国立台北教育大学
２０１7
募集要項

出願期間：２０１７年２月６日（月）から２０１７年５月１日（月）

ウェブサイト: http://www.ntue.edu.tw
電話: 886-2-27321104
FAX: 886-2-23777008
住所: No. 134, Sec. 2, Heping E. Rd., Da-an District, Taipei
City 106, Taiwan

※募集要項日本語版は、英語版から翻訳しております。翻訳困難な部分に
関しては、英語で表記してあります。ご了承ください。

重要日程表
項目

期日

備考

募集要項公表

2017 年 1 月 3 日

願書受付開始

2017 年 2 月 6 日～5 月 1 日

選考期間

2017 年 5 月 2 日～5 月 15 日

選考結果発表

～2017 年 6 月 12 日

合格通知発送

～2017 年 6 月 16 日
2017 年 9 月上旬
（授業開始日の１週間程度前）

入学受付

正確な日付は合格
通知と一緒に郵送
されます。

2017 年 9 月中旬

入学・授業開始

出願に関するお問い合わせ
項目

担当部門

電話

入学願書受付

研 究 開 発 部 門 の 886-2-27321104
#82021
国際関係課

提出書類

各募集学科

合否結果

登録課
大学事務係

到着

国際関係課

登録手続き

登録課
大学事務係

886-2-27321104
各学科募集受付へ転送
886-2-27321104
#82225
886-2-27321104
#82021
886-2-27321104
#82225
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E メール
acrd@tea.ntue.edu.tw
各学科の規定事項をご覧
ください。
tzuchy@tea.ntue.edu.tw
acrd@tea.ntue.edu.tw
tzuchy@tea.ntue.edu.tw

留学生募集枠（学部学科別）
募集枠
学部

教
育
学
部

人
文
芸
術
学
部

理
学

学科

修士
博士
コース
コース
教育改革・評価
生命教育
教育政策・経営
教育政策・経営
文化及び教育法
特殊教育
Early Intervention Services：
1
社 会・教育発展
地域発展
教育課程・教育通信
教育課程・教授法
教育コミュニケーション、技術
技術

教育学

3

教育経営学

3

特別教育学

4

社会・地域発展学

5

教育課程・教育通信技
術

-

心理・カウンセリング
学科

1

心理・カウンセリング学科

-

芸術デザイン学科

芸術学科：4
ﾃﾞｻﾞｲﾝ 学科：4

芸術デザイン学科

Inter-disciplinary
Study of Art

言語・創造的作文法学
科

言語教育：4
創造的作文法：4

言語教育・創造的作文法
第 2 外国語としての中国語教育
法

-

台湾文化学科

-

台湾文化学科

-

音楽学科
文化創造産業経営学科

4
4

-

科学教育学科
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音楽学科
文化創造産業経営学科
科学教育
応用科学

数学・情報教育学科
コンピューター・サイ
エンス学科
デジタル技術デザイン
学科
体育学科

国
際
修
士
課
程

学士
コース

数学教育：1
情報教育：1

数学・情報教育学科

-

4

情報科学

-

4

おもちゃ・ゲームデザイン

-

1

体育学科

-

現代美術評論、
学芸員養成

-

国際修士課程
学習、指導

-

東南アジア経営学

-

上限数

科学教育

現代美術評論、
学芸員養成
（英語による授業）
国際修士課程
学習、指導
（英語による授業）
東南アジア経営学
（中国語による授業）

56

43
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※修士課程 ４３、博士課程 ３つの開講プログラムは、各学科と委員会の評価により
決定されます。
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その他情報のお問合せ先
1. 当校入学出願に関連する告示情報
外国人留学生入学に係る情報 http://ia.ntue.edu.tw/?lang=zh
2. 中国語コース・中国語能力試験に関するお問合せ
(1)当校中国語教育センター
http://academic.ntue.edu.tw/files/11-1007-191.php
電話: 886-2-2732-1104 内線：82025
(2)国家中国語試験推進委員会サイト
http://www.sc-top.org.tw/
電話: 886-2-7734-5638 内線：8201-8205
3. 外国教育学科、中台教育、教育省：外国大学参考情報、台湾においての奨学金、中
国語学習での奨学金、これらに関する法規等。下記ウェブサイトにて外国人留学生
の項を確認して下さい。
http://depart.moe.edu.tw/ED2500/Content_List.aspx?n=2FE25DA46B7ACD8C
http://www.fsedu.moe.gov.tw
電話: 886-2-7736-6666
4. 外務省：台湾領事館に関する情報を提供しています。
http://www.mofa.gov.tw/
電話: 886-2-2348-2999
5. 内務省出入国・移民局外国人情報お問合せ先
http://www.immigration.gov.tw/mp.asp?mp=1
電話: 886-800-024111
6. 疫病管理, 厚生労働省: 外国人居住者のための健康診断に関する情報提供
http://www.cdc.gov.tw/
電話: 886-2-2395-9825
7. 国家健康保険管理局, 厚生労働省: 台湾における外国人居住者のための保険サー
ビス
http://www.nhi.gov.tw/webdata/webdata.aspx?menu=&menu_id=&wd_id=&webdata_
id=2352
電話: 886-2-2706-5866
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学士課程
１. 教育学部
1. 教育学科
募集枠

3名

学科指定
提出書類

１）中国語による自叙伝
２）学習計画書（中国語タイプで 3 ページ以内）
３）選考に有利となるような書類 （例：競技大会（もしくは特
別パフォーマンス）の結果、部活動への参加、生徒会役員、
検定合格証、その他の証明書（社会奉仕活動への従事を含む）
等）

評価方法

提出書類により審査。必要に応じて筆記もしくは面接試験（電話、
テレビ電話等による）。

連絡先

学科ウェブサイト

備考

担当者：Chen 電話：886-2-27321104 （内線：62161）
E メール：lifehealth@tea.ntue.edu.tw
http://s4.ntue.edu.tw
生徒は本人の中国語水準がわかる資料を提出しなければならな
い。当学科に合格した生徒で中国語能力が学科の評価委員により
不十分だと判断された場合、自費により大学併設の中国語講座の
受講が必要となります。

２．教育経営学科
募集枠

3名

学科指定
提出書類

１）中国語による自叙伝
２）学習計画書（中国語タイプにて）
３）選考に有利となるような書類

評価方法

提出書類により審査。必要に応じては面接試験。

連絡先

学科ウェブサイト

備考

担当者：He 電話：886-2-27321104（内線：62134）
E メール：qqjamjulia@tea.ntue.edu.tw
http://s1.ntue.edu.tw/em
当学科に合格した生徒で中国語能力が学科の評価委員により不十
分だと判断された場合、自費により大学併設の中国語講座の受講
が必要となります。
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３．特別教育学科
募集枠

