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成立目的與現況

文藻外語大學華語中心成立於 年 月，2002 9 其目的在因應各國人士熱切

的華語學習需求，為本校國際學生及南部外籍人士提供華語學習的場域，

訓練其華語能力，為日後在台研習或生活溝通奠定基礎。藉由本中心的成

立，本校得以更加落實以語文教育溝通中西文化，邁向世界舞台之整體發

展。

本中心之課程及教材，符合各級程度學生的需求，依學生的華語學習

狀況而精心設計，除了初階課程三級及中階課程五級外，另有高階會話、

商業、文學、新聞時事、短文寫作、遊學華語等各式主題，期使學生透過

多元實用的素材，強化聽、說、讀、寫等溝通技能，而能以適當的華語表

達，活用於日常生活中，進而具備欣賞中華文化之能力。

本中心亦致力於華語師資培訓，每年定期開辦華語師資培訓班，特聘

華語教學界具學術地位且富教學經驗之名師，講授華語教學之各項相關專

題，使有志於華語教學者，得以藉此提升自身的華語教學技能，未來可以

在實際的教學上有效地運用。

綜上所述，本中心的發展重點有：發展多元之語言與文化課程、推動

短期來台之華語遊學團、培訓全方位之精良華語師資、研發創意之華語教

材。

華語中心網址Website: http://c040.wzu.edu.tw

電話 Tel: 07-342-6031 ext. 3302, 3303, 3306

傳真 Fax: 07-3464672

電子信箱 Email:clc@mail.wzu.edu.tw

地址 高雄市民族一路900號 （華語中心）

　　 900 Mintsu 1st Road Kaohsiung 807, Taiwan R.O.C

華語センターの設立と現況

文藻外語大學の華語センターは世界的な中国語学習のニーズに応え

て２００２年９月に設立されました。文藻の留学生、南部に住む外国

人に学習の場を提供することにより、中国語能力を養い、将来台湾で

の研究活動や生活する上でのコミュニケーション能力の基礎を築くこ

とを目的としています。当センターの設立により、本校は言語教育を

通じて、中華文化と西洋文化の疎通を図り、世界を舞台にした発展を

目指しています。

当センターのカリキュラム及び教材は、各レベルの学生のニーズと

学習状況に合わせてきめ細やかに作られています。初級（１級～３

級）、中級（１級～５級）以外に、上級会話、ビジネス、文学、

ニュース、時事テーマ、作文、トラベル会話など様々なテーマのクラ

スを提供しています。多様な教材を通して、「聞く」「話す」「読

む」「書く」などの４技能や、コミュニケーション能力を強化するこ

とで、表現力が身に付き、それらを日常生活に応用することにより、

中華文化に対する理解が深まります。

また、当センターは中国語教師の養成にも力を入れています。毎年

トレーニングクラスを開き、教育界での実績豊富な教師経験を積んだ

講師を招待し、中国語教育に関する専門講義を開き、学習者が自身の

教育技能を高め、将来実際に教える上で有効な能力を身につけます。

当センターは多様な中国語コースと中華文化コースを提供し、短期

留学生の受け入れを推進しています。そして、精鋭されたオールマイ

ティな教師を養成し、教材を研究開発することに尽力しています。
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教學特色

一、兼顧理論與實務教學。

二、開設小班制初階、中階、高階等分級訓練課程。

三、結合在地生活，將文化融入於語言學習。

四、利用本校各系所及國內外學校資源，提供課業輔導；積極推動與公、

民營機構之合作，拓展學生視野與華語運用之經驗。

學習資源

一、專設「數位華語教材自學實驗室」一間，研發 E 化華語教材，建立學

習網站供學生自學。此外，本中心備有多套循序漸進之華語學習軟

體，強化學生聽、說、讀、寫、打（字）之全語言能力。

二、每期提供免費課後輔導及免費課程講座。

三、本中心學生可使用校內相關資源，如數位華語自學實驗室、圖書館、

健身房、視聽中心、學校餐廳等。　
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中心活動

本中心提供學生多元的學習方式，不定期舉辦節慶文化活動、華語相

關競賽、校外參訪，學生亦有機會參加學校的運動會與園遊會等活動。

獎學金

依據教育部及外交部公布之華語文獎學金相關辦法辦理。

 

