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冒険に出て
繁体中国語の受け継ぐ者になれ！
   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、世界中多くの国々が外国語を勉強する時
の人気選択肢になりました。

　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。

　中国と比べると、台湾の生活水準が上回っており、人々の人情の
厚さが感じられ、各地で世界各国が台湾でこ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
風貌を見せられています。

台湾印象

    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、十カ国を選出しました。その中、台湾は日本に次いで、第
二位に選ばれました。治安がいいので、女性は夜に外出しても
安全です。

    本場の中華文化を体験することができ、名勝地めぐりの他、
台湾はさらに多元的な飲食文化で「美食王国」と褒め称えられ
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。
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淡江大学と一緒に、
奥深く中国語世界を探求しよう

淡江大学は台湾のベスト私立大学であり、1950年に創立さ
れ、65年の歴史を誇ります。美しいキャンパス、プロ教師陣
と多元的な学生を抱えています。

経験豊富で信頼されている中国語センター
　淡江大学中国語センターは、台湾政府の教育部から優等認証
された中国語教育センターです。長年に渡り、政府の下にある
僑務委員会の委託を承って言語研修クラスを開いており、各年
齢層の教育でも経験豊かで、学生のニーズに合わせて協力する
ことできます。世界各地で色々な教育機関、例えば中小学校、
大学、非公開会社などからの委託を承っており、中国語教育
の専門クラスを開きます。こんなに沢山の機関が選ばれた私
ども淡江大学中国語センター。貴方も、仲間の一員になりま
せんか。

台湾の概要

地理
    台湾は西太平洋（日本の南西諸島の西方海上）に位置しており、アジア太平洋の経済・貿易の重要ターミナルであります。
国土面積は九州とほぼ同じぐらい、南北に長く、東西が狭い形状はさつま芋に似ています。地勢は東高西低になっていて、豊
かな地形を持ています。中央山脈が全島を貫いています。

気候     台湾は亜熱帯温暖湿潤気候に属します。春夏は4月から9月にかけて、平均気温は約28℃~35℃。秋冬は10月から3月にかけ
て、寒冷前線通過時以外、平均気温は10℃~25℃。雨具を用意したほうがお勧めです。

文化     台湾文化は融合した多元文化です。過去の外来政権（オランダ、スペイン、明朝、清朝、日本）などの影響を受け、台湾文
化は多元性と包容性を備えながら、局地化と伝統的な深さ、また国際化と現代発展などの特質を持っています。

言語
　台湾の公用語は國語（華語）です。日常会話も華語中心で、華語の他には台湾語、客家語、原住民語…などの言語がありま
す。書く時は中国大陸で使われている簡体字と異なり、繁体字が使われていますが、両者の発音はほぼ同じなので、コミュニ
ケージョンに支障が生じることを心配する必要はありません。

民族と宗教 　民族の構成は漢民族を主体とし、また原住民、客家人、外省人などから構成されています。宗教は仏教と道教が主流で、他
にもキリスト教、イスラム教などがあります。民族と宗教の包容性がかなり高いです。
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正規中国語プログラム（RCLP）

    長期的に台湾在留の国際学生に合わせて特別に作られたプ
ログラムです。一般的な「学季制」コース(年4回)と異なり、
本センターは毎月最初の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、少なくとも3週間以上）、毎週15
時間です。

　全授業は中国語で行い、初級中国語から高級中国語まで九つ
のレベルに分けられています。レベル分けテストを通じ、学生
の程度を理解した上で、各学生のレベルにあった教育を提供し
ます。聞く力、話す力、読む力、書く力を総合的に鍛えます。
初級クラスは会話力の養いを皮切りに、中級から次第に作文の
書く力と書面用語の使いを加えて強め、中高級はさらにニュー
スや文化思想などの教材を導入します。