4名

学科指定
提出書類

１）自叙伝及び推薦状
２）選考に有利となるような書類（例：関連研究プロジェクトへ
の参加、ボランティア活動参加への証明書、賞等）

評価方法

提出書類により評価

連絡先

学部ウェブサイト
備考

担当者：Huang
電話：886-2-27321104（内線：62150）
E メール：jenfeng@tea.ntue.edu.tw
http://spe.ntue.edu.tw
なし

４．社会・地域発展学科
募集枠

5名

学科指定
提出書類

１）中国語での自叙伝と履歴書
２）選考に有利となるような書類
（例：発刊物、受賞活動等）

評価方法

提出書類により評価。必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、
テレビ電話などによる）

連絡先

学部ウェブサイト

備考

担当者：Chuang 電話：886-2-27321104（内線：62238）
E メール：social@tea.ntue.edu.tw
http://social.ntue.edu.tw/
当学科に合格した生徒で中国語能力が学科の評価委員により不十
分だと判断された場合、自費により大学併設の中国語講座の受講
が必要となります。
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５．心理・カウンセリング学科
募集枠

1名

学科指定
提出書類

１）高校の成績証明書
２）中国語による自叙伝
３）学習計画書（中国語タイプにて）
４）TOCFL レベル４（またはそれ以上）
、または他の同等試験の証
明書のコピー
５）選考に有利となるような書類（学生協会への参加、競技大会
の業績、ボランティア経験等）

評価方法

提出書類により評価

連絡先
学部ウェブサイト

備考

担当者：Lin 電話：886-2-27321104（内線：62156）
E メール：psycouns@tea.ntue.edu.tw
http://pac.ntue.edu.tw .
1. 当学科の課程は性質的に特別な為、卓越した中国語の会話力と
リスニング力が求められます。
2.当学科に合格した生徒で中国語能力が学科の評価委員により不
十分だと判断された場合、自費により大学併設の中国語講座の受
講が必要となります。

２. 人文芸術学部
1. 芸術デザイン学科
募集枠

芸術コース：4 名
デザインコース：4 名

学科指定
提出書類

１）中国語による自叙伝（A4 紙に横書き、タイプで１ページ）
２）学習計画書、作品集または作品を収録した CD－ROM（解説
付きで 5～10 点）
３）選考の参考になるような書類（志望動機書を含む）

評価方法

提出書類により評価

連絡先

学部ウェブサイト

担当者：Ruan 電話：886-2-27321104 （内線：63401）
E メール：ace@tea.ntue.edu.tw
http://s12.ntue.edu.tw
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備考

1. 芸術コース及びデザインコースともに募集枠は 4 名のみ。どち
らかのコースが定員割れする場合は、どちらかもう一つの組に定
員を割り当てすることができます。
2. 芸術コースは３分野に分かれます：芸術教育、芸術理論・論評、
芸術創作。デザインコースは、人文、プロダクトデザイン、デジ
タルアプリケーション、通信、クロスドメインに分かれます。

2. 言語・創造的作文法学科
募集枠

言語教育：4 名
創造作文法：4 名

学科指定
提出書類

１）中国語による自叙伝
２）選考の参考になるような書類
（例：学習計画、学生協会への参加、競技業績、文学作品等）
３）TOCFL レベル４（またはそれ以上）
、または他の同等試験の証
明書のコピー

評価方法

提出書類により評価

連絡先
学部ウェブサイト

備考

担当者：Wu 電話：886-2-27321104 （内線：62234）
E メール：superflywu @tea.ntue.edu.tw
http://s5.ntue.edu.tw
1.言語教育コース及び文学創作コースともに募集枠は 4 名のみ。
どちらかの組が定員割れする場合は、どちらかもう一つの組に定
員を割り当てすることができます。
2.当学科の課程は性質的に特別な為、卓越した中国語の会話力と
リスニング力が求められます。
3. 当学科に合格した生徒で中国語能力が学科の評価委員により
不十分だと判断された場合、自費により大学併設の中国語講座の
受講が必要となります。
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３．音楽学科
募集枠

4名
１）ピアノ、声楽、弦楽、管楽、打楽器、クラシックギター：10
分程度の自選曲を録音・録画したオーディション DVD 又は VCD
（譜無しでの演奏）

学科指定
提出書類

２）作曲：出願者本人の音楽作品の DVD 又は VCD の提出
３）自叙伝
４）高校の成績証明書
（出願用の資料とデータは返却しませんので、オリジナルを取っ
ておいて下さい。
）

評価方法

連絡先
学部ウェブサイト
備考

１）専門科目：ピアノ、声楽、弦楽（バイオリン、ビオラ、チェ
ロ、コントラバス）、木管楽器（フルート、クラリネット、オーボ
エ、バスーン）、銅管楽器（トランペット、トロンボーン、サック
ス、ユーフォニアム、フレンチホルン、チューバ）、理論と作曲、
打楽器、クラシックギター。
２）提出書類により評価
３）基準：志願者の実技試験の点数による（合計 100 点満点）
自叙伝、並びに高校の成績証明書は参照のみ
電話：886-2-27321104 （内線：63373、63372）
E メール：music@tea.ntue.edu.tw
http://music.ntue.edu.tw
申請者は中国語の理解力、会話力が必要とされます。
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４．文化創造産業経営学科
募集枠