華語師資培訓班

為推動華語師資培訓並儲備本校華語師資，每年定期舉辦海內外優秀

華語教師培訓課程。凡具國內外各公私立大學學歷或大專在學學生，不限

科系均可報名參加。結業於他校華語師資班學員，亦歡迎選修進階課程。

學員培訓期滿，結業考試成績及格，並符合相關規定者，由本校發予

結業證書。成績優良者，可延聘為本校華語中心兼任教師，有機會透過本

校推薦，參加教育部甄選至國外大學任教。

教育部華語文獎學金網頁連結：http://www.edu.tw/bicer/index.aspx

→進入「華語專區」

教育の特色

１. 理論及び実践を兼ね備えた教学内容

２. 初級、中級、上級にレベル分けされた少人数制クラス

３. 現地の生活と結びつけ、文化を取り入れた語学学習

４. 学校の各学科及び国内外の学校の資源を利用した補習授業の提供

５. 公立と民間機構の協力を推進することによる視野拡大及び中国語

運用経験機会の提供

学習設備と環境

１.「デジタル華語教材自習実験室」を特設し、E-ラーニングの教材の

開発及び学習サイトの架設を通し、自習の環境を提供しています。

また、当センターにある各種学習ソフトから読解、聴解、会話、

作文、パソコン入力などの総合的な能力を強化できます。

２. 学期ごとに無料講座を開き、授業外チューターの紹介をします。

３. デジタル自習室、図書館、スポーツジム、視聴覚室、カフェテリ

アを完備しています。

課外活動

当センターは多様な学習機会を提供しています。不定期で祭事、文

化活動、中国語関連のコンテスト、校外見学などのイベントを開催し

ています。また、学生たちは、学校の運動会や園遊会等の活動に参加

することができます。

奨学金

教育部及び外交部が実施する奨学金制度を利用することができます。

教育部華語文奨学金ウェブサイト：

→「華語專區」をご参照ください。

中国語教師養成プログラム

中国語教師養成推進と当センターの教師の質の維持のために、毎年

国内外で定期的に優秀な中国語教師の養成プログラムを実施していま

す。国内外の大学卒業（学士）の資格があれば学科を問わず、参加す

ることができます。

修業テストに合格し、規定条件を満たした場合、修業証書が与えら

れます。成績優秀者は当センターの講師となる機会や、当センターの

推薦を通して教育部の海外の大学教師派遣に参加する機会があります。
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�華語班課程

初階 (一級〜三級) 

1.訓練實用的口語表達能力，聽、說、讀、寫全方位整合，以達到基礎溝

通無礙之目的。

2.常用生詞 (約787個)、偏重基本句型練習 (約172個)。

中階 (一級〜五級)

1.結合現代生活資訊語料，加強書面溝通能力，使能熟用現代社會語言。 

2.常用生詞 (約1128個)、 進階句型練習 (約230個)。

3.配合語法運用，介紹台灣社會、歷史、地理、文化等主題。

高階選修 (以類別區分)