　授業中、不定期的に文化見学や団体活動を行う他にも、国
際学生と台湾学生の交流を積極的に行い、中華文化を体験で
きます。

プログラムの概要

一期の授業週間 15週間（少なくとも3週間）

一期の授業時間 中国語授業：15時間 不定期にセンター活動、中国語親善試合
や課外活動などのイベントを行います

レベル分け 9レベル（初、中、高。各3レベル）

教材 《視聴華語》《遠東生活華語》《今日台湾》《実用中文読
写》

生活指導制度 各クラスの指導教師、当番の教師、総指導教師、業務担当者

研修キャンパス 台北キャンパス

食事と宿泊の手配 なし

対象者 長期的に台湾在留し中国語を学びたい国際学生

費用 27,000/15週間（保険付、教材は自費）
7,500 up/3週間以上（教材は自費）

プログラムの概要

一期の授業週間 1週間~8週間
週間数は自由に選べます

一期の授業時間 中国語授業（午前）：15時間
文化授業と校外学習（午後）： 15時間

レベル分け 登録当日に筆記試験と口頭試験を行います

教材 《視聴華語》など

生活指導制度 研修クラスの指導先生、当番の教師、総指導教師、業務担当
者

研修キャンパス 台北キャンパス

食事と宿泊の手配 昼食付。宿泊は各自が用意。

対象者 台湾で文化体験をしたい国際学生、バックパッカー

費用 6,000/週（教材、保険、校外学習のチケット代と交通費付）

中国語・中華文化夏季プログラム（CCSP）

    住居手配は不要、短期的に台湾で勉強や体験をしたい国際学
生、冒険の精神があるバックパッカーに向いています。中国語
の勉強はのみならず、授業後の都探求も重視され、中華文化を
深く体験できます。

　毎年夏季（7、8月）開講します。週間数（1~8週）および
授業の始まり（どの週から始まること）が選べます。授業は午
前、月曜日から金曜日までの正規中国語プログラム（RCLP）
と結びつけられています。午後は文化授業、台北探求の校外学
習が用意されています。
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春夏集中中国語プログラム（ICLP）

    ICLPは台湾に短期滞在し、集中的な授業を求める学生のため
に提供しています。毎年春季（3月）および夏季（7、8月）に
開講、コースは2週間、3週間、6週間の3種類が選べます。ク
ラスは少人数制、授業は週20時間です。授業内容は中国語授
業、文化授業、また毎週水曜日の校外学習が含まれています。

　24時間指導員が学生の日常生活を世話します。日々の付き
合いを通じで交流を深め、学生の言語力が身につきます。6週
間授業の最後は二泊三日の修了旅行を行います。平日も様々な
中国語親善試合や教育活動を行います。

　日本人学生研修クラスに対して、私どもは特に学生の話す
力と聞く力に力を入れ、読む力と書く力の練習とともに指導
します。

プログラムの概要

一期の授業週間

春季：2週間 / 2016年3月6日-3月19日
夏季：3週間 / 2016年7月3日-7月23日
                        2016年8月7日-8月27日
           6週間 / 2016年7月3日-8月13日

一期の授業時間

中国語授業：20時間
文化授業：2-4時間
校外学習：8時間（6週間授業の最後の一週は二泊三日の台湾
旅行が手配されます）

レベル分け 到着後、筆記試験と口頭試験を行います

教材 《楽華文》など

生活指導制度 中国語クラス教師、助手、大学生指導員、業務担当者

研修キャンパス 春季：台北キャンパス
夏季：淡水キャンパス

食事と宿泊の手配 2週間：宿泊付。食事は各自が用意。
3週間・6週間：全コースは食事と宿泊付。

対象者 14歳~30歳
台湾に短期滞在し集中的な授業と台湾文化体験を求める学生

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

プログラムの概要

一期の授業週間

グループのニーズに合わせます

一期の授業時間

レベル分け

教材

生活指導制度

研修キャンパス

食事と宿泊の手配

対象者

費用 ニーズによってオファーを出します

ニーズに合わせたカスタマイズプログラム（CCLP）

    教育機関および各会社のニーズに合わせ、カスタマイズ授
業を提供しております。研修キャンパスは台北と淡水の二つが
選べます。本センターは今までアメリカ、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。

一対一個人授業
　学生の程度および時間など個人的なニーズに合わせ、専門的
な一対一授業を提供しております。授業先は台北キャンパス、
時間帯は限りません。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。

    費用につきまして、《実用視聴華語》という教材を使用す
る場合は毎時間NT＄600元で、学生自選教材の場合は毎時間
NT$700元です。修了後、授業時間証明書を提供しておりま
す。
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プログラムの特色