学科指定
提出書類

評価方法

連絡先
学部ウェブサイト

備考

4名
申請書類：
１. 必要書類：
a. 卒業証書コピー又は学生証コピー
b. 成績証明書原本（順位、パーセンテージを含む）
c. 自叙伝（A4 用紙タイプにて、10 ページ以内）
d. 学習計画（A4 用紙タイプにて、20 ページ以内）
e. 推薦状 2 部（未開封、封筒口にサインして下さい）
f. 知的所有権の宣誓供述書
（http://ntue-ccim.blogspot.tw/にてダウンロードして下さい）
２. オプショナル書類（なければ免除する）：
a. 学生協会への参加
b. コンテスト実績
c. リーダーシップ
d. 個人の作品
e. 文化産業に関する理解及び持論
f. 非英語圏からの留学生の場合、過去 2 年以内に政府機関ま
たは国際的に認められている機関により発行された英語能力
証明書のコピー
パーセンテージ計算においての基準
1. 個人情報（卒業証明書又は学生証コピー、パーセンタイルラ
ンクを含む高校の成績証明書原本、自叙伝、推薦状 2 部、知
的所有権の宣誓供述書）
：30%
2. 文化と創造産業に関わる活動に関しての資料と学習計画：
70%
3. 書類不足：上記書類、１不足する毎にマイナス 5 ポイント
電話：886-2-27321104 （内線：62049）
E メール：acidm@tea.ntue.edu.tw
http://ntue-ccim.blogspot.tw/
当学科は主に都市文化創意体験空間の開発を学びます。これは、
経済と空間状況に基づいて環境的資源、多様化する人材資源、相
互芸術と文化資源を創造的に結合すること、及び私たちの生活の
質の向上と生活環境の価値と生産高を上げることを促進すること
によって、文化と創造経験を包括的に発展することを意味してい
ます。
登録した学生は 変化する社会とファッション消費において非
常に興味があること、そしてそれに適応する能力、思考力、外国
語での対人コミュニケーション力、チーム指導力と資源統括力を
求められます。
当学科に合格した生徒で中国語能力が学科の評価委員により不
十分だと判断された場合、自費により大学併設の中国語講座の受
講が必要となります。
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３、理学部
1. 科学教育学科
募集枠

5名

学科指定
提出書類

１）中国語又は英語での高校の成績証明書
２）中国語での自叙伝
３）学習計画書（中国語タイプにて、3 ページ以内）
４）選考に参考となるような書類
（例：関連研究プロジェクトへの参加、社会奉仕事業への参加証
明書、賞等）

評価方法

提出書類の審査。必要に応じて電話、テレビ電話等による面接。

連絡先
学部ウェブサイト
備考

担当者：Chiu 電話：886-2-27321104 （内線：63303）
E メール：linda@tea.ntue.edu.tw
http://nse.ntue.edu.tw
なし

2. 数学・情報教育学科
募集枠

数学教育コース：1 名
情報教育コース：1 名

学科指定
提出書類

１）高校の卒業証明書及び成績証明書（証明書が英語、中国語以
外の言語の場合、英訳又は中国語訳版を付けてください）
２）非英語圏からの留学生の場合、過去 2 年以内に政府機関また
は国際的に認められている機関により発行された英語能力証明書
３）中国語タイプによる自叙伝、学習計画、研究計画
４）選考に参考となるような書類
（例：関連研究プロジェクトへの参加、社会奉仕事業への参加証
明書、報賞等）
※出願用の全ての資料・データは返却しません。

評価方法

提出書類の審査。必要に応じて電話、テレビ電話等による面接。

連絡先
学部ウェブサイト

備考

担当者：Lee 電話：886-2-27321104 （内線：63302）
E メール：me@tea.ntue.edu.tw
http://me.ntue.edu.tw/main.php
当学科に合格した生徒で中国語能力が学科の評価委員により不十
分だと判断された場合、自費により大学併設の中国語講座の受講
が必要となります。
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3. コンピューター・サイエンス学科
募集枠

4名

学科指定
提出書類

１）高校の卒業証明書及び成績証明書（証明書が英語、中国語以
外の言語の場合、英訳又は中国語訳版を付けてください）
２）非英語圏からの留学生の場合、過去 2 年以内に政府機関また
は国際的に認められている機関により発行された英語能力証明書
３）中国語タイプによる自叙伝
４）選考の参考となるような書類
（例：競技大会の業績、特別報賞、学生指導力、学生協会への参
加、社会奉仕事業への参加証明書等）
※上記①～④の書類は順序通り並べ 1 つにまとめて下さい。

評価方法

提出書類の審査。必要に応じて面接（電話、テレビ電話等による）

連絡先
学部ウェブサイト
備考

担当者：Liang 電話：886-2-27321104 （内線：63326）
E メール：yoto@tea.ntue.edu.tw
http://www.cs.ntue.edu.tw/
なし

4. デジタル技術デザイン学科
募集枠

4名

学科指定
提出書類

１）中国語又は英語での高校（もしくはそれ以上）の成績証明書
２）中国語による自叙伝
３）中国語での学習計画
４）選考の参考となるような書類
（例：競技大会の業績、特別報賞、学生指導力、学生協会への参
加、社会奉仕事業への参加証明書等）
※上記①～④の書類は順序通り並べ 1 つにまとめて下さい。
※出願用の全ての資料は返却しません。

評価方法

提出書類の審査。必要に応じて面接（電話、テレビ電話等による）

連絡先
学部ウェブサイト
備考

担当者：Xu 電話：886-2-27321104 （内線：62478）
E メール：toygame@tea.ntue.edu.tw
http://dtd.ntue.edu.tw/
なし
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5. 体育学科
募集枠

学科指定
提出書類

評価方法
連絡先
学部ウェブサイト

5名
１） 中国語と英語による自叙伝（学校での活動、課外活動、例：
社会奉仕活動への参加など）
２）中国語と英語による学習計画（学科選択理由も含める）
３）中国語と英語による高校の成績証明書
４）過去に受賞したスポーツ競技の書類、または選考の参考とな
るような書類。例：非英語圏からの留学生の場合、過去 2 年以内
に政府機関または国際的に認められている機関により発行された
英語能力証明書

提出書類の審査。必要に応じて面接（電話、テレビ電話等による）
電話：886 -2-27321104 （内線 63414）
E-mail: pe@tea.ntue.edu.tw
http://pe .ntue.edu.tw/

備考
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修士課程
１．教育学部
1. 教育学科―教育改革・評価修士コース

学科指定
提出書類

１）中国語による自叙伝
２）研究計画（中国語タイプにて、5 ページ以内）
３）選考に参考となるような書類
（例：関連研究プロジェクトへの参加、社会奉仕事業への参加証
明書、賞等）

評価方法

提出書類の審査。必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、テ
レビ電話などによる）

連絡先
学部ウェブサイト

備考

担当者：Chen 電話：886-2-27321104 （内線：62211）
E メール：shayee@tea.ntue.edu.tw
http://s4.ntue.edu.tw/
生徒は本人の中国語水準がわかる資料を提出しなければならな
い。
当学科に合格した生徒で中国語能力が学科の評価委員により不
十分だと判断された場合、自費により大学併設の中国語講座の受
講が必要となります。

2. 教育学科―生命教育修士コース
学科指定
提出書類

１）中国語または英語による自叙伝
２）研究計画（中国語タイプにて、5 ページ以内）
３）選考に参考となるような書類

評価方法

提出書類の審査。必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、テ
レビ電話などによる）

連絡先
学部ウェブサイト

備考

担当者：Chen 電話：886-2-27321104 （内線：62211）
E メール：shayee @tea.ntue.edu.tw
http://s4.ntue.edu.tw
生徒は本人の中国語水準がわかる資料を提出しなければならな
い。
当学科に合格した生徒で中国語能力が学科の評価委員により不
十分だと判断された場合、自費により大学併設の中国語講座の受
講が必要となります。
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3. 教育経営学科―教育政策・経営修士コース
学科指定
提出書類

