
 

2019 年度 

第 14 回台湾交換交流派遣募集要項 
 

公益財団法人 小山台教育財団 

 

 

Ⅰ.国際交流事業の趣旨 

公益財団法人小山台教育財団（以下、財団小山台という）の国際交流事業は、国際交流を通じ

て異文化体験の機会を提供するとともに、広い視野を持ち、多様な価値観を受入れ、お互いに

理解しあう力を身につけたグローバル人材の育成をめざしています。 

 

Ⅱ.募集内容 

１．募集コース（詳細は P4をご参照ください） 

派遣先 台湾（台北 1泊、雲林県斗六市の環球科技大学 6泊予定） 

派遣期間 

2020年 3月 8日(日)～3月 16日(月)（予定） 

LCC渡航を前提とするため、航空機便の空席状況によっては、 

1日程度出発・帰国スケジュールが前後することがあります。 

募集人数 8名程度  

参加費用  

 

5万円 

現地宿泊費・大学研修費用を含みますが、往復の渡航費（自宅-台北）は含みません。 

詳細は 2ページ・4ページを御覧ください。 

 

２．コースのねらい  

台湾交換交流派遣 

・環球科技大学の大学生との交流を中心とした現地の幅広い層とのコミュニケーションを実

践することで、文化・習慣・考え方を体感することにより、将来グローバル環境で活躍す

る足がかりとする。 

・グループ活動を通じて、共に学び、助け合うなど、これからの変化の激しい社会で活躍す

る力を身につける。 

・台湾と日本を含むアジアの歴史的文化的課題に触れる機会を通じて、国際的な視野を広げる。 

 

 

3．応募資格 

以下の（１）から（４）のすべてを満たす方。 

（１）小山台高校・大崎高校・八潮高校（品川区にある都立高等学校）の卒業生である大学生。 

（２）財団小山台において過去の台湾交換留学派遣団員ないし、本年度の海外体験派遣ない

し交換交流派遣の団員でない方。 

（３）海外での日常生活に支障のない方。 

（４）【必要な場合】訪問国の査証（ビザ）を取得できる方。(日本国籍の方はビザ不要です。) 

 

 

4.応募条件 

以下の（１）から（５）のすべてを満たすこと。 

（１）2020年秋に環球科技大学学生の訪日がある場合、受入交流に参加する意思のあること。 

   ホームステイは予定されていない。 

（２）派遣団の一員として良識ある行動をとること。 

（３）事前研修の全日程に参加し、帰国後に報告書を提出すること。 

（４）会員相互の親睦及び研鑽を図ることを目的とする「BRANCH」へ入会し、財団小山台の国際

交流事業の活動に協力し参加すること。 

（５）財団小山台の事業報告や募集または広報活動のため、自身の写真等が財団のホームページや

パンフレット等に掲載されることを了承すること。 

  



 

 

 

5．事前研修（予定：日時・内容は変更する場合があります） 

研修回数 実施日 曜 時間 内容 

第１回・開講式 12月 14日 土 13：00～18：30 
・現地事情の理解 

・「探求」発表の準備 

・派遣経験者による質疑 

・渡航諸注意 

などを予定しています。 

第２回 1月 11日 土 13：00～18：30 

第３回 2月 15日 土 10：00～18：30 

第４回・結団式 2月 29日 土 10：00～18：30 

評価会・解団式 3月 28日 土 9：30～19：00 

・成果発表 

・BRANCH入会式  

などを予定しています。 

 

※ 現地活動の準備で、上記以外にも派遣団で日程を決めて集まることがあります。 

 

※ 事前研修及び評価会のすべての出席が求められます。原則、個人的事情での欠席／遅刻は認め

ていません。 但し、慶事弔事等は事前にご相談ください。 

 

 

6．参加費用について 

派遣の参加費用は 12月 13日(金)までに指定された口座にお振込みください。 

 

 なお、渡航費用は含まれておりません。 

下記の便を前提に、同行者・派遣団で相談をして手配します。 

そのため、空席状況によっては 1日程度の前後の出発／帰国の可能性があります。 

 

・エバー航空：10:30 羽田  -13:30 松山  /  16:05 松山 -19:55羽田  （8/15時点：41,870円） 

・タイガー ：11:25 成田 - 14:45 桃園 /   00:10 桃園 -  4:00羽田 （8/15時点：33,973円） 

 

   ※渡航費：4万円～7万円を想定。顔合わせ会（11月 23日）に予約をします。 

 

7．渡航手続き 

(1) 

 

 

 

 

 

11 月 22 日（金）（厳守）までにパスポートを取得してください。（パスポートを持っていな

い方は、各自が自己負担で取得のこと） 

また、パスポートは派遣先入国時点で有効期限が 1か月以上残っていることが必要です。有効

期限が短い場合は、再取得してください。 

 ビザ（査証）が必要な場合、各自が自己負担で取得してください。ビザが必要な方は、合格発

表後、速やかに財団小山台にご連絡ください。 

 

(2) 11月 23日（土）14時～18時に、顔合わせ、書類配布及び航空券手配をいたします。ご都合が

悪い場合は、事前にお知らせください。 

 

8．その他 

 派遣期間中の病気・事故・事故に備えて財団小山台で海外旅行保険を付保します。 

（傷害死亡/傷害後遺障害：限度 7,500 万円、疾病死亡：限度額 1,000 万円、治療救援費用：

無制限、賠償責任：限度 1億円/1事故、携行品損害：限度 30万円） 

派遣期間中の事故等についての損害補償は保険で担保される限度の範囲内とします。 

  



 

 

 