藝術、商業、會話、思想、哲學、文學導讀、新聞選讀、宗教探討、寫作

練習等。

文化選修課程

台語、棋藝、篆刻、書法、太極拳、中國結、成語故事等。

短期遊學專班

2至8週華語專班，於學期中或寒暑假期間進行均可。可安排寄宿家庭。學

費依教學及活動內容決定。 

夏季班

秋季班

春季班 十一週

十一週

八週

十一週

十一週

學
　
　
期

常規華語班

常規華語班

華語師資培訓班

常規華語班

常規華語班冬季班

カリキュラム

中国語課程
初級（１級~３級）

１. 実用的な「聞く」「話す」「読む」「書く」４技能を鍛える訓練をし、ス

ムーズに基礎的コミュニケーションができるようにします。

２. 単語：約７８７個　基本文型：約１７２個

中級（１級~５級）

１. 生活に結びついた情報や話題に触れ、文章の読み書き能力を強化し、現代

社会に関する言葉を身につけます。

２. 単語：約１１２８個　中級文型：約２３０個

３. 文法の運用とともに、台湾の社会、歴史、地理、文化などのテーマを紹介

上級選択クラス　　　　　　　　　　　　　　　

芸術、ビジネス、会話、思想、哲学、文学、ニュース、宗教、作文練習など

文化選択クラス
台湾語、棋芸、篆刻、書道、太極拳、中国結び、ことわざなど

短期留学クラス
２週間から８週間の中国語クラスを学期中及び夏季・春季休暇のいつでも開講

できます。また、ホームステイの手配も可能です。学費はカリキュラムや活動

の内容によって異なります。

夏季クラス

春季クラス 11週

11週

8週

11週

11週

学
      期

  

通常クラス

通常クラス

教師養成クラス

通常クラス

通常クラス

秋季クラス

冬季クラス

遠東生活華語１

遠東生活華語２

遠東生活華語２－Ａ

遠東生活華語２－Ａ

遠東生活華語２－Ｂ

遠東生活華語３

遠東生活華語３

遠東生活華語３

第１課 ~    第６課

第７課 ~ 第１２課

第１課 ~ 第８課

第９課 ~ 第１６課

第１７課 ~ 第２４課

第１課 ~ 第６課

第７課 ~ 第１２課

第１３課 ~ 第１６課

Ｂ－１

Ｂ－２

Ｂ－３

Ｉ‐１

Ｉ‐２

Ｉ‐３

Ｉ‐４

討論＆プレゼンテーション

ビジネス読解

新聞読解

総合読解

作文

トピック討論
Ｉ‐５

上級

初級

中級

クラス レベル テキスト 内     容
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台湾語、棋芸、篆刻、書道、太極拳、中国結び、ことわざなど

短期留学クラス
２週間から８週間の中国語クラスを学期中及び夏季・春季休暇のいつでも開講

できます。また、ホームステイの手配も可能です。学費はカリキュラムや活動

の内容によって異なります。
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│申請入學

不需華語簽證者

1.備妥相關文件(中/英文版)，

  並郵寄至本中心進行審核

．入學申請表一張

．護照或居留證影印本

．照片二張

．保險證明影印本

2.資料審核合格後，將寄發繳

  費資訊

3.繳交新生報名費及學費

4.至華語中心報到，測驗程度，

  並依程度分班

需華語簽證者
1.備妥相關文件(中/英文版)，
  並郵寄至本中心進行審核
．入學申請表一張
．護照影印本
．照片二張
．最高學歷之畢業證書影印本
．財力證明(至少US$2,000)
．健康檢查表正本(須包含3個
  月內HIV，胸部X光及(德國)
　麻疹之檢查結果)
．保險證明：參加教育部提供
  的醫療保險(由文藻代為加
  保，保費NT$1,500/一期)。
．新生報名費 (海外申請者美
  金20元)
2.資料審核合格後，將寄發繳
  費資訊
3.收到繳費證明後，將寄發入
  學許可書
4.開學前兩個星期寄回或傳真
  回覆報到日期
5.憑入學許可書至駐外單位辦
  理簽證
6.至華語中心報到，測驗程度
  ，並依程度分班