文化授業
（RCLP・ICLP・CCSP）

  一つの言語を身につけるため、文字への理解はさることながら、その裏に潜んでいる文化含意へ
の理解も不可欠です。
　学生が中華文化の美を体験できるため、キャンプ授業は特別に文化体験授業を用意しておりま
す。中国ゴマ、中国将棋、太鼓、中国結び、茶道など、該当分野の専門教師を招聘し授業を行い
ます。授業中、学生が体験できる以外、先生も関連する歴史を紹介します。学生が中国語の勉強
以外でも、さらに伝統文化への理解を深めます。

移動的教育
（RCLP・CCLP）

　中国語学習者と地方の人々の交流を増やすため、センターは学生を台湾の中小学校に連れ、
文化交流や言語交流を行います。中国語学習者はリアルな台湾の生活を体験することができます。

24時間生活指導員
（ICLP）

　指導員が全コース同行することは淡江大学春夏集中中国語プログラム（ICLP）の特色の一つで
す。
　研修期間は一日中24時間学生を世話します。日常生活の他に、指導員が学生を引率し、旅に出
て、台北の史跡と特色建築を案内します。指導員システムを通じ、学生は最も身近に台湾の生活
を知ることができます。母語話者と中国語を練習する機会が増え、早く台湾での生活に馴染むこ
とができます。

イベントと親善試合
（RCLP・ICLP）

    学生がより効果的に中国語を習得するため、センターは朗読スピーチ、作文、歌唱大会などの
親善試合や校外見学、学園祭などのイベントを開催します。

深度探求-二泊三日の修了旅行
（ICLP）

    春夏集中中国語プログラム（ICLP）は6週間の授業を修了後、二泊三日の修了旅行があります。
学生は台湾の中、南部に行き、異なった地域の文化と風土民情が体験できます。

オンライン授業

   学習は絶えません。授業以外でも、オンラインキャンパスを提供ております。
   ・教材「楽華文」を使用します。
   ・教材内容デジタル化。
   ・教師の授業映像をアップロード、学生は随時に今日の勉強した内容を復習できます。
   ・ディスカッションコーナーあり、学生は授業後質問をすることができます。
      中国語の先生が答えます。
   ・オンラインディスカッションルームを通じて、他の学生や先生と即時インタラクション。

一対一授業

　学生の程度と時間など個人的なニーズに応じ、専門的な一対一授業を提供しております。授業
先は台北キャンパスで、時間帯は限りません。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。

専門的な中国語教師

   本センターは今21名の中国語教師がいます。皆中国語母語話者で、全員教育部対外華語教育能
力の認証を持ってます。大多数の教師は大学院修士の学歴があります。海外の大学、華僑学校の教
育経験のある教師、また各教育機関の教師育成クラスの特別契約講師も大勢おり、さらに数名の教
師がTOCFLの命題委員を担当しております。台湾屈指の教師陣といっても過言ではありません。

整った立派な導師制度

   正規中国語プログラム（RCLP）の各クラスの指導教師が学生の学習や日常生活に起こる問題を
指導します。また、当番の教師と総指導教師がいて、学生は特別なニーズがあれば、当番の先生や
総指導教師まで尋ねることもできます。

価値と競争力は淡江の授業で

奨学金制度によって、台湾生活の質を向上させ

　他の台湾の中国語センターと比べると、淡江大学中国語センターは授業料が合理的だけで
はなく、学生が利用できる空間も他の中国語センターより広いです。広々しい教室、のんび
りしたキャンパスの雰囲気を自由に楽しめながら、中国語勉強の趣を発見しましょう。

本校は奨学金制度を備えます。現在は「華語生学業奨学金」及び「華語ボランティア奨学
金」などの項目あり、学生の申請に提供しております。

外交部奨学金
中華民国外交部は優秀な外国人学生が台湾での勉強及び相互的な交流や友好国との友誼を促
進するため、特に本要点を制定しました。（中国大陸、香港とマカオ地域の学生は本要点に
適しておりません）詳しくは右側の情報及び下記のサイトをご参照。
https://taiwanscholarship.moe.gov.tw



