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２０２１年度公益財団法人日本台湾交流協会日本奨学金留学生試験募集要項 

【２０２０年６月改正】 

 

 ２０２０年６月 

公益財団法人 

日本台湾交流協会 

 

【はじめに】 

 ２０２０年１月に公表した当初の募集要項では、６月２１日（日）に実施予定であった「２

０２０年度日本留学試験（第１回）」の成績により当協会奨学金の１次試験の合否を判断する予

定でした。しかし、新型コロナウイルスの影響により、５月１３日、主催団体である独立行政

法人日本学生支援機構から試験中止が公表されたことに伴い、当協会奨学金試験の実施方法を

変更するものです。変更内容をよく確認の上、応募してください。 

 

１.応募者の資格及び条件 

公益財団法人日本台湾交流協会では、日本において研究を行うことを通じ、日本と台湾

の架け橋となり、世界の発展に貢献するような人材を育成することを目的とし、奨学金留

学生を募集します。 

（１）台湾籍（二重国籍により日本の国籍を有する者を除く。）を有し、２０２０年４月１日か

ら本奨学金を受給し留学を開始するまでの間、生活の本拠を台湾に置いている者（注１）。 

（２）大学又は専科学校において専攻した分野（現に専攻中のものを含む。）又はこれに関連し

た分野で、日本の大学で学習、研究できる分野とする。ただし、医学、歯学及び福祉学を

専攻する者は、日本の法律に基づき、厚生労働大臣の許可を得るまでは、診療、手術等臨

床研修に従事できない。また、歌舞伎や日本舞踊などの伝統芸能、工場等における特定の

技術、技能等の実務研修を目的としたものは含まない。 

（３）２０２１年４月１日時点で満３５歳未満の者（１９８６年４月２日以降に出生した者）。 

（４）総合大学または単科大学（国内外とも可）を卒業した者（所定の期日までに卒業見込証

明書を提出できる者も含む。（注２））で、日本国内の国公私立大学の大学院正規課程（修

士、博士及び専門職学位課程）に 

①２０２１年４月に正規生として入学 

②２０２１年９月又は１０月に正規生として入学 

③２０２２年４月に正規課程への進学を目的として非正規生（研究生）として２０２１

年４月又は９月又は１０月に入学し、２０２１年４月又は９月、１０月から奨学金の支

給を希望する者。 

（５）２０２０年６月２１日（日）、台北（台湾）において実施される予定であった「２０２０ 

年度日本留学試験（第１回）」（独立行政法人日本学生支援機構主催）の受験申込みを行っ

ていた者（台北以外での受験申込みは対象外）。 

（６）積極的に日本語を学習しようとする意欲のある者。日本について関心があり、渡日後も
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進んで日本に対する理解を深めようとする意欲があること。また、日本で研究に従事し、