中心上班時間：週一 ~ 週五 早上8:10 ~ 12:00  / 下午 1:10 ~ 5:00

請在新學期開始的二週前，具備以下文件至本中心辦理申請入學等手續

入学の申請

ビザが不要な場合
１. 中国語版或いは英語版で

必要書類を当センターへ

郵送し、審査を受けます。

  ・入学申請書１枚

  ・パスポート或いは居留証    

のコピー

  ・証明写真２枚

  ・保険証のコピー

２. 資料審査に合格後、費用

支払いに関する情報が届

きます。

３. 登録費用及び学費の支払

いを行います。

４. 当センターでレベルテス

トを受けて、クラスが決

定します。

入
学

�
申

請

新学期の２週間前までに以下の書類を揃えて入学手続きを行ってください。

ビザが必要な場合
１. 中国語版或いは英語版で必要書

類を当センターへ郵送し、審査

を受けます。

 ・入学申請書１枚

 ・パスポート或いは居留証のコ

ピー

 ・証明写真２枚

 ・最終学歴の卒業証書コピー

 ・財力証明（最低２０００米ドル

相当の口座の預金残金証明書）

 ・健康診断証明書（原本）

（３か月以内のもので、ＨＩＶ検

査、胸部レントゲン、ドイツ麻

疹の検査結果が必ず必要です）

 ・保険証明：教育部が提供する医

療保険（文藻を通して加入でき

ます。一学期につき１５００台

湾ドル）

 ・新規登録費用（海外からの申請

者は２０米ドル）

２. 資料審査に合格後、費用支払い

に関する情報が届きます。

３. 納付の確認後、入学許可書を当

センターが発送します。

４. 開学２週間前までにe-mailまたは

FAXで到着日時を知らせます。

５. 入学許可書を持って、台北駐日

経済文化代表処で、語学研修の

ための停留ビザを申請します。

６. 当センターでレベルテストを受

けて、クラスが決定します。

文藻中国語センター：月～金　午前8：10～12：00／午後1：10～5：00
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不需華語簽證者

1.備妥相關文件(中/英文版)，

  並郵寄至本中心進行審核

．入學申請表一張

．護照或居留證影印本

．照片二張

．保險證明影印本

2.資料審核合格後，將寄發繳

  費資訊

3.繳交新生報名費及學費

4.至華語中心報到，測驗程度，

  並依程度分班

需華語簽證者
1.備妥相關文件(中/英文版)，
  並郵寄至本中心進行審核
．入學申請表一張
．護照影印本
．照片二張
．最高學歷之畢業證書影印本
．財力證明(至少US$2,000)
．健康檢查表正本(須包含3個
  月內HIV，胸部X光及(德國)
　麻疹之檢查結果)
．保險證明：參加教育部提供
  的醫療保險(由文藻代為加
  保，保費NT$1,500/一期)。
．新生報名費 (海外申請者美
  金20元)
2.資料審核合格後，將寄發繳
  費資訊
3.收到繳費證明後，將寄發入
  學許可書
4.開學前兩個星期寄回或傳真
  回覆報到日期
5.憑入學許可書至駐外單位辦
  理簽證
6.至華語中心報到，測驗程度
  ，並依程度分班