１）中国語による自叙伝
２）学習計画
３）選考に参考となるような書類

評価方法

提出書類の審査

連絡先
学部ウェブサイト

備考

担当者：Wu 電話：886-2-27321104 （内線：62132）
E メール：sophiamcwu@tea.ntue.edu.tw
http://s1.ntue.edu.tw/em/
１．当修士コースへの出願者は教育に関わる分野の学士号が必要
です。
２．当学科に合格した生徒で中国語能力が学科の評価委員により
不十分だと判断された場合、自費により大学併設の中国語講
座の受講が必要となります。

4. 教育経営学科―文化・教育法修士コース
学科指定
提出書類

１）英語もしくは中国語による自叙伝と履歴書
２）英語または中国語による学習計画
３）選考に参考となるような書類

評価方法

提出書類の審査

連絡先
学部ウェブサイト

備考

担当者：Yen 電話：886-2-27321104 （内線：62242）
E メール：jufang@tea.ntue.edu.tw
http://s1.ntue.edu.tw/

なし
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5. 特殊教育学科―特殊教育修士コース

学科指定
提出書類

１）全学期の成績を含む大学の成績証明書（英語もしくは中国語
による）
２）中国語による自叙伝
３）中国語による学習計画または研究計画
４）選考に参考となるような書類
（例：受賞した作品、賞等）

評価方法

提出書類の審査。必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、テ
レビ電話などによる）

連絡先

学部ウェブサイト
備考

担当者：Wu 電話：886-2-27321104（内線：62153）
E メール：sped@tea.ntue.edu.tw
http://spe.ntue.edu.tw
なし

6. 特殊教育学科―Early Intervention Services 修士コース

学科指定
提出書類

１）全学期の成績を含む大学の成績証明書（英語もしくは中国語
による）
２）中国語による自叙伝
３）中国語による学習計画もしくは研究計画
４）選考に参考となるような書類
（例：受賞した作品、賞等）

評価方法

提出書類の審査。必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、テ
レビ電話などによる）

連絡先

学部ウェブサイト
備考

担当者：Wu
電話：886-2-27321104（内線：62153）
E メール：sped@tea.ntue.edu.tw
http://spe.ntue.edu.tw
なし
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7. 社会・地域発展学科―修士コース

学科指定
提出書類

１）中国語による自叙伝と履歴書
２）中国語による研究計画書 1 部 1500 字以上で研究動機・最終目
的・方法・手段を含む
３）全学期の成績を含む大学の成績証明書原本（英語または中国
語にて）
４）選考に参考となるような書類
（例：受賞した作品、賞等）

評価方法

提出書類の審査。必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、テ
レビ電話などによる）

連絡先
学部ウェブサイト

備考

担当者：Chuang 電話：886-2-27321104 （内線：62238）
E メール：social@tea.ntue.edu.tw
http://social.ntue.edu.tw/
１．社会・教育発展コース、地域発展コースがあります。申請
の際には希望するコースを明確し、各コースが必要とする必要書類を
提出してください。
２．当学科に合格した生徒で中国語能力が学科の評価委員により
不十分だと判断された場合、自費により大学併設の中国語講座の
受講が必要となります。

8. 教育課程・教育コミュニケーション技術研究所―教育課程・教授法コース

学科指定
提出書類

１）中国語による自叙伝
２）中国語による学習計画
３）中国語能力を証明する試験結果
４）中国語による研究計画
５）選考に参考となるような書類

評価方法

提出書類の審査。必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、テ
レビ電話などによる）

連絡先
学部ウェブサイト
備考

担当者：Shih 電話：886-2-27321104 （内線：62143）
E メール：gici@tea.ntue.edu.tw
http://cict.ntue.edu.tw/
なし
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9. 教育課程・教育コミュニケーション技術研究―教育課程・教育コミュニケーショ
ン技術

学科指定
提出書類

１）全学期の成績を含む大学の成績証明書（英語もしくは中国語
による）
２）中国語による自叙伝概要（1000 字以内）
３）中国語による研究計画
４）中国語能力を証明する試験結果。例：TOCFL 上級以上
５）選考に参考となるような書類

評価方法

提出書類の審査。必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、テ
レビ電話などによる）

連絡先
学部ウェブサイト
備考

担当者：Tsai 電話：886-2-27321104 （内線：63453）
E メール：ect@tea.ntue.edu.tw
http://cict.ntue.edu.tw/
なし

10. 心理学、カウセリング

学科指定
提出書類

１）全学期の成績を含む大学の成績証明書原本（英語または中国
語にて）
２）中国語による自叙伝概要
３）中国語での研究計画
４）中国語能力を証明する試験結果。例：TOCFL 上級以上
５）選考に参考となるような書類

評価方法

提出書類の審査。必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、テ
レビ電話などによる）

連絡先

学部ウェブサイト

備考

担当者：Wang 電話：886-2-27321104 （内線：62246）
E メール：counseling@tea.ntue.edu.tw
http://pac.ntue.edu.tw/
1. 当学科の課程は性質的に特別な為、卓越した中国語の会話力と
リスニング力が求められます。
2.当学科に合格した生徒で中国語能力が学科の評価委員により不
十分だと判断された場合、自費により大学併設の中国語講座の受
講が必要となります。
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２. 人文芸術学部
1. 芸術デザイン学科―修士コース

学科指定
提出書類

評価方法
連絡先
学部ウェブサイト

備考

１）英語での大学成績証明書（全学期の成績を含む）
２）自叙伝または志望動機書（A4 用紙、4 ページ以内）
３）英語または中国語での学習計画
４）芸術創作グループ、クラフト・デザイングループ、プロダク
トデザイングループの出願者は、他に作品集（Portfolio）を提出
して下さい（5 年以内の個人作品）
５）選考に参考となるような書類
６）提出された資料は返却いたしません。また、差し替えもいた
しません。
提出書類の審査。必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、テ
レビ電話などによる）
担当者：Tsai 電話：886-2-27321104 （内線 63383）
E メール tinatsai@tea.ntue.edu.tw
http://s12.ntue.edu.tw/
当修士コースは 5 グループあります：芸術教育グループ、芸術理
論及び評論グループ、芸術創作グループ、クラフト・デザイング
ループ、プロダクト・デザイングループ。出願する時、必ず希望
のグループを明記し、そのグループが指定した通りの書類を提出
して下さい。