生活に適応する能力を有すること。 

（７）渡日の際に「 留学 」の査証を必ず取得すること。その他の長期査証を有する者は、そ

れを放棄しなければ、当協会奨学金留学生の資格は有しない。 

（８）心身ともに日本の大学院における学業に支障がないこと。 

（９）男性は、①兵役を終了した者、②兵役義務の無い者、または③当協会奨学金応募時には

兵役を終了していないが、兵役を終了した旨の証明書を以下の期日までに当協会に提出で

きる者。 

・２０２１年４月入学希望：２０２１年１月１５日 

・２０２１年９月又は１０月入学希望：２０２１年７月３０日 

（10）奨学金支給期間満了後又は卒業後又は帰国後に日本台湾交流協会が実施するアンケート

調査や日本台湾交流協会が実施する各事業（イベント、懇親会等）に協力及び積極的に参

加し、日本と台湾との関係の向上に努めることが可能である者。 

 （注１）  海外旅行等で一時的に台湾を離れることを妨げるものではない。当該期間中に   

      台湾から離れる可能性がある場合、「一時的に台湾を離れる」に該当するか否かに 

ついては、当協会台北事務所広報文化部の長期奨学金担当窓口に確認すること。 

なお、当該期間中に外国人留学生として日本の大学に在籍し、２０２１年４月 

１日時点で日本の大学院の正規課程に進学又は在学する予定の者は、本試験の応 

募者の資格は有しないが、当協会東京本部が行う予定の「２０２１年度日本台湾

交流協会日本奨学金留学生国内採用」を受験することが出来る（予算の都合で実

施しない場合もある点に注意すること）。 

 （注２）  下記「５．申請方法」の提出書類９に記載している期日までに提出すること   

ができる者に限る。 

（注３）   他の機関、団体等から奨学金等を受給する者は採用しない。 

（注４）   既に日本の大学に在籍している者（休学者含む）は、募集の対象とならない。 

 

２．奨学金支給期間 

（１）渡日後、非正規生（研究生）として大学に在籍する場合は原則以下の通りとする。 

① ２０２１年４月に渡日する場合：２０２１年４月～２０２２年３月までの１年間 

② ２０２１年９月に渡日する場合：２０２１年９月～２０２２年３月までの７ヶ月 

③ ２０２１年１０月に渡日する場合：２０２１年１０月～２０２２年３月までの６ヶ月 

（２）渡日後、大学院修士課程、博士課程及び専門職学位課程に進学する場合、渡日時期にか

かわらず、それぞれの正規の課程を修了するのに必要な期間（標準修業年限）とする。 

 （注１）博士課程が前期２年と後期３年の課程に区分されている場合、及び、５年一貫の大

学院の場合は、前期２年の課程を修士課程、後期３年の課程を博士課程として取り扱

うものとする。 

  （注２）奨学金留学生として修士課程修了後、日本国内の大学の博士課程に進学し、引き続

き当協会奨学金を希望する場合は、当協会奨学金留学生国内採用に申請して合格する
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必要がある。 

（注３）非正規生（研究生）として在籍する期間内に正規課程に進学出来ない場合、奨学金

の支給期間延長は出来ない。 

 