中心上班時間：週一 ~ 週五 早上8:10 ~ 12:00  / 下午 1:10 ~ 5:00

請在新學期開始的二週前，具備以下文件至本中心辦理申請入學等手續

入学の申請

ビザが不要な場合
１. 中国語版或いは英語版で

必要書類を当センターへ

郵送し、審査を受けます。

  ・入学申請書１枚

  ・パスポート或いは居留証    

のコピー

  ・証明写真２枚

  ・保険証のコピー

２. 資料審査に合格後、費用

支払いに関する情報が届

きます。

３. 登録費用及び学費の支払

いを行います。

４. 当センターでレベルテス

トを受けて、クラスが決

定します。

入
学

�
申

請

新学期の２週間前までに以下の書類を揃えて入学手続きを行ってください。

ビザが必要な場合
１. 中国語版或いは英語版で必要書

類を当センターへ郵送し、審査

を受けます。

 ・入学申請書１枚

 ・パスポート或いは居留証のコ

ピー

 ・証明写真２枚

 ・最終学歴の卒業証書コピー

 ・財力証明（最低２０００米ドル

相当の口座の預金残金証明書）

 ・健康診断証明書（原本）

（３か月以内のもので、ＨＩＶ検

査、胸部レントゲン、ドイツ麻

疹の検査結果が必ず必要です）

 ・保険証明：教育部が提供する医

療保険（文藻を通して加入でき

ます。一学期につき１５００台

湾ドル）

 ・新規登録費用（海外からの申請

者は２０米ドル）

２. 資料審査に合格後、費用支払い

に関する情報が届きます。

３. 納付の確認後、入学許可書を当

センターが発送します。

４. 開学２週間前までにe-mailまたは

FAXで到着日時を知らせます。

５. 入学許可書を持って、台北駐日

経済文化代表処で、語学研修の

ための停留ビザを申請します。

６. 当センターでレベルテストを受

けて、クラスが決定します。

文藻中国語センター：月～金　午前8：10～12：00／午後1：10～5：00



學　費

�
�
│

1.學費

學　　　期 時 間 費　　　　用

十一週

二～八週

2.結業證書 
學期結束成績合格且缺席未達全期四分之一者，可申請核發結業證書。      

3.退費
(1)若因簽證問題無法入學，已繳納之學費全數退還（報名費不退）。
(2)報名班別因人數不足而無法開班者，所繳費用全數退還。請在開課後一
   週內至華語中心辦理。
(3)自報名繳費後至開班上課日前退班者，學費退90%。
(4)自開班上課日起兩週內申請退費者，學費退50%。
(5)自開班上課日起已逾兩週申請退費者，恕不受理退費手續。
※如符合退費條件，請洽華語中心了解如何辦理。
※持學華語簽證而辦理退費者，將於退費日起三天內通報台灣入出境移民署
  取消其簽證。

(4)付費方式

(5)為因應不同程度學生之需求，以便安排課程，請先與中心預約面談。

信用卡

銀行轉帳

現金

臺灣中小企銀博愛分行

帳號：003-12-800012
戶名：文藻學校財團法人文藻外語大學 

            (請備註:繳付華語中心學費)

9:00 a.m. ~ 3:00 p.m.   於華語中心辦公室繳交

VISA  / MASTER / JCB
9:00 a.m. ~ 3:00 p.m.   於華語中心辦公室繳交

(3)優惠方式
a.新生：每週修習10小時以上之課程，並就讀全期者（須繳報名費）。
　•於註冊期限前完成報名手續（繳齊報名資料與學費）者，學費打95折。
　•於註冊期限後完成報名手續（繳齊報名資料與學費）者，學費打97折。
b.舊生：每週修習10小時以上之課程，並就讀全期者（免報名費）。
　•於註冊期限前完成報名手續者，學費打9折。
　•於註冊期限後完成報名手續者，學費打95折。

(1)學費不含書籍費用。

春季 / 夏季 / 秋季 / 冬季班

短期遊學專班

NT$ 27,225  (15小時/週)

NT$ 18,150  (10小時/週)

學費依教學及活動內容決定

(2)新生報名費用NT$500（適用於在台灣申請者)

学　費

１. 学費
（１）学費には教材費は含みません。
（２）新規生は登録費５００台湾ドルが必要です。（台湾で申請する場合も同様）

学
費

学           期 時 間 費           用

11週

２週~８週

春季/夏季/秋季/冬季クラス

短期留学クラス

27,225台湾ドル（15時間/週）
18,150台湾ドル（10時間/週）

学費はカリキュラムや活動の
内容によって異なります。

（３）学費の割引
ａ. 新規：全学期を通して毎週10時間以上の履修者（登録費が必要）
     ・期限前に登録手続きを完了した場合(申請書の提出と学費の支払いを完了）
        →学費から5％の割引となります。
     ・期限後に登録手続きを完了した場合(申請書の提出と学費の支払いを完了）
        →学費から3％の割引となります。
ｂ. 継続者：全学期を通して毎週10時間以上の履修者(登録費は不要）
     ・期限前に登録手続きを完了した場合(申請書の提出と学費支払いを完了）
        →学費から10％の割引となります。
     ・期限後に登録手続きを完了した場合(申請書の提出と学費支払いを完了）
        →学費から5％の割引となります。