Ⅲ.応募・選考方法 

１．応 募 書 類 

応募に必要な書類は以下の通りです。 

(1) 台湾交換交流派遣申込書 (ペン又は黒ボールペンで自筆のこと。鉛筆書き不可。)   

(2) 

 

「台湾に関心をもっていること」 

下記の内容を、A4片面 2枚以内で自由にまとめてください。（右上に名前を記すこと。） 

・あなたが台湾に関心をもっていること 

・その理由 

・それについて現地でどのように掘り下げるか。 

  

※原本をコピーした写しで審査します。応募書類一式は、濃く記すこと。 

 

 

２．応 募 期 間：10月 17日(木)～10月 24日(木)18時 

（会館の受付時間：火～土 9時～18時 祝日を除く） 

 

３．書 類 提 出 先：小山台会館内の事務局窓口に、原則応募者本人が持参してください。 

但し、遠方にお住まいの場合など事情のある方には、郵送や代理での提出を認めま

すので、事前に事務局までご相談ください。 

 

４．面 接 試 験：小山台会館にて 11月 2日（土）18時 30分頃より行います 

        集合時間など詳細は応募時に案内します。 

 

５．合 格 発 表：11月 6日（水）10時 財団小山台ホームページに掲示します 

 

６．選 考 方 法 

(1)台湾派遣審査委員会が書類及び面接で選考します。 

(2)財団小山台は選考理由及び合否判定の経過の説明を一切行いません。 

(3)正当な理由なく事前研修に遅刻・欠席するなど、派遣団員として不適格と財団小山台が判断

した場合、派遣内定を取り消す場合があります。 

 

 

Ⅳ.そのほか 

１． 派遣の中止またはスケジュール変更が生じた場合の取り扱いについて 

(1) 以下に該当する場合は派遣を中止またはスケジュールを変更（期間短縮など）することが

あります。 

① 「外務省渡航安全ホームページ」の「海外危険情報」で派遣先地域が「渡航の延期を

おすすめします」あるいは「退避を勧告します」と表示された場合。 

② 財団小山台が中止すると判断した場合。 

(2) 派遣の中止またはスケジュール変更が決定した場合の費用の取扱いは次の通りです。 

① 研修費用振込前に中止する場合：研修費用の送金は不要です。 

② 研修費用振込後に中止する場合：研修費用を全額返還します。 

③ スケジュールを変更する場合：返還しません。 

２．派遣合格者が自己の都合により派遣に参加しない場合の取り扱いについて 

派遣合格者にやむを得ない事情があり、財団小山台が認める場合は派遣の取り消しに応じます。

振込済の場合は返金します。ただし、取消に要する費用が発生する場合は、派遣合格者にご負担

頂きますが、その場合Ⅱ.1.参加費用を上回る金額をご負担頂くことはありません。  

  



台湾交換交流派遣・受入コース詳細 

特  徴 

 
・台湾・環球科技大学学生との大学生同士の交流プログラム。フィリピンやマレー
シアからの留学生や台湾人の日本語履修学生、日本人留学生が交流メンバーに含
まれることがある。 

 

・小山台からの派遣団員は、環球科技大学内の実習用ホテルに宿泊しながら、学内
の特別授業への参加、斗六市内・台南・嘉義などに足を伸ばし視察訪問を行う。 

 

・戦前から現代にいたる台湾の政治・経済・文化や日本との結びつきを事前研修及
び現地施設見学等で学ぶ。 

 

・過去の団員では、帰国後も個人的な往来が継続し、生涯にわたり付き合える友人
となる例が多い。 

 

・隔年で来日する台湾側の受入れは、ホームステイを伴わず、都内観光への同行な
どを行う。 

参加費用に 
含まれる 

海外旅行保険料、現地宿泊費、授業料、入場料、食事（一部）・交通費等 

参加費用に 
含まれない 

 
・（※）渡航費（航空券・燃油サーチャージ・空港諸税） 
・自宅-出国空港間の交通費 
・個人的な費用（通信費や土産代、本人が希望する食費・入場料等） 
・事前研修等に関わる交通費 
  
注）夜市や学食など個人が選択できる食事の費用などは別途自己負担あり 

 

 

現地スケジュール参考例 ※スケジュール・訪問先・内容は変更の可能性があります。 

 
 

問合わせ先： お気軽にご相談ください！！ 

公益財団法人 小山台教育財団 事務局〒142-0062品川区小山 4-11-12（小山台会館） 

☎03-5721-6171   http://www.koyamadai50.jp       

3月7日（木） 8日（金） 9日（土） 10日（日） 11日（月） 12日（火） 13日（水） 14日（木）

成田空港集合 台湾式朝食

中正紀念堂 講義・実技 歓迎式・講義 斗六駅 発 現地活動

衛兵交代見学 ・斗六市内見学 ホテル出発

・学校見学 駅周辺散策

成田空港発 烏山頭ダム見学 ・スポーツ交流

JW101 台南駅着 ・ものづくり 雲林駅発

グループ別視察

台北駅発 台南視察打合せ

昼食

雲林着 昼食 歓迎昼食会

（台湾式料理）

桃園空港着

北回帰線見学

アイスブレイク 講義・実技 台北駅着

台北市内観光

嘉義視察

・故宮博物院見学 ・城隍廟見学 企業訪問 現地活動 台北自由散策

or

・二二八記念館

ホテル着 斗六夜市見学

（含む夕食） ホテル着

グループ別行動 帰寮

講義 夕食＠学食 夕食＠学食 夕食＠学食

さよならパーティー

帰寮

　翌日の連絡 台南駅集合 夕食＠台北駅周辺

夕食

周辺レストランにて 斗六駅着

ホテル着

15日（金）桃園空港発

JW100 

15日 6:10成田着

時間

午前

午後

夜


