
 

2019 年夏休み 中国語及

び文化体験キャンプ 
 

2019.8.19~8.30 
 
 
 

 
 

 
 
 
  



1. 日程 
項目 時間 説明 

申込期間 2019.4.15（月）～2019.5.20
（月） 

*申請必要書類：Application Form（申請

書）, 所属大学の学生証コピー、パスポー

トコピー 
申込締切日 2019.5.20（月）  
審査結果及び支払の知

らせ 
2019.5.22（水）  

 
お支払い期間 

2019.5.23（木）～2019.6.6
（木） 

*お支払いの手続きを済ませてから銀行振

込銀証明収書を

「oia40@gm.nutc.edu.tw」まで添付フ

ァイルでお送りください。 
*お支払いを済ませなかった場合は自動的

にキャンセルされます。 
宿泊先入居日 2019.8.18(日) *有料空港お迎えサービスがあり. 
活動期間 2019.8.19（月）～2019.8.30

（金） 
 

2. 活動期間: 2019.8.19（月）～2019.8.30（金） 
3. 申込み方法:   2019.4.15（月）～2019.5.20（月） 

必要書類(学生証コピー、パスポートコピー)を準備した上, 
  ↓申請書のダウンロード先↓  
 https://drive.google.com/open?id=1uoVfSF2YBR3XBWKXraRV_far3Wj5N8_G 
 oia40@gm.nutc.edu.tw まで送付してください。      

 
4. 定員：30 名（最少 12名） 
5. 申込み資格：１７歳以上 
6. 料金詳細 

項目 費用 説明 
申込み料

金 
姉妹校の学生 USD$900 *宿泊費 (2~4 人/部屋), 授業料, 見学ツアー, 台北 

& 日月潭ツアー. ヨーヨーパス NTD$300 など その他 USD$1,000 

オプショ

ン料金 空港お迎えサービス USD$30 

＊払い戻し不可。 
＊空港お迎えサービスご利用の方にはフライト
詳細をお知らせください。（宿舎チェックイン：
午後 3 時―午後 8 時） 

除外もの： 食事、往復航空運賃、保険、空港送迎 
オプショナルツアー：鹿港デイツアー 

7. 代金返却について 
締め切り 時間 Refund amount 

4 週間前キャンセル 2019.7.12(金)まで 50%払い戻し 
空港送迎サービス なし 払い戻しなし 

- 払い戻し手数料は参加者が負担します。 
- 自然災害によるキャンセルの場合は 100%払い戻しとなります。 
※研修修了の際、修了証明書を発行します。. 
ご不明な点等がございましたら、気軽にお問い合わせください。 
 E-mail： oia40@gm.nutc.edu.tw 日本語の連絡窓口：蔡瑋燁 （サイ イカ） 
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国立台中科技大学 2019 年夏休み 中国語及び文化体験キャンプ 

 日 時 午前(9-12) 午後（1:30- 
3:30） 夜 

一日目 8/18 (日) 台湾の桃園空港到着 フリータイム 

二日目 8/19 (月) 
オリエンテーショ

ン歓迎会・キャン

パス案内 

中国語の授業 
歓迎パーティー 歓迎食事会 

三日目 8/20 (火) 中国語の授業 中国語の授業 フリータイム 

四日目 8/21 (水) 中国語の授業 文化体験： 
布袋劇の演習 フリータイム 

五日目 8/22 (木) 中国語の授業 文化体験： 
台湾語の勉強 フリータイム 

六日目 8/23 (金) 
日月潭観光（日月お茶の製作所見学・

昼食）、文武廟、水蛙頭歩道、伊達邵

碼頭 
フリータイム 

七日目 8/24 (土) 鹿港日帰り旅行 フリータイム 

八日目 8/25 (日) 自由行動日 フリータイム 

九日目 8/26 (月) 中国語の授業 

DIY コース 
春水堂タピオカミ

ルクティー作り体

験 

フリータイム 

十日目 8/27 (火) 中国語の授業 文化体験： 
書道演習 フリータイム 

十一日目 8/28(水) 台中見学：国立科学博物館、台中オペ

ラ フリータイム 

十二日目 8/29(木) 送別会（昼食）／台北西門町へ 台北ホテル 

十三日目 8/30(金) 台北見学：中正紀念堂、大稲埕 台北ホテル 

十四日目 8/31(土) 帰国  

註：コースの内容などは講師や教室状況により変更の恐れがございます。 

  



 

NATIONAL TAICHUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
No.129,Sec.3,Sanmin Rd,North Dist.,Taichung City 404, Taiwan  
Tel: +886-4-2219-5755    Fax: +886-4-2219-5761  
E-mail: oia40@gm.nutc.edu.tw   Website: http://wwwen.nutc.edu.tw/ 
 

 

APPLICATION FOR TAIWAN SUMMER CAMP PROGRAM 
 

Name ____________  ___________ 
First Name        /       Family Name  

Nationality  Passport NO  

Date of Birth _______  _______  _____ 
 yyyy   /   mm    /  dd Gender ☐ Male ☐ Female 

E-mail  Cell Phone  

School Name  

Course ☐ High School   ☐ Undergraduate   ☐ Master   ☐ Doctor 

Major  Grade ☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4 

Date of 
Participation 2019.8.19(Mon)~8.30(Fri) 

Pick-up  ☐ I need Pick-up service ☐ I don’t need anything  

Language 
Proficiency 

English 

☐ Advanced   
☐ Intermediate 

☐ Beginner 

Chinese  
☐ Advanced  
☐ Intermediate 
☐ Beginner 

 
Under the Article 17 and 22 of the Personal Information Protection Act, National Taichung University of 
Science and Technology will collect and use above personal information for NUTC program and summiting 
this form you hereby agree to provide personal information. 

1. Purpose of collecting personal information: to facilitate NUTC’s Taiwan summer camp program(di
sseminating news about NUTC) 

2. Collection list: Necessary personal information to facilitate NUTC’s Taiwan summer camp 
program (disseminating news about NUTC) 

 All personal information will be retained and used for 2 years 
 
 

        Date : ________________ 
  

Signature : ______________ 
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