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TOP

交換留学関係

英語開講科目

推薦・出願情報

学生寮

その他

受入要件

開始日 2月中旬

終了日 6月下旬

受入期間

秋学期のみ

秋学期～1年

アカデミック
カレンダー

秋学期

オリエンテー
ション日

開始日 9月上旬

終了日 1月中旬

春学期

オリエンテー
ション日

URL

http://www.fju.edu.tw

http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=8

http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=11

http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=13

http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=15

http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=12

天主教輔仁大学
(Fu Jen Catholic University)

写真

国名 台湾

所在都市名 台湾新北市

http://www.fju.edu.tw/
http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=8
http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=11
http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=13
http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=15
http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=12


受入人数

使用言語

学業成績

受入要件

2020/9/30

出願 2020/9/30

推薦・出願

各種締切日

秋学期

推薦 2020/4/30

出願 2020/4/30

春学期
推薦

GPA (4.0) N/A

語学能力

TOEFL ITP N/A

TOEFL iBT N/A

IELTS N/A

その他

【Students planning to take courses taught in
Chinese】 You must submit one of the documents
below if you'll be taking a course taught in Chinese:
- Documents demonstrating Chinese proficiency
equivalent to TOCFL Level 3 or New HSK Level 5
or Proof of Study (480 to 960 study hours of
Mandarin in Taiwan or 960 to 1,920 study hours of
Mandarin in another country. Students must have a
vocabulary of 5,000 words.) - MA Program in
Translation and Interpretation Studies: TOCFL
Level 4 or New HSK Level 5-6 - Native Chinese
speakers are exempt 【Students planning to take
courses taught in English】 You must submit one of
the documents below if you'll be taking a course
taught in English: - Documents demonstrating
English proficiency equivalent to TOEFL iBT 59 or
TOEFL ITP 495 or IELTS 5.5 - MBA Program in
International Management: TOEIC 750 or TOEFL
iBT 79 or IELTS 6.0 - BA program, Dept. of English
Language and Literature: TOEFL iBT 79 or IELTS
6.0 - MA Program, Dept. of English Language and
Literature: TOEFL iBT 100 or IELTS 7.0 - MA
Program in Translation and Interpretation Studies:
TOEFL iBT 100 or IELTS 7.0 - Native English
speakers are exempt 【Students applying to
programs at the College of Foreign Languages and
Literatures】 - An international language
proficiency test for Japanese, French, German,
Spanish or Italian - Native speakers are exempt

春学期～1年

受入資格
学部生（Undergraduate）

大学院生（Graduate）

3

中国語、英語、その他外国語

受入期間

春学期のみ



（ ）

（ ）

出願書類

学内締切

履修可能学部

英語開講科目

有（無料） 無

有（有料） （ ）

単位数

その他

学生寮の有無 無 有

閉寮期間 無 有 （ ）

宿舎費

備考

無 有

FJCU does not accept students who will be in the final semester of
their program.

滞在方法
期間 春学期から1年留学の場合のみ

http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=10 

履修情報

Programs available for student exchange program:
http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=17

現地語講座 金額

http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=12 

TBA

空港ピックアップ

出願方法

オンライン出願

メール提出

郵送による提出

その他

推薦方法

オンライン出願

メール提出

その他

推薦・出願

＜申請時＞
1. Application Form
2. Complete academic transcript
3. Recommendation letter form an instructor
4. Certificate of Enrollment
5. Information page of the pssport
6. Proof of language proficiency
7. Passport Photo
＜受入許可後＞
1. Health certificate and Medical Report
2. Emergency Authorization Form

●月●日（●）17:00まで　締切厳守！

http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=10
http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=12


無 有

特記事項 http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=12

International Student Center Fu Jen Catholic
University

メールアドレス 089634@mail.fju.edu.tw

住所
No. 510, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist. New

Taipei City 24205 Taiwan (R.O.C.)

電話番号 +886 2 2905 6376

保険
半年留学の場合は、本学が包括契約をしている保険会社の海外旅
行保険に加入するのみでいいが、6ヶ月以上の場合は、台湾の国民
保険への加入が必要になる。

その他支払項目

現地担当者
（受入事務担当）

氏名 Ms. Christine TSAI

役職

部署

チューター・サポート制度

ビザ
代理店であるアーク・スリー・インターナショナルを通して代理申請が
可能。

http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServices.jsp?labelID=12
mailto:089634@mail.fju.edu.tw