淡江大学中国語センター
9

プログラム一覧

プログラム 正規中国語プログラム
（RCLP）

春夏集中中国語プログラム
（ICLP）

中国語・中華文化夏季プログラム
（CCSP）

カスタマイズプログラム
（CCLP）

1.開講日時 毎月第一週 春季3月、
夏季7月~8月 夏季7月~8月

グループのニーズに合
わせる

2.授業週間 15週間
少なくとも3週間

春季：2週間
夏季：3週間/6週間

1週間~8週間
週間数は自由に選べる

3.一週間の授業時間
中国語授業：15時間
不定期なセンター活動、中
国語親善試合、課外活動

中国語授業：20時間
文化授業：2-4時間
校外学習：8時間
6週間授業の最後の一週に
二泊三日の台湾旅行がある

中国語授業（午前）：15時間
文化授業と校外学習（午後）： 
15時間

4.対象者 長期的に台湾在留、中国語
を学びたい国際学生

台湾に短期滞在、集中的な
授業と台湾文化体験を求め
る学生

短期的に台湾で文化体験をした
い国際学生やバックパッカー

5.生活指導制度
各クラスの指導教師、当番
の教師、総指導教師、業
務担当者

中国語クラス教師、助手、
大学生指導員、業務担当者

研修クラスの指導先生、当番の
教師、総指導教師、業務担当者

6.研修キャンパス 台北キャンパス 春季：台北キャンパス
夏季：淡水キャンパス 台北キャンパス

7.食事と宿泊の手配 なし

2週間：宿泊付。
食事は各自が用意。
3週間/6週間：全コースは
食事と宿泊付

昼食付。
宿泊は各自が用意。

8.費用 27,000/15週間
7,500 up/3週間以上

32,000/2週間
40,000/3週間
65,000/6週間

6,000/週間 ニーズによってオファ
ーを出す

一.奨励補助項目
 受賞学生は先行中国語研修期間、毎月奨学金NT＄25,000元を受け取ります。
 受賞学生は在学期間、毎月NT$30,000元を受け取ります。
（受賞学生は台湾在留期間の費用はすべて自費すること。本部は他の手当て及び補助を提供しておりません）
二.申請資格
 高等学校卒業以上の学歴で、学業成績優秀かつ人格が優れている日本人。
 台湾の国籍を有しない者。
 台湾の華僑身分を有しない者。
 台湾で申請を擬した同等的なレベルの学位授業を勉強したことがない者。
 受賞期間、非台湾の各大学院が外国学校署名学術協同会議の募集した交換学生。
 わが国の政府機関または関連機関に奨学金受給資格を取り消されたことのない者。
三.他の説明
 申請者は締め切りまでに関連資料を同封し、わが国の駐在する（兼ねて統轄する）所属国の外国駐在館に提出し申請すること。
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学校生活/公共交通機関/学校寮

のんびり台北
　台湾の首都でありながら、台北は経済、政治、文化の中心とも位置つけられます。
豊かな名勝地、様々な展覧イベント、また交通の利便性に富みます。どのような形で
あれ、ここですばらしい思い出を作ることができます。

学校寮

麗澤學舍（校内）

・5階建。各室3~4人部屋。
・1階は談話室（テレビと卓球台あり）、2階はロビーとソファー応接室、2~3階は男子寮。
   各階にウォーターサーバー、コイン洗濯機、乾燥機、洗濯干し場あり；3~5階はキッチン（冷蔵庫付き）。
・部屋設備：ロフトベッド（上はベッド、下は学習机）、たんす、エアコン、扇風機。
・洗面所：各階2~4間。（ユニットバス）

松濤館（校内）

・6階建。各室4人部屋。
・図書室、自習室、応接室、キッチン、談話室（テレビあり）などの公共エリア。
    冷蔵庫、ウォーターサーバー、公共電話、メールボックス、ヒートポンプ式給湯器などの設備。
・部屋設備：ロフトベッド（上はベッド、下は学習机）、たんす、室内電話、エアコン、扇風機。
・洗面所：共用トイレ。腰掛式と和風便器二種類あり。ユニットバス。

淡江學園（校外，徒歩約
10分）

・14階建。各室3~4人部屋。
・2階は応接室、偶数階に図書談話室あり、屋上に大型談話室、スポーツジム、洗濯場、男女洗濯干し場あり。
・全天候警備員が門の取り締まり、フロアエレベーター、監視システムを管制。
・部屋設備：ロフトベッド（上はベッド、下は学習机）、たんす、エアコン。
・洗面所：各部屋にユニットバス付き。
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学校寮

麗澤學舍（校内）

・5階建。各室3~4人部屋。
・1階は談話室（テレビと卓球台あり）、2階はロビーとソファー応接室、2~3階は男子寮。
   各階にウォーターサーバー、コイン洗濯機、乾燥機、洗濯干し場あり；3~5階はキッチン（冷蔵庫付き）。
・部屋設備：ロフトベッド（上はベッド、下は学習机）、たんす、エアコン、扇風機。
・洗面所：各階2~4間。（ユニットバス）