クレジットカード

銀行振込

現金

臺灣中小企銀博愛分行
口座番号：003-12-800012
口座名義：文藻學校財團法人文藻外語大學
（備考：華語中心学費支払い）

9:00a.m.～3:00p.m. 華語中心にて支払い

VISA/MASTER/JCB
9:00a.m.～3:00p.m. 華語中心にて支払い

（５）学生のニーズに応じてカリキュラムの手配をする場合は、当センターに事前
         に相談してください。

２. 修業証書
学期終了後、成績条件を満たし、欠席が全学期の４分の１以下の場合、修業証書
を発行します。

３. 学費の払い戻し
(１)ビザの問題で入学ができない場合、支払い済みの学費全額を払い戻しします。  
   （登録費は払い戻しできません）
(２)人数不足のために申請したクラスが開講されなかった場合、費用を全額払い
     戻しします。開講後、１週間以内に当センターで手続きを行ってください。
(３)新学期が始まる前に払い戻しを申請した場合、学費の９０％が返金されます。
(４)開講後２週間以内に払い戻しを申請した場合、学費の５０％が返金されます。
(５)開講後２週間を過ぎた場合は、払い戻しを受け付けることはできません。
＊払い戻しの方法は当センターにお問い合わせください。
＊当センターの入学許可証で停留ビザを申請した場合、学費払い戻しの３日以内
   に台湾の内政部入出国及移民署で停留ビザの取り消し手続きを行ってください。

（４）支払方法
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1.學費

學　　　期 時 間 費　　　　用

十一週

二～八週

2.結業證書 
學期結束成績合格且缺席未達全期四分之一者，可申請核發結業證書。      

3.退費
(1)若因簽證問題無法入學，已繳納之學費全數退還（報名費不退）。
(2)報名班別因人數不足而無法開班者，所繳費用全數退還。請在開課後一
   週內至華語中心辦理。
(3)自報名繳費後至開班上課日前退班者，學費退90%。
(4)自開班上課日起兩週內申請退費者，學費退50%。
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※如符合退費條件，請洽華語中心了解如何辦理。
※持學華語簽證而辦理退費者，將於退費日起三天內通報台灣入出境移民署
  取消其簽證。

(4)付費方式

(5)為因應不同程度學生之需求，以便安排課程，請先與中心預約面談。

信用卡

銀行轉帳

現金

臺灣中小企銀博愛分行

帳號：003-12-800012
戶名：文藻學校財團法人文藻外語大學 

            (請備註:繳付華語中心學費)

9:00 a.m. ~ 3:00 p.m.   於華語中心辦公室繳交

VISA  / MASTER / JCB
9:00 a.m. ~ 3:00 p.m.   於華語中心辦公室繳交

(3)優惠方式
a.新生：每週修習10小時以上之課程，並就讀全期者（須繳報名費）。
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学
費
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         に相談してください。
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学期終了後、成績条件を満たし、欠席が全学期の４分の１以下の場合、修業証書
を発行します。

３. 学費の払い戻し
(１)ビザの問題で入学ができない場合、支払い済みの学費全額を払い戻しします。  
   （登録費は払い戻しできません）
(２)人数不足のために申請したクラスが開講されなかった場合、費用を全額払い
     戻しします。開講後、１週間以内に当センターで手続きを行ってください。
(３)新学期が始まる前に払い戻しを申請した場合、学費の９０％が返金されます。
(４)開講後２週間以内に払い戻しを申請した場合、学費の５０％が返金されます。
(５)開講後２週間を過ぎた場合は、払い戻しを受け付けることはできません。
＊払い戻しの方法は当センターにお問い合わせください。
＊当センターの入学許可証で停留ビザを申請した場合、学費払い戻しの３日以内
   に台湾の内政部入出国及移民署で停留ビザの取り消し手続きを行ってください。

（４）支払方法
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資料來源：外交部領事事務局http://www.boca.gov.tw/

　　　　　內政部入出國及移民署http://www.immigration.gov.tw/

(資料若有相關異動，以政府最新公告為準)

