時、世界一高い建造物として竣工された
台湾のランドマークとして有名です。毎夜開かれる夜市、茶芸館や中華料理、足ツボマッサ
ージやスパ、変身写真などの楽しいスポットがたくさんあります。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修概要 

 

 

滞在先： 進修推広学院 （師大会館）  

National Taiwan Normal University (NTNU) Campus-Inn 

寝室 2人部屋 

食事条件：食事なし 

部屋設備：Wi-Fi（無料）、浴室（シャワー式、トイレ付き）、冷房、ライティングデスク、クローゼットなど。 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 内容 

11月 22日（金）（予定） 
参加者最終決定：メールにてお知らせいたします。 

※参加決定後 CIEE より申込書類を郵送いたします。   

12月 6日（金）18：30-20：00(予定)  
第１回ガイダンス【異文化理解】  

※申込書類を持参し提出してください。 

2020年 1月上旬～中旬予定 参加費用残金納入（CIEE より請求書を発行） 

1月 24日（金）18:30-20:00(予定)  第 2回ガイダンス【渡航前準備と危機管理】 

1月（予定） 九州大学主催危機管理セミナー 

生活エリア  
観光にも、買い物にも便利！文教地区でもあり、台湾大学も近いです。 

大学は MRT（地下鉄）古亭駅から徒歩 5分 

周辺：「師大夜市（ナイトマーケット）」 

「永康街（観光地）」 

コンビニ、スーパーなど、食事したり、買い物したりするにも便利 

研修概要 

中国語と中華文化を学ぶプログラム 
このプログラムは、言語と文化を一緒に学ぶことが出来、台湾の文化についても理解を深めるこ

とが出来ます。授業は、学生が中心となって、言語や文化を学習できるように構成されており、

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、言語授業、

文化授業、校外活動から構成されています。 

 

 

参加決定後のスケジュール(予定） 
 
) 
) 

文化授業 午後 14:00-16:00 研修期間中９～1２種類（16回）のうち 3種類（3回）を選択し参加可能。 

伝統文化を楽しみながら体験 

伝統文化に携わる研究者、専門家などを教師として招き、指導や説明を受けながら、楽しく体験が可能です。 
テーマ： 「太極拳」、「中国拳法」、「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」、「中国語発音」、「篆刻」、「原住民舞踊」などを予定。 

校外活動 午後 14:00-20:00 研修期間中 5種類（7回）のうち 3種類（3回）を選択し参加可能。 
校外活動により、台湾文化をより一層理解 

校外活動では、「九份－名映画の舞台」、「十分－ランタンの里」、「三峡-藍染の町」、「宜蘭-伝統芸術の旅」、
「淡水-夕日を眺める街道」などを見学する予定です。 

言語授業 午前  9:10-12：00 （約 15時間/週） 
短期間で実用的な言語学習が可能 

実用的語彙、文型構造と発音練習を重点に授業を行い、さらに聴く、読む、話す能力の強化を図ります。 
実際の日常生活で使える言葉を学ぶので、授業で学んだことを実際の生活で使って体験的に学ぶことが出来ます。 
そのため短期間でも密度の濃い実用的なカリキュラムとなっています。 
※テキストに使用される文字は繁体字ですが、日本の漢字の旧字体とほぼ同じであるため、すぐに馴染めます。 
ピンインも使用されます。 

 

滞在先/生活エリア 
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お申込方法 ： 以下の要領で CIEE Japanへお申込みください。 
●申込期間： 2019 年 11 月 7日（木）正午~11 月 22 日（金） 正午まで 先着順 

●申込対象： 九州大学に在籍する学部生・大学院生 

●申込方法： ①オンライン申込後に⇒②お申込金 5 万円入金 ①と②の申込手続き完了で受付となります。（先着順） 

       ※定員になり次第受付を締め切ります。 

 

【CIEE オンライン登録手順】 

1. 申し込みサイトへアクセス（QR コードも同じサイトにつながります） 

https://www.cieej.or.jp/exchange/lsaregistration/kyushu_tw.html 
2. 参加申込登録をするをクリック 