３．奨学金等 

（１）奨学金：月額１４３，０００円（非正規生（研究生））、１４４，０００円（修士課程及

び専門職学位課程）、１４５，０００円（博士課程）（特定の地域において修学･研究するも

のに対しては月額２，０００円又は３，０００円を月額単価に加算）を支給する。ただし、

大学を休学又は長期欠席した場合、奨学金は支給しない。 

   ※金額は変更となる場合がある。 

   次の①～⑨に該当する場合は奨学金の支給を取り止める。また、これらに該当するにも

かかわらず奨学金を受給した場合、該当する期間に係る奨学金の返納を命じることがある。 

① 申請書類に虚偽の記載があることが判明したとき。 

② 日本台湾交流協会理事長への誓約事項に違反したとき。 

③ 日本の法令等に違反したとき。 

④ 大学を休学することになったとき 

⑤ 大学において退学等の懲戒処分を受けたとき、あるいは除籍となったとき。（なお、 

大学において処分を決定するまでの間、奨学金の支給を止めることもある。） 

⑥ 学業成績不良や停学等により標準修業年限内での修了が不可能であることが確定し 

たとき。 

⑦ 入管法別表第一の四に定める「留学」の在留資格が他の在留資格に変更になったとき。 

⑧ 他の奨学金（使途が研究費として特定されているものを除く。）の支給を受けたとき。 

⑨ 日本台湾交流協会から学生本人へ２ヶ月以上連絡がとれないとき。 

（２）渡日及び帰台旅費： 

①渡日旅費： 

台北（松山，桃園）、台中、台南又は高雄→東京又は受入大学等が通常の経路で使用す

る国際空港間のエコノミークラス航空券を支給。 

②帰台旅費： 

奨学金支給期間が満了及び大学院の課程修了者で、且つ、所定の期日までに帰台する

者についてのみ支給する。東京又は受入大学等が通常の経路で使用する国際空港→台北

（松山，桃園）、台中、台南又は高雄間のエコノミークラス航空券を支給。 

（注１） 帰台旅費は台北（松山，桃園）、台中、台南及び高雄便とも直行便に限定。 

（注２） 渡日及び帰台旅費の際の海外旅行保険料等は留学生の自己負担とする 

（注３） 奨学金支給期間終了後も引き続き日本に滞在し、一時帰台する際の帰台旅費は支 

給しない 

（注４） 渡日、帰台に利用出来る航空機は日本台湾交流協会が指定する航空会社から選ぶ 

こととする 
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（３）授業料等： 

受入大学等に在籍するための要件となる経費で留学生本人が納入した額を、本人の申

請に基づいて支給。（自治会費、校友会費、学会費、保険料、書籍、消耗品、学内規定に

ない経費等は支給の対象とならない。） 

但し、入学金及び入学検定料については、本奨学金留学期間中１回のみ支給するため、

非正規生（研究生）として入学金と入学検定料を受給した場合には、正規生に進学する

際には支給されない点に注意すること。 

また、日本政府の定める国立大学の授業料、入学料および検定料の標準額を超過する

金額については、予算の範囲内で支給するので、支給されない場合がある。 

（参考）文部科学省令に定める国立大学授業料、入学料及び検定料の標準額 

（イ）授業料等： ５３５，８００円 ※年額 

（ロ）入 学 金： ２８２，０００円  

（ハ）入学検定料：  ３０，０００円 

（注１）正規課程への入学が不合格となった場合の入学検定料は自己負担とする。 

 

４．選考方法及び結果通知 

（１）本奨学金試験は１次試験（書類審査）及び２次試験（面接試験）から構成される。 

（２）１次試験は、提出書類の審査を行い、総合的に判断して，１次試験合格者を決定する。 

（３）１次試験合格発表は、２０２０年９月上旬に受験番号（下記６．（５））を日本台湾交流

協会台北事務所ホームページに掲載する。 

なお、２次試験（面接試験）の日時（９月～１０月予定）は、１次試験合格者に対し郵

送等にて通知する。 

（４）２次試験は、１次試験の提出書類等の審査及び面接審査に基づき、合否を決定する。 

（５）２次試験の面接審査は、日本語で行う。ただし、英語能力を証明する書類（TOEFL IELTS 

TOEIC iBT スコア等の写し）及び進学を予定している日本の大学の指導教員より取得した

「英語による教授（指導）」についての許可書（又は同意書）を申請書及び研究計画書に添

付し提出できる場合は、予め日本台湾交流協会台北事務所に相談し、日本台湾交流協会台

北事務所が許可した場合に限り英語による面接試験を認める。 

   ※指導教員が決まっていない場合には、シラバス等の英語で授業を行うことが分かる資料 

の提出でも可とする。 

（６）２次試験合格者の発表は、面接試験終了１ヶ月後に受験番号を日本台湾交流協会台北事

務所ホームページに掲載する。 

（７）２次試験合格者には、本奨学金留学生決定までの諸手続き及び注意点等について郵送に 

て通知する。 

  （注１）２次試験は面接試験を予定しているが、新型コロナウイルスの情勢を考慮し、研

究計画書及び小論文による書類のみによる審査等実施方法を変更する可能性が

ある。変更する場合は、１次試験合格者に対し、別途通知する。 
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５．申請方法 

   次の書類を日本台湾協会台北事務所広報文化部長期奨学金担当に、２０２０年６月８日

（月）～７月８日（水）に「書留」で郵送すること（当日消印有効）。ただし、２次試験

で英語面接を希望する者は、上記４．（５）の必要書類も合わせて提出すること。提出した

書類は一切返却しないので注意すること。 

（７月８日（水）までに英語面接の希望を申し出ていない場合は、いかなる場合であって

も英語面接を認めない。また、期限内に英語面接の希望を申し出たとしても、選考委員の

判断により、日本語面接となる場合もある点注意すること。） 

なお，２０２０年６月２１日（日）、台北（台湾）において実施される予定であった「２

０２０年度日本留学試験（第１回）」（独立行政法人日本学生支援機構主催）の受験申込み

を行っていた者のみ応募資格を有するものとする。（台北以外での受験申込みは対象外。） 

 