2. 台湾文化修士コース

学科指定
提出書類

１）海外大学での専攻を示している成績証明書及び一般教養証明
書類（証明書が中国語、英語、日本語以外の言語の場合、中国語
訳版を付けてください）
２）中国語での自叙伝
３）中国語での学習計画及び研究計画
４）選考に参考となるような書類
（例：受賞した作品、賞、発刊物等）
※全ての提出書類とデータは返却されません。

評価方法

１次は提出書類の審査。必要に応じて電話又はテレビ電話による
面接。

連絡先
学部ウェブサイト
備考

担当者：Chen 電話：886-2-27321104 （内線：62231）
E メール：ritl@tea.ntue.edu.tw
http://120.127.20.59/main.php
当修士コースは台湾文学、台湾歴史の２グループあります。出願
する時、必ず希望のグループを明記し、そのグループが指定した
通りの書類を提出して下さい。
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3. 言語教育・創造的作文法学科―修士コース

学科指定
提出書類

１）中国語での自叙伝
２）中国語での学習または研究計画
３）選考に参考となるような書類
（例：受賞した作品、賞、発刊物等）
４）TOCFL レベル 4（またはそれ以上）、または他の同等試験の証
明書のコピー

評価方法

提出書類の審査。必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、テ
レビ電話などによる）

連絡先

学部ウェブサイト

備考

担当者：Wu 電話：886-2-27321104 （内線：62233）
E メール：mingchen@tea.ntue.edu.tw
http://s5.ntue.edu.tw/newwebsite
1. 当学科の課程は性質的に特別な為、卓越した会話力とリスニン
グ力が求められます。
2.当学科に合格した生徒で中国語能力が学科の評価委員により不
十分だと判断された場合、自費により大学併設の中国語講座の受
講が必要となります。

4. 言語教育・創造的作文法学科―第２外国語としての中国語教育法コース

学科指定
提出書類

１）中国語での自叙伝
２）中国語での学習・研究計画
３）選考に参考となるような書類
（例：受賞した作品、賞、発刊物等）
４）TOCFL レベル 4（またはそれ以上）、または他の同等試験の証
明書のコピー

評価方法

提出書類の審査。必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、テ
レビ電話などによる）

連絡先

学部ウェブサイト

備考

担当者：Wu 電話：886-2-27321104 （内線：62233）
E メール：mingchen@tea.ntue.edu.tw
http://s5.ntue.edu.tw/
1. 当学科の課程は性質的に特別な為、卓越した会話力とリスニン
グ力が求められます。
2.当学科に合格した生徒で中国語能力が学科の評価委員により不
十分だと判断された場合、自費により大学併設の中国語講座の受
講が必要となります。
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5. 音楽学科―修士コース

学科指定
提出書類
その他指定書類

評価方法

連絡先

学部ウェブサイト
備考

募集コース：音楽教育及び運営コース、音楽創作コース、演奏・
演唱コース，演奏・演唱コースはピアノ専門、声楽専門、管楽専
門（クラリネット、オーボエ、バスーン、フルート、フレンチホ
ルン、トランペット、トロンボーン、チューバのみ）、弦楽専門（バ
イオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、ギターのみ）、打楽器、
管弦楽指揮の専門に分けられています。
１）基本書類：1．中国語又は英語大学成績証明書１部。2．自叙
伝概略。3．選考に参考となるような書類。（提出資料は返却いた
しませんので、原本のコピーを提出ください）
２）各グループに必要な書類：
1．音楽教育及び運営コース：
①自叙伝
②未来研究計画（A4 紙にて、4000~6000 字）
③研究実績
2．音楽創作コース：
5 年以内の音楽作品の DVD 又は VCD（形式に拘らない）
3．演奏・演唱コース：
演奏経験及び学習曲のコピー、または演唱 DVD,演奏
VCDs

提出書類の審査。
電話：886-2-27321104 （内線：63373, 63372）
E メール：wenjen@tea.ntue.edu.tw
http://music.ntue.edu.tw/
※出願者には中国語の理解力と会話力が求められます。
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6. 文化創造産業経営学科―修士コース

学科指定
提出書類

申請書類：
1. 必要書類：
a. 卒業証書又は学生証のコピー各１部
b. 大学成績証明書原本（順位、パーセンテージを含む）
c. 自叙伝（A4 用紙タイプにて、10 ページ以内）
d. 研究または学習計画（A4 用紙タイプにて、20 ページ以内）
e. ２つの推薦状（未開封で封筒口にサイン付き）
f. 知的所有権の宣誓供述書
（http://ntue-ccim.blogspot.tw/にてダウンロードして下さい）
2.

任意書類（ない場合は免除）：
a. 3 年以内に参加した文化創造産業経営に関わる活動資料
（A4 用紙にタイプまたは印刷、最大 20 ページ）
b. 非英語圏からの留学生の場合、過去 2 年以内に政府機関ま
たは国際的に認められている機関により発行された英語能力証明
書

評価方法

連絡先

学部ウェブサイト

備考

１．パーセンテージ計算においての基準
個人情報（卒業証明書又は学生証コピー１部、パーセンタイルラ
ンクを含む大学教育の成績証明書原本、自叙伝、２つの推薦状、
知的所有権の宣誓供述書）：30%
２．文化と創造産業に関わる活動に関しての資料と学習計画：70%
３．書類不足：上記書類、１不足する毎に 5 ポイントマイナス

担当者：Wu 電話：886-2-6639-6688 （内線：61314）
E メール：atoy@tea.ntue.edu.tw
http://ntue-ccim.blogspot.tw/
当学科に合格した生徒で中国語能力が学科の評価委員により不十
分だと判断された場合、自費により大学併設の中国語講座の受講
が必要となります。
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３、理学部
1. 自然科学教育学科―修士コース

学科指定
提出書類

１）中国語又は英語での大学教育成績証明書
２）自叙伝
３）学習計画
４）選考に参考となるような書類
（例：受賞した作品、賞、発刊物等）

評価方法

提出書類の審査。必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、テ
レビ電話などによる）

連絡先
学部ウェブサイト
備考

担当者：Chiu 電話：886-2-27321104 （内線：63303）
E メール：linda@tea.ntue.edu.tw
http://nse.ntue.edu.tw
なし

2. 数学・情報教育学科―数学教育修士課程

学科指定
提出書類

１）高校及び大学の卒業証明書及び成績証明書（証明書が英語、
中国語以外の言語の場合、英訳又は中国語翻訳版を付けてくださ
い）
２）非英語圏からの留学生の場合、過去 2 年以内に政府機関また
は国際的に認められている機関により発行された英語能力証明書
３）中国語での自叙伝と学習・研究計画
４）選考に参考となるような書類
（例：受賞した作品、賞等）
※出願用の書類及び資料は返却しません。