停留簽證
已獲本中心入學許可之外籍人士，可持本中心寄發之入學許可，至最近之

中華民國大使館或代表處申請停留簽證。所持簽證之停留期限倘為六十天

以上且未加蓋限制記號者，可於停留期限屆滿前15日，向停留地縣市移民

署申請延期。每次最長得延期六十天，以二次為限。請於辦理前向華語中

心申請「在學證明」及「出席紀錄」。

※以落地簽證或免簽證方式入境、非以研習中文之停留簽證目的來台，或

　已以其他身分在台居留者，均不得在台轉換簽證目的為「研習中文」。

外交部領事事務局申請停留簽證：

內政部入出國及移民署申請停留簽證延期：

居留簽證
已持簽證目的為研習中文之停留簽證來台，並於同一所學校連續就讀滿四

個月且繼續註冊三個月以上者，得於停留期限屆滿至少一週前申請改換居

留簽證。請於辦理前向華語中心申請在學證明、出席記錄及成績單，並攜

帶其他相關文件至外交部領事事務局申辦。獲得居留簽證後須於15日內至

移民署辦理居留證。

外交部領事事務局申請居留簽證：

內政部入出國及移民署申請居留證：

ビ   ザ

停留ビザ
入学許可書が届いたら、その原本を持って最寄りの台北駐日経済文

化代表処で語学研修のための停留ビザを申請してください。停留期限

が６０日以上で延長のスタンプが無い場合、ビザの期限が切れる１５

日前までに内政部入出国移民署にて、延期手続きを行う必要がありま

す。一回最長６０日、最高２回、延期することができます。当セン

ターに在学証明書と出席成績証明書の発行の申請をしてください。

外交部領事事務局停留ビザの申請：

停留ビザ延期の申請：内政部入出國及移民署

居留ビザ
中国語研修を目的とする停留ビザで来台し、一か所の学校での学習

時間が４カ月以上経てから、３か月以上の登録を継続した場合、停留

期限の１週間前までに、停留ビザから居留ビザに切りかえることがで

きます。当センターで在学証明書、出席成績証明書の発行の手続きを

行い、その他の必要書類をそろえ、外交部領事事務局にて居留ビザの

切り換え申請をしてください。居留ビザが発行された１５日以内に内

政部入出国移民署で外国人居留証（ARC）の申請をしなければなりま

せん。

居留ビザの申請：外交部領事事務局

外国人居留証（ARC）の申請：內政部入出國及移民署

�
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資料元：外交部領事事務局http://www.boca.gov.tw/

　　　　 政部入出國及移民署http://www.immigration.gov.tw/

（内容に変更が生じた場合は、政府の最新公告に従うことを原則とします）
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資料來源：外交部領事事務局http://www.boca.gov.tw/

　　　　　內政部入出國及移民署http://www.immigration.gov.tw/

(資料若有相關異動，以政府最新公告為準)
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署申請延期。每次最長得延期六十天，以二次為限。請於辦理前向華語中

心申請「在學證明」及「出席紀錄」。

※以落地簽證或免簽證方式入境、非以研習中文之停留簽證目的來台，或

　已以其他身分在台居留者，均不得在台轉換簽證目的為「研習中文」。

外交部領事事務局申請停留簽證：

內政部入出國及移民署申請停留簽證延期：

居留簽證
已持簽證目的為研習中文之停留簽證來台，並於同一所學校連續就讀滿四

個月且繼續註冊三個月以上者，得於停留期限屆滿至少一週前申請改換居

留簽證。請於辦理前向華語中心申請在學證明、出席記錄及成績單，並攜

帶其他相關文件至外交部領事事務局申辦。獲得居留簽證後須於15日內至

移民署辦理居留證。

外交部領事事務局申請居留簽證：

內政部入出國及移民署申請居留證：

ビ   ザ

停留ビザ
入学許可書が届いたら、その原本を持って最寄りの台北駐日経済文

化代表処で語学研修のための停留ビザを申請してください。停留期限

が６０日以上で延長のスタンプが無い場合、ビザの期限が切れる１５

日前までに内政部入出国移民署にて、延期手続きを行う必要がありま

す。一回最長６０日、最高２回、延期することができます。当セン

ターに在学証明書と出席成績証明書の発行の申請をしてください。

外交部領事事務局停留ビザの申請：

停留ビザ延期の申請：内政部入出國及移民署

居留ビザ
中国語研修を目的とする停留ビザで来台し、一か所の学校での学習

時間が４カ月以上経てから、３か月以上の登録を継続した場合、停留

期限の１週間前までに、停留ビザから居留ビザに切りかえることがで

きます。当センターで在学証明書、出席成績証明書の発行の手続きを

行い、その他の必要書類をそろえ、外交部領事事務局にて居留ビザの

切り換え申請をしてください。居留ビザが発行された１５日以内に内

政部入出国移民署で外国人居留証（ARC）の申請をしなければなりま

せん。

居留ビザの申請：外交部領事事務局

外国人居留証（ARC）の申請：內政部入出國及移民署
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資料元：外交部領事事務局http://www.boca.gov.tw/