提出書類 

  正本 

（注２） 

写し 

（注３） 

合計 

１ 写真(最近 6 か月以内に撮影のもの、3.5x4.5cm、上半身·正面·

脱帽。うち１枚は申請書に貼付け、他の１枚はクリップ止めと

すること。裏面に名前と生年月日を記載すること。） 

２枚  ２枚 

２ 申請書①及び申請書②（所定の様式に日本語で記載すること） 

※提出後（採用決定後・大学入学後を含む）に、留学予定大学、

専攻、渡日時期、課程及び研究テーマを変更することは原則認

めない。 

※本申請書に記載した第一希望～第三希望の留学予定大学を

変更する、または、新たに入学希望大学を追加することは原則

認めないため、必ず３つ留学予定大学を記入すること。なお、

記載していない大学へ進学する場合は、本奨学金の支給対象と

ならないため、特に注意すること。 

１部 ３部 ４部 

３ 研究計画書（注４） 

以下の要領で日本の大学院で実施（予定）する研究内容の研究

計画書を作成すること。 

〈研究計画書の様式〉 

 言語：日本語で記載する。但し、２次試験を英語で受験する

ことを希望する者は英語で記載すること。 

 字数：4,000～6,000 字程度を目安とすること。 

※英文の場合は下記のとおりとすること。 

１.A4で文書、図を含めて 6ページ以内。ただし本文中

で引用している文献のリストはページ数から除く。 

2.余白は各辺 20mm以上。 

１部 ３部 ４部 
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3.フォントは 10pt以上、行間は一行分とする。 

 書式：横書き、パソコン等可／手書き不可。Ａ４用紙。 

内容：氏名、出身大学名又は研究所名、日本での研究テーマ、 

研究の目的(先行研究の中での位置付け及び貢献度)、

研究の方法(できるだけ具体的に書くこと。）、参考文

献一覧。 

４ 小論文 

「日本留学の経験を活かして日本と台湾の架け橋としてあな

たが将来できること。」というテーマで以下の要領で小論文を

作成すること。 

※留学後に学んだことをどう活かすのか、将来のキャリアプラ

ンについて具体的に書くこと。 

〈小論文の様式〉 

 言語：日本語で記載する。 

 字数：A4 で１ページ以内、余白は各辺２０㎜以上、フォン

トは１０pt 以上、行間は１行分とする。 

 書式：横書き、パソコン等可／手書き不可。 

１部 ３部 ４部 

５ 最終出身大学の全学年成績証明書（学部卒業者） 

（大学院に在籍中の者は、①学部の全学年成績証明書と②在籍

する大学院の全成績が記載された成績証明書、大学院修了者

は、①学部の全学年成績証明書と②大学院の全学年成績証明書

を提出すること。） 

１部 ３部 ４部 

６ 最終出身大学長又は担任教授の推薦状（様式任意：A４で作成。） １部 ３部 ４部 

７ 勤務先の上司の推薦状（様式任意：A４で作成。現在、就職し

ている者のみ提出すること） 

１部 ３部 ４部 

８ 健康診断書（当協会所定の様式。当協会所定の様式を使用し、

医療機関（公立、私立いずれの機関でも可）で受診すること） 

１部 ３部 ４部 

９ 最終出身大学及び大学院発行の卒業証書（※大学等が原本証明

しているコピーのみ提出可）又は卒業証明書（※原本のみ提出

可） 

・卒業証書：卒業式に授与する、大学又は大学院の定めた課程

をすべて修了したことを証明する文書。 

・卒業証明書：大学又は大学院において、必要な課程を修了し、

卒業したことを証明する文書。 

※応募時に卒業見込者である場合は、大学又は大学院が発行し

た卒業見込証明書を提出すること。また、４月入学希望の場合

は、2021 年１月 15 日（当日消印有効）まで、９月・10月入学

希望の場合は、2021 年７月 30日（当日消印有効）までに上記

１部 ３部 ４部 
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卒業証書又は卒業証明書が提出されなければ、奨学金の受給資