評価方法

提出書類の審査。必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、テ
レビ電話などによる）

連絡先
学部ウェブサイト
備考

担当者：Li 電話：886-2-27321104 （内線：63302）
E メール：me@tea.ntue.edu.tw
http://me.ntue.edu.tw/main.php
当学科に合格した生徒で中国語能力が学科の評価委員により不十
分だと判断された場合、自費により大学併設の中国語講座の受講
が必要となります。
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3. コンプピューター・サイエンス学科―修士課程

学科指定
提出書類

１）中国語または英語での大学の成績証明書原本のコピー
２）中国語での自叙伝
３）中国語での研究計画
４）選考の参考となるような書類
（例：受賞した作品、学術論文等）
５）IPR 宣誓供述書（http://www.cs.ntue.edu.tw/c
ommon_form.php よりダウンロード）
※上記①～⑤の書類は順序通り並べ 1 つにまとめて下さい。
※出願用の書類及び資料は返却しません。

評価方法

提出書類の審査。必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、テ
レビ電話などによる）

連絡先
学部ウェブサイト
備考

担当者：Chang 電話：886-2-27321104 （内線：63327）
E メール： changhf@tea.ntue.edu.tw
http://www.cs.ntue.edu.tw/
なし

4. デジタル技術デザイン学科―おもちゃ・ゲームデザイン修士コース
募集枠

3名

学科指定
提出書類

１）中国語または英語での大学の成績証明書原本のコピー
２）中国語による自叙伝
３）研究計画
４）選考に参考となるような書類があれば当該書類
例：中国語能力、特技、競技業績、教育報告書・活動を証明する
もの（共同活動でも個人の貢献が明記されている）
※上記①～④の書類は各１部、順序通り 1 冊に製本して下さい。
※必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、テレビ電話などに
よる）

評価方法

提出書類の審査。

連絡先
学部ウェブサイト
備考

担当者：Chen
電話：886-2-27321104 （内線：63533）
E メール：toygame @tea.ntue.edu.tw
http://www.dtd.ntue.edu.tw/
なし
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５． 体育学科

学科指定
提出書類

１） 中国語と英語による志望理由 各１部
２） 自叙伝
３） 推薦書 ２通
４） スポーツ実績を証明できるもの（除外可）

評価方法

提出書類の審査。必要に応じて面接（電話、テレビ電話等による）

連絡先
学部ウェブサイト
備考

電話：886 -2-27321104 （内線 63414）
E-mail: pe@tea.ntue.edu.tw
http://pe .ntue.edu.tw/
1.研究所は本科に関係する大学院候補生にかぎられる
2.授業は中国語で行われるので、高い中国語能力が要求されます。

国際修士課程
１．現代美術評論、学芸員養成

学科指定
提出書類

評価方法

連絡先

学部ウェブサイト

備考

１）英語での大学成績証明書（全学期の成績を含む）
２）自叙伝または志望動機書（A4 用紙、2 ページ以内）
３）英語による学習計画
４）英語能力テスト点数（英語を母国語としない生徒）
５）選考に参考となるような書類。
６）全ての提出書類とデータは返却されません。また、差し替え
もいたしません。
提出書類の審査。必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、テ
レビ電話などによる）
E-mail: CCSCA@tea.ntue.edu.tw
電話：886-2-27321104 （内線 8229）
http://ip.nute.edu.tw/
1.コースは英語で行われます。
2.インターンシップ、実習の際は、助手が配属され、手続などの
補助をします。
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２．国際修士課程 学習、指導

学科指定
提出書類

評価方法

連絡先

学部ウェブサイト
備考

１）英語での大学成績証明書（全学期の成績を含む）
２）自叙伝または志望動機書（A4 用紙、2 ページ以内）
３）英語による学習計画
４）英語能力テスト点数（英語を母国語としない生徒）
５）選考に参考となるような書類。
６）全ての提出書類とデータは返却されません。また、差し替え
もいたしません。
提出書類の審査。必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、テ
レビ電話などによる）
E-mail: idprog@tea.ntue.edu.tw
電話：886-2-27321104 （内線 8229）
http://ip.nute.edu.tw/
コースは英語で行われます。

３．東南アジア経営学

学科指定
提出書類

評価方法

連絡先

学部ウェブサイト

備考

１）英語での大学成績証明書（全学期の成績を含む）
２）英語または中国語による自叙伝または志望動機書（A4 用紙、
2 ページ以内）
３）英語または中国語による学習計画
４）選考に参考となるような書類。
（例：推薦書）
５）全ての提出書類とデータは返却されません。また、差し替え
もいたしません。
提出書類の審査。必要に応じて筆記試験もしくは面接（電話、テ
レビ電話などによる）
E-mail: idprog@tea.ntue.edu.tw
電話：886-2-27321104 （内線 8229）
http://ip.nute.edu.tw/
1. 当学科の課程は性質的に特別な為、卓越した中国語の会話力と
リスニング力が求められます。
2.当学科に合格した生徒で中国語能力が学科の評価委員により不
十分だと判断された場合、自費により大学併設の中国語講座の受
講が必要となります。
3. インターンシップ、実習の際は、助手が配属され、手続などの
補助をします。
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国立台北教育大学 2016 年外国人留学生授業料とその他雑費
１、全日制

学士コース費用（参考）

通貨：NTD

学科
（文系大学の費用に基づ
く）

学科
学部
（理系大学の費用に基づ
く）
費用
・音楽学
・教育学
・特殊教育学
・言語と創造的作文法学
・芸術とデザイン学
・社会・地域発展学
・体育学
・心理・カウンセリング学 ・科学教育学
・児童英語教育学
・数学・情報教育学
・教育経営学
・コンピューターサイエン
・文化創造産業経営学
ス学
・デジタル技術デザイン学
37,700
39,900
学費
8,000
13,300
雑費
45,700
53,200
小計
2,340
単位費（１単位）
630
ピアノ・キーボード管理費
330
インターネット費
9,500
音楽学専攻個別指導費（１単位）
7,350
宿泊施設費
団体保険料
140（実費を基に）
備考：
（１）この費用は 2011 年以降に当大学に登録した外国人留学生に適用されます。
（２）当大学に登録した全学生は、毎学期団体保険料、並びにインターネット費を納める必要があ
ります。
（３）音楽学科の大学生は初期段階で専攻の個別指導料（1 単位につき 9,500NTD）を支払わなけ
ればなりません。副専攻の個別指導料は２段階目のコース最終選抜を基準に集められます。（0.5
単位につき 4,750NTD）
。 音楽学科を副専攻にしている生徒も、音楽学科在籍の学生という観点
から個別指導料と同じように専攻と副専攻科目の単位料を支払わねばなりません。
（４）音楽学科の全生徒が勉強する“キーボード音楽”と“音楽”は毎学期 630NTD のキーボー
ド維持管理費を支払わねばなりません。
（５）9 単位以下の学生には、単位費および団体保険費を徴収します。１０単位以上の者は、全授
業料、並びに雑費を徴収します。但し、課程が 0 単位の場合は 1 単位の単位費を徴収します。
（６）2017 年度費用は６月に正式発表されます。
（７）国の健康保険料は毎学期 4,494NTD、１ヶ月は 749NTD です。１年生は、最初の学期で２ヶ
月間分 1,498NTD 支払います。
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２．全日制