松濤館（校内）

・6階建。各室4人部屋。
・図書室、自習室、応接室、キッチン、談話室（テレビあり）などの公共エリア。
    冷蔵庫、ウォーターサーバー、公共電話、メールボックス、ヒートポンプ式給湯器などの設備。
・部屋設備：ロフトベッド（上はベッド、下は学習机）、たんす、室内電話、エアコン、扇風機。
・洗面所：共用トイレ。腰掛式と和風便器二種類あり。ユニットバス。

淡江學園（校外，徒歩約
10分）

・14階建。各室3~4人部屋。
・2階は応接室、偶数階に図書談話室あり、屋上に大型談話室、スポーツジム、洗濯場、男女洗濯干し場あり。
・全天候警備員が門の取り締まり、フロアエレベーター、監視システムを管制。
・部屋設備：ロフトベッド（上はベッド、下は学習机）、たんす、エアコン。
・洗面所：各部屋にユニットバス付き。

 

公共交通機関

MRT（捷運）
MRTシステムは台北の行政区と部分的な新北地域にわたり、毎日、平均160万人がラッシュ時に乗り降りし、台北の交通の大動脈と言えます。人々は悠遊カード、また
は片道切符で支払いでき、とても便利な交通施設といえます。車内での通話は禁止されていませんが、飲食は禁止されています。お気をつけてください。

公共自転車（U-bike）

微笑自転車You Bikeは省エネの交通システムです。目的地との距離は歩いては遠すぎ、MRT に乗っては近すぎる場合、徒歩のかわりとしてU-bikeは「出発地で借り
て、目的地で返却する」という形の交通手段で、相当便利です。悠遊カードを持っている限り、各地のYou Bikeレンタルスポットで借りることができ、台北の町を探求
できるようになりました！

バス 台北のバスは市内を網羅しており、非常に便利です。現在は低床式バスが大多数を占めており、体の不自由の方や年長者にとってはとても乗り降りしやすいです。た
だ、バスを乗車する際には運転手に手を降って、乗車の意思をしめさないと目の前を通過されます。ご注意ください。
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留学生経験談

淡江大学に着いたばかりの時、中
国語がさっぱり分からなかった
が、今先生とクラスメートの話し
ていることが大体わかるようにな
りました。
ここの中国語授業は特色に富んで
います。他の国の学生がいて、色
々な国の文化や飲食などを分かる
ことができ、とても面白いと思い
ます。
私の中国語が進歩してきたのだけ
ではなく、いい友達もいっぱい作
りました。

淡江大学で中国語を勉強しに来て
よかったです。
多くのクラスメートと知り合い、
授業をちゃんと教えてくれる先生
もいます。
台湾に来たばかりの時は話が全然
聞き取れなくて、漢字もうまく書
けませんでした。
中国語授業を受けた後、かなり進
歩したような気がします。

台湾は中国語能力を養う最高の場
所です。そのため留学先として淡
江大学を選びました。
私は中国語、特に繁体字の勉強が
好きです。繁体字は象形文字で、
形は豊かで面白いと思います。
毎日の授業で、先生は色々な知識
を教えてくれて、聴く、話す、読
む、書くの四技能が進歩していき
ます。
授業では先生と他の国の学生を知
り合うことができ、毎日が楽しい
です。
漢字を書くことについて、私は興
味深く勉強しています。
淡江大学は設備が整っており、学
習環境も優れています。
両親を失望させないよう、私は勉
強を一生懸命、しっかり勉強して
いきたいと思います。頑張りま
す！

勉強は順調に進んでおり、中国語
がうまくなってきました。
優しい先生、いいクラスメート、
整った生活機能。淡江での中国語
授業を楽しんでいます。

初日はとても緊張していました
が、クラスメートは皆いい人なの
で、私の恐怖が解消されました。
淡江大学は綺麗だし、MRTからも
近いだし、すごく便利です。
台湾の人々は優しいです。7-11に
行く時、店員さんはいつも「いら
っしゃいませ」と言ってくれて、
私は7-11の常連客になりました。
（なんと24時間も営業していま
す）
淡水にあるレストランの優しいお
姉さんから、いつも食べ物をただ
で頂、業務係から耳に心地よく綺
麗な英語を喋ってくれて、会話に
支障が全くありません。
最後に言いたいのは：台湾はいい
ところです。
人々もいいし、大学もいいし、私
はここでの生活を満喫していま
す。ありがとうございます！