格を取り消す可能性があるため、注意すること。 

10 入学予定の日本の大学院の合格通知書等のコピー等 

（申請書提出時点で提出が可能な者のみ。入学を希望する大学

の指導教員との受入れ内諾に関する連絡書信（メール）等があ

ればコピー等を併せて提出すること。） 

１部 ３部 ４部 

11 誓約書（当協会所定の様式） １部 ３部 ４部 

12 【パスポート所持者のみ】 

パスポートのコピー 

１部 ３部 ４部 

 

【パスポート未所持者のみ】 

パスポートを所持していない旨を記載した申立書（様式任意：

A４で作成、自筆での署名押印が必要。） 

13 身分証明書のコピー １部 ３部 ４部 

14 兵役に関する証明書（下記①～③のうちいずれか１点、男性の

み提出すること。） 

１部 ３部 ４部 

①兵役義務がない証明書のコピー 

②兵役が終了したことがわかる証明書のコピー 

③兵役終了予定の申立書（様式任意：A４で作成、自筆での署

名押印が必要。） 

15 2020年度日本留学試験（第１回）出願証明書のコピー 

※出願証明書に関する問い合わせは，（財）語言訓練測験中心

（http://www.lttc.ntu.edu.tw/）へ行ってください。 

１部 ３部 ４部 

16 

 

受験番号通知用の返信用ハガキ 

※申請者の氏名、住所を明記し、必ず返信用の切手を貼り付け

ること。 

１部  １部 

 

(注１) 申請書がすべて完全かつ正確に記載されていない場合、又は提出書類１～１６に 

不足がある場合、もしくは不備がある場合は書類を受理しないので注意すること。 

 (注２) 正本については、１～１６の正本（※提出がコピーで指定されているものついてはコ

ピー）を順番に綴ってクリップ止めしたものを１部作成し提出すること。 

（注３）写しについては、正本（１、１６を除く）をコピーして順番で綴って 

クリップ止めしたものを３部作成し提出すること。 

 (注４）研究計画書の使用言語と、２次試験(面接試験)での使用言語は同一とすること(日本 

語または英語）。 

 

６．注意事項 

（１）２次試験合格者は、日本の各大学院への入学申請及び手続きを各自で行う。原則、１次

試験申請書提出後に、本申請書に記載した第一希望～第三希望の大学を変更する、または、

http://www.lttc.ntu.edu.tw/
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新たに入学希望大学を追加することは認めない。１次試験申請書に記載していない大学へ

進学する場合、本奨学金の支給対象とならないため、入学を希望する大学院の指導教員と

各自で早い時期から連絡を取っておくことが望ましい。 

（２）２０２１年１月末までに入学許可証又は入学試験合格通知書を日本台湾交流協会台北事 

務所に提出すること。（１月末までに入学許可証又は入学試験合格通知書を日本台湾交流協 

会へ提出出来ない場合、合格を取り消すこともある。） 

（３）他の団体の奨学金と重複して本奨学金を受給することはできない。 

（４）申請書に不実の記載を行った者及び本奨学金留学生試験規程に従わない者は採用しない。 

（５）１次試験申請後、奨学金試験の受験番号を１次試験申請時に同封した返信用ハガキで通

知するので、２０２０年８月１９日（水）までに奨学金試験の受験番号の連絡がなかった

場合、８月２０日（木）から２６日（水）の間に下記７．問い合わせ先に連絡し、奨学金

試験の受験番号を確認すること。 

   

７．問い合わせ先 

（公財）日本台湾交流協会台北事務所 広報文化部 長期奨学金担当 

台北市慶城街２８号（通泰商業大楼） 

   ＴＥＬ：０２－２７１３－８０００（内線２４１４） 

   ＦＡＸ：０２－２７１３－０５４１ 

 Ｅ－ｍail：shogakukintaipei-k1@tp.koryu.or.jp 

 

 ※日本留学試験の出願証明書については 

（財）語言訓練測験中心（http://www.lttc.ntu.edu.tw/）） 

mailto:shogakukintaipei-k1@tp.koryu.or.jp
http://www.lttc.ntu.edu.tw/