修士及び大学院コース費用（参考）

学部
費用

学費
雑費
小計
単位費（１単位）
インターネット利用料
論文指導料
修士音楽学 指導費（１単位）
宿泊施設費
団体保険料

通貨：NTD

学科
学科
（文系大学の費用に基づ
（理系大学の費用に基づ
く）
く）
・教育政策・経営学
・教育課程・教授コミュニ
・文化・教育法
ケーション技術研究科
・教育課程・教授コミュニ
・特殊教育学
ケーション技術研究科
・ Early Intervention
・社会・地域発展学
Services
・幼児・家庭教育
・芸術とデザイン学
・心理・カウンセリング学
・音楽学
・教育改革・評価学
・数学・情報教育学
・生命教育学
・科学教育学
・英語教育
・体育学
・台湾文化学
・コンピューターサイエン
・言語と創造的作文法学
・第２外国語としての中国 ス学
・おもちゃとゲームデザイ
語教育法
ン学
・文化創造産業経営学
・現代美術評論、学芸員養
・国際修士課程・学修・指
成
導
・東南アジア経営学
37,700
39,500
8,000
13,100
45,700
52,600
2,920
330
13,500
9,500
7,350
140（実費を基に）

備考：
（１）この費用は 2011 年以降に当大学に登録した外国人留学生に適用されます。
（２）当大学に登録した全学生は、毎学期団体保険料、並びにインターネット費を納める必要があ
ります。
（３）音楽学科の大学院生は初期段階で専攻の個別指導料（1 単位につき 9,500NTD）を支払わな
ければなりません。
（４）大学は論文指導、口述試験の単位費を徴収しません。費用、支払い方法は各自担当に確認す
る。
（５）大学院 1,2 年生は全授業料と雑費を支払わなければなりません；3 年生が 9 単位以下受講の
場合には、単位費（1 単位 2,340NTD）だけ徴収されます。10 単位以上の者は、全額学雑費を徴収
します。但し、10 単位以上受講の場合には全授業料と雑費を徴収されます。
（６）2017 年度費用は６月に正式発表されます。
（７）国の健康保険料は毎学期 4,494NTD、１ヶ月は 749NTD です。１年生は、最初の学期で２ヶ
月間分 1498NTD 支払います。
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出願時の注意事項
１．申請資格：
（１）申請者資格
申請者の資格は文部省が公表している最新の「台湾においての外国人学生就学規制」を基準に
します。中華人民共和国（台湾）法令資料の公式ウェブサイトをご覧ください：
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=H0110001.
備考 1：
「台湾においての外国人学生就学規制」第２規定に基づきまして、次の範疇に入る者は
台湾国籍に属します：
一、出生時、両親が台湾国籍である場合。
【※】
二、父親又は母親の死後に出生し、その父親又は母親が台湾国籍である場合。
【※】
三、本人が中華民国の境域内に出生し、両親が不明、または両親が無国籍である場合。
四、帰化した者。
【※】1980 年 2 月 9 日前に出生した者は父親の国籍を基準とします。
備考２：外国人留学生は台湾で勉強することを認められたが、違法行為による退学、不十分な
学業成績、または囚人犯罪行為によって追放されたことのある者は、
「台湾においての外国人
学生就学規制」により再志願してはいけないことになっています。
備考３：「台湾においての外国人学生就学規制」の第２・３条項に従って、台湾においての外
国人留学生の入学志願は１人につき１つと制限されています。台湾の学校でのコース修了の上
で、外国人留学生は新たに他教育機関への入学の申請ができます。入学手続きは、地元の学生
の入学手続きと同一の方法で扱われます。例外として修士学位または修士課程以上の入学申請
は、各学校の手順に沿って行われます。
（２）学歴:
1. 学士課程へ入学を申請する者は外国での高校卒業、またはそれ以上の学歴を持つ者。
2. 修士課程へ入学を申請する者は学士、またはそれ以上の学歴を持つ者。
3. 博士課程へ入学を申請する者は修士、またはそれ以上の学歴を持つ者。
２. 修学年数：
学士課程：4-6 年 修士課程：1-4 年

博士課程：2-7 年

３. 申請手順：
１） 申請期日：2017 年 2 月 6 日～2017 年 5 月 1 日
（※消印有効、期日を過ぎたものは受け付けません）
２） 申請方法：書留にして郵送
宛先―“Division of International Affairs, Office of Research and Development, National
Taipei University of Education”
134, Sec. 2, Heping East Rd., Da’an District, Taipei City, 10671, Taiwan
（別添資料のAttachment 1を印刷し封筒に貼り付け発送してください）
３）
申請費用：
1.申請費用：１学科につき１人$1,200NTD または$40USD
2.支払方法：◎台北教育大学口座への振込の領収書を申請書類に添付して下さい。
（申
請者と振込者の氏名が同一である事）。
銀行名：CHINA TRUST COMMERCIAL BANK
支店名：JHONGSIAO BRANCH
住所：1F, No.71, Sec.4,Jhongsiao E.Rd. Da-an District. Taipei City 106,Taiwan (R.O.C)
口座番号：CTCBTWTP
口座番号：185540157228
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口座名義：NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF EDUCATION
振込理由：Application of International Student for 2017
◎ 直接または代理人にて支払の場合。本校２階の「国立台北教育大学
金出納係」で支払い、領収書を入学申請書類に添付して下さい。