3. ユーザー名 ： cieegroup   パスワード ： start5502 を入力し、次画面へ。 

4. すべての項目に入力後、送信 をクリック 

※パソコンの E-mailアドレス(海外からのメールが受信可能な Gmail等)の入力が必須です。 

※本研修の参加にあたり、アレルギー等の健康状態についてのご入力をお願いいたします。 

5. 入力内容を確認後、送信をクリック（クリックすると元には戻れません）→登録完了 

6. ご登録完了のお知らせ⇒ご登録の PC メールアドレス先へ送信  

※メールが受信されない場合は CIEE までご連絡下さい。 

 

          ※先にオンライン登録を完了してください。 

【お 申 込 金】 5 万円 （研修費用の一部として） 

【お振込み先】 三井住友銀行 渋谷支店 普通預金   

口座番号：9551011   口座名義：一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会 

※振込み人名の前に 必ずコースコードをおつけください。⇒ 例： KYTW コクサイ ハナコ 

※満席による申し込み受付締め切り後のご入金は全額返金いたします。 

 
 

 

 

●キャンセル料（取消料）について万が一研修の参加を取消しされる場合には以下の料金がかかります。 

CIEE Japan 
 ①取消手配料 ⇒ キャンセルされた日によって料金が変わります 

②研修校取消料 ⇒ 各研修校で決められているキャンセル料です 

ｶｳﾝｼﾙ・ﾄﾗﾍﾞﾙ  ③旅行費用取消料 ⇒ 往復航空運賃等に関するキャンセル料です 

  ①＋②＋③＝キャンセル料 

①CIEE 取消し手配料 

CIEE の「研修手続きに関する条件書」申込み取消し料 

規定に従って申し受けます。 

申込み取消し受付け日 取消し手配料 

出発日の 31 日前まで \38,500 

出発日の30日前から22日前まで \49,500 

出発日の21日前から14日前まで \60,500 

出発日の13日前から出発日前日まで \71,500 

※ご出発当日・出発日以降の取消しの場合、返金はありません。 

②研修校規定の取消し料 

CIEE 規定の為替レートにて算出した実費をご請求いたします。 

③旅行費用取消し料  株式会社 カウンシル･トラベル 

申込み取消し受付け日 旅行費用取消し料 

出発日の 31 日前まで なし 

出発日の30日前から3日前まで 旅行費用の 20％ 

出発日前々日～前日まで 旅行費用の 50％ 

出発日当日 旅行費用の 100％ 

※旅行費用とは往復航空券代、燃油特別付加運賃代を指します。

※オンライン申込期間の最終日時以降からキャンセル料金は発生します。 

※上記①と②について申込み取消し受付け日とは、参加者から書面で変更依頼を当協議会が受取った日を指します。 
電子メールによる代用は受付けられません。当協議会の執務時間（9:30～17:30）外、土日祝日・年末年始休暇は翌営業日扱いとなります。 

●CIEE Japan(研修手配団体)およびカウンシル・トラベル（旅行会社）について 
※ 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会は、本部をアメリカにおく、国際交流団体です。このたびの海外語学研修の「研修手続きの代行部分」を担当し、 

関連旅行会社 ㈱カウンシル・トラベルは航空券等の「旅行手配」をお受けします。 

※ 添乗員として研修に同行することはありません。あらかじめご理解のうえお申込みください。 

プログラム主催：九州大学 

 

※  

 

 国立台湾師範大学：現地での研修とサポートを提供 

：現地での研修とサポートを提供 

㈱カウンシル・トラベル 

旅行手配会社                      
CIEE Japan のトラベルサービス部門。CIEE Japan の国際交流

プログラムに参加する方々の旅行手配をサポート。 

→本プログラムの航空券・ビザ手配を行います。 

 

① CIEEオンライン参加申込登録をお済ませください。 

コースコード 

KYTW 

エル 

② お申込金を以下の口座にお振込ください。   

 

一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会  

研修手続き代行団体 www.cieej.or.jp    
英語の試験 TOEFL の日本事務局、および高校生、大学生、小・中・高等学校の

教員を対象に様々な国際交流プログラムを提供する国際交流団体。 

→大学より委託を受け、本プログラムの申し込み手続きを実施します。 

オンライン参加申込登録とお申込金のお振り込みの２点ともお済みの方から先着順に受け付け、 

満席となり次第、受付を締め切りとさせていただきます。 

ここをクリック 

https://www.cieej.or.jp/exchange/lsaregistration/kyushu_tw.html