　　　　 政部入出國及移民署http://www.immigration.gov.tw/

（内容に変更が生じた場合は、政府の最新公告に従うことを原則とします）
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高速公路

：由鼎金系統交流道右線左營（362公里出口）下高速公路。南下

：由鼎金系統交流道左線左營（362公里出口）下高速公路。北上

行經大中路，過榮民總醫院後，向左轉進入民族一路，再直行

 1 公里即到本校。

高雄市公車

於民族路校門口--72、91、民族幹線

於鼎中路校門口--3、28、77、91、紅35、紅36

汽車客運公司

高雄客運公司行經本校路線有：

8021、8023、8025、8029、8032、8038、8039、8040、8041、8042、

8046號至文藻下車。

高鐵左營站到本校之方法

公車：搭乘3、紅35、民族幹線至文藻外語大學站下車。

計程車：由高鐵站至本校約1公里。

小港機場到本校之方法

公車：機場楠梓專線至文藻外語大學站下車。

計程車：（比照高速公路北上）：約25~30分鐘。

交通案内

高速道路

：鼎金インターチェンジを降りて左営へ向かう右車線を走ります南下

       （出口は３６２キロ地点）

：鼎金インターチェンジを降りて左営へ向かう左車線を走ります北上

       （出口は３６２キロ地点）

大中路を進んで栄民総医院を過ぎたところで左へ曲がり、民族一路に

入り、およそ１キロ直進後、到着。 

市営バス

民族路校門口行き：７２、９１、民族幹線

鼎中路校門口行き：３、２８、７７、９１、紅３５、紅３６

客運（長距離バス）

８０２１、８０２３、８０２５、８０２９、８０３２、８０３８、

８０３９、８０４０、８０４１、８０４２、８０４６号に乗車し、文

藻外語大學で下車。

新幹線左営駅から本校まで

市営バス：３、紅３５、民族幹線に乗車し、文藻外語大學のバス停で下車。

タクシー：約１キロ

小港空港から本校まで

バス：楠梓専線に乗車し、文藻外語大學のバス停で下車。

タクシー：約２５～３０分（高速道路北上）

交
通

案
内
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：由鼎金系統交流道右線左營（362公里出口）下高速公路。南下

：由鼎金系統交流道左線左營（362公里出口）下高速公路。北上

行經大中路，過榮民總醫院後，向左轉進入民族一路，再直行

 1 公里即到本校。

高雄市公車

於民族路校門口--72、91、民族幹線

於鼎中路校門口--3、28、77、91、紅35、紅36

汽車客運公司

高雄客運公司行經本校路線有：

8021、8023、8025、8029、8032、8038、8039、8040、8041、8042、

8046號至文藻下車。

高鐵左營站到本校之方法

公車：搭乘3、紅35、民族幹線至文藻外語大學站下車。

計程車：由高鐵站至本校約1公里。

小港機場到本校之方法

公車：機場楠梓專線至文藻外語大學站下車。

計程車：（比照高速公路北上）：約25~30分鐘。

交通案内

高速道路

：鼎金インターチェンジを降りて左営へ向かう右車線を走ります南下

       （出口は３６２キロ地点）

：鼎金インターチェンジを降りて左営へ向かう左車線を走ります北上

       （出口は３６２キロ地点）

大中路を進んで栄民総医院を過ぎたところで左へ曲がり、民族一路に

入り、およそ１キロ直進後、到着。 

市営バス

民族路校門口行き：７２、９１、民族幹線

鼎中路校門口行き：３、２８、７７、９１、紅３５、紅３６

客運（長距離バス）

８０２１、８０２３、８０２５、８０２９、８０３２、８０３８、

８０３９、８０４０、８０４１、８０４２、８０４６号に乗車し、文

藻外語大學で下車。

新幹線左営駅から本校まで

市営バス：３、紅３５、民族幹線に乗車し、文藻外語大學のバス停で下車。

タクシー：約１キロ

小港空港から本校まで

バス：楠梓専線に乗車し、文藻外語大學のバス停で下車。

タクシー：約２５～３０分（高速道路北上）

交
通

案
内
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