庶務

現

４）申請書類：
1. 提出書類チェック一覧表(Attachment2)
2. 申請手数料の領収証（コピー可）、口座振込みの場合はその控え。
3. 知的所有権の宣誓供述書のコピー(Attachment3)
4. 入学願書のコピー1 部(Attachment4)。オンラインにある入学申請書を印刷して、カラ
ーの証明写真（2.5 インチのパスポートサイズ、カラー）を貼付して下さい。
5. パスポートまたは国籍証明書のコピー1 部
6. これまでの学歴証明書及び成績証明書フォトコピー1 部：
a.その他地域からの学業証明書
（a）中華人民共和国においての学歴は中華人民共和国によって学業証明が認められる
もの。
b.香港、マカオで取得した学歴は、両国において証明された学歴が認められたもの。
c.他地域における学位
（a）他地域、中華人民共和国の台湾に学校において取得した学歴は台湾国内において
取得したものと同等とみなす。
（ｂ）Academic credentials referred in the preceding 2 Items shall be subject to
the Regulations Regarding the Assessment and Recognition of Foreign Academic
Credentials for Institutions of Higher Education. However, academic credentials
earned from schools or branches established in Mainland China by foreign schools
shall require public notarization in Mainland China and be verified and examined
by an institute established or appointed by, or through a private agency
commissioned by the Executive Yuan.
※このような公的な学歴、成績証明書が英語、中国語以外の言語の場合は、保証された
英語または中国語の翻訳を同封しなければならない。期限内に同書類の提出が難しい場
合は、宣誓書を記入し提出すること（Attachment5）
。
7.

台湾での就学が可能な残高証明書一通、又は全額奨学金を提供する専門学院・民間機
関の証明書。
以下のいずれかに該当すること：
① 海外銀行預金残高が$6,500 USD 以上であることを証明する証明書（もしくは海外
通貨で同等の預金残高を示せる証明書）
② 台湾にある金融機関で預金残高 NTD 200,000 以上の証明書一通
③ 奨学金を受け取れる証明書一通
④ 口座名義が本人ではない場合は、経済援助者の経済能力証明書（Attachment6）と
預金残高証明書各一通

8.

TOCFL レベル 3 以上もしくは他の同等の試験の合格証書
a.申請者の中国語の能力によっては、NTUE が用意する中国語コースを実費で受講しな
ければならない。各学科によってもとめられる中国語の基準は変わります。（英語コー
スには適用されません）
b.修士現代美術評論、学芸員養成、修士課程・学修・指導は英語能力証明が必要です。
申請学科全指定書類（学部により提出書類が変わります。詳しくは学科規定にて。）

9.

10. 申請者住所ラベル（合格結果発送用）
（Attachment7 をダウンロードして、ワードでタ
イプをしたものを印刷し、貼り付け、申請書類を同封し書留で郵送してください。
）
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※上記書類等を適切な手順に沿って封入し、郵送してください
※Attachment1～7 は、中国版 41～48 ページ、英語版 49～56 ページよりダウンロードしご
使用下さい。
５）その他重要事項：
1. 外国人留学生として台湾での修学を許可され、台湾での戸籍登録、移住、台湾市民権の
取得した者は、外国人留学生としての身分を失い、退学となります。
2. 複数の学科の申請は可能ですが入学は一つの学科に限定されます。
3. 本校の休学者、または入学保留申請済みの外国留学生は本校の同じ学科の同じプログラ
ムへの申請はできません。
4. 申請した学部に「筆記テスト」、
「面接」、
「実技」がある場合は、試験当日に試験会場に
「パスポート」あるいは「身分証明書」の原本のコピーを持参して下さい。
5. 申請手続き後に学科またはプログラムの変更はできません。なお、いかなる理由にお
いても、申請料の返還はできません。また、提出した書類等も返却致しません。
6. 申請者あるいは合格者で、学歴または資格の不備、証明書の不実記載や偽証などが発覚
した場合は直ちに受験、入学資格の取り消し、または退学処分とし、いかなる証明書も
発行しません。また、卒業後に発覚した場合は、学位を取り消し、公示します。
7. 保健省の規定により、外国人留学生の滞在申請の際に健康診断書のほかに梅毒検査、は
しか、風疹の抗体陽性の結果または予防接種証明書が必要となる。外国人留学生が国立
台北教育大学在学中に教職課程を履修したい場合は、本大学の規定に基づき申請を行い
選考に参加することができます。上記の教職課程を修了した外国人留学生は、本大学の
「教員養成及び採用支援センター」に単位取得のために申し込むことができます。
8. 在学中に教員養成コースを希望する生徒は、NTUE の規定にしたがい申請できる。コ
ース終了後に、NTUE 教員養成、並びにキャリア・サービスセンターに単位取得証明
の申請ができる。
9. 申請者の情報は入学試験の際に利用されます。また、関係教育機関でも情報の共有は行
われます。
10. 男女平等の原則の違反、抗争が発生した場合は、１週間以内にレポートを提出しなけれ
ばならない。対応は所属学科が行う。
a.名前、性別、申請学科、連絡先（電話、住所）
、日付
b.明確な苦情記載、損害、人権侵害などの証明
４．志願審査および試験：各学科の規定に従う。
５．入学情報は委員会の了承を受け発表されます。
６．合否発表：2017 年 6 月 12 日（月）までに下記ウェブサイトにての合格名簿公表及び合格
通知書の郵送。
（ウェブサイト：http://ia.ntue.edu.tw/?lang=zh）
※ 合否通知書は申請者が作成した住所ラベルを使用し発送されます。したがって、住所は
必ずワードで記入し、記入ミスや不備等があった場合は一切責任の責任は申請者になります。
７．登録手続き
（１）合格者は指定された日時に必要な書類を揃えて学校にて出願手続きを行うこと。指定さ
れた日時に手続きを行わなかった者は、入学資格の放棄とみなす。
1. 手続きに必要な卒業証明書と成績証明書が承認されていない者で、さらに指定され
た期間内に提出しない者は入学資格を取り消す。
2. 合格者は入学手続き時に台湾入国日から少なくとも６ヶ月以上有効の医療保険を
有すること。保険は台湾の機関による証明が必要です。わが国の健康保険者の資格
がある者はその証明書を提出すること。
3. 大学入学者は本校が実施する団体健康診断をうけること。修士コースと博士コース
の入学者は各自で（自費）病院、保健所にて健康診断（身体検査、胸部レントゲン
写真）を受け、診断書を提出すること。
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4.

その他には外国人が滞在、居住するための健康診断合格証明書を提出すること。

（２）入学手続きの締め切りは学校開始日とし、期間内に手続きを済ませていない者は入学放
棄とみなす。ただし、病気や不慮の事故の場合は、手続きの締め切前に入学保留を申請
することができる。
（その場合、証明書が必要です。）申請が認められた場合は次年度の
入学になります。上記保留は１度限り申請できます。
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