淡江大学を気に入った理由は、こ
この学生は友達作りだけではな
く、中国語の勉強も目標をもって
しっかりしています。
どんな質問に対しても答えてくれ
て、毎日の練習を通じて私たちを
教科書の内容を理解させる先生も
素晴らしいと思います。
クラスのサイズ（１クラス12人）
もちょうどよくて、多くもなけれ
ば少なくもないです。
初日の中国語授業でクラスメート
である親友ができて、中国語の勉
強がさらに楽しくなりました。
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正規中国語プログラム（RCLP）

Step1

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。記入してからclc@
mail2.tku.edu.twまでお送りください。
サイト：chinesecenter.weebly.com
経路：日本語要覧→正規中国語プログラム（RCLP）→申込手続き→「rclp申込書」をダウンロ
ード。

Step2

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「Study Plane.doc」をダウンロード）
(4) 卒業証明書のコピー
(5) 成績書のコピー
(6) 財政能力証明書（US$2,500、三ヶ月以内）

Step3

書類を検証した後、本センターは「入学証明書」を郵送します。
「入学通知書」をもって中華民国の駐在機構までビザの申請を行います。

※入学証明書の申し込みにはNTD$300元の手数料がかかります。
海外送金の場合、手数料（NTD$300元）を事前にお振込みください。
受取銀行: FIRST COMMERCIAL BANK, TAIPEI, TAIWAN
受取人: TAMKANG UNIVERSITY
口座番号: 162-10-004528
SWIFTコード: FCBKTWTPXXX

春夏集中中国語プログラム（ICLP)

Step1 淡江大学中国語センターのサイトでオンライン申し込みをしてください。
サイト：chinesecenter.weebly.com

Step2 パスポートのコピーと証明写真（4.5cm*3.5cm）をclc@mail2.tku.edu.twまでお送りくださ
い。

Step3

NT$6000元（US$210）の保証金を下記の口座までお振込みください。 
受取銀行: FIRST COMMERCIAL BANK, TAIPEI, TAIWAN 
受取人: TAMKANG UNIVERSITY 
口座番号: 162-10-004528 
SWIFTコード: FCBKTWTPXXX   ※保証金の払い戻しはいたしかねます。

Step4

振込証明書（タイトル：ICLP+参加者の名前）を本センターにメール（或はファクス）してく
ださい。本センターは受領後、メールでお知らせいたします。

FAX: +886-2-2321-4036
E-mail: clc@mail2.tku.edu.tw
電話番号：+886-2-2321-6320#8347 

中国語・中華文化夏季プログラム（CCSP）

Step1
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。
サイト：chinesecenter.weebly.com
記入した後、clc@mail2.tku.edu.twまでお送りください。

Step2

NT$6000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
いたしません。
受取銀行: FIRST COMMERCIAL BANK, TAIPEI, TAIWAN
受取人: TAMKANG UNIVERSITY
口座番号: 162-10-004528
SWIFTコード: FCBKTWTPXXX

ニーズに合わせたカスタマイズプログラム（CCLP）/一対一個人授業

興味があるようでしたら、下記の連絡先までお問い合わせください。 
E-mail: clc@mail2.tku.edu.tw 
TEL: 02-23216320#8347

返金

入学申請手続き完了及び支払い済みの状況
で、何らかの事情で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
後の時点から授業の始まりの日の前日ま
で、返金を申請した場合は、払った単位
料、雑費などの各費用の九割を返金する。
授業のはじまりの日から数え、授業を受け
る期間が全期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
の半分を返金する。全期の三分の一を超え
た場合は返金しない。

本授業は台風、地震、天然災害など不可抗
力の場合、休講の標準は「行政院人事行政
總處」が公表した休講お知らせにより、補
講や代金の払い戻しはできかねます。

申し込み手続き
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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 8835,8836,8839）
FAX: +886-2-2321-4036
メール: clc@mail2.tku.edu.tw

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 8334）

Facebook/淡江大学成人教育部
www.facebook.com/LearningChineseInTku
www.dce.tku.edu.tw

Web サイト
chinesecenter.weebly.com
淡江大学中国語センター（華語中心）
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