
2022 年 4 月 27 日

専修学校・各種学校・日本語教育機関

ご担当者 様

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会

「令和 4（2022）年度日本留学フェア（台湾）」のご案内

時下 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当協会の諸事業につきましてご支援ご

協力を賜り感謝申し上げます。

当協会では外国人留学生の受入から在学中の学生管理，卒業・就職までを支援する様々な事業

を実施しております。令和 4 年度の台湾（高雄・台北）における日本留学フェアは、共催団体である

独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）、全国専修学校各種学校総連合会、また現地関連団体

と協議を重ね、新型コロナウイルス感染症対策をじゅうぶんに講じた上で現地において実施する運

びとなりました。つきましては別紙開催要項をご確認いただき、参加についてご検討くださいますよう

お願いいたします。

〔同封資料〕 日本留学フェア（台湾）開催要項

〔申込締切〕 令和 4 年 5 月 17 日（火）

〔申込先〕 https://kaiin.tsk.or.jp/training

※前回の実施報告は協会HPからダウンロードすることが可能です。

https://kaiin.tsk.or.jp/report/

※大学、短期大学、高等専門学校の申込は日本学生支援機構（JASSO）となります。

【問い合わせ】

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-58-1 石山ビル 6Ｆ

ＴＥＬ03-3378-9601 ＦＡＸ03-3378-9625

担当：後藤 rshien@tsk.or.jp

申込サイトへのＱＲコード



 

令和 4（2022）年度日本留学フェア（台湾）開催要項 

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会 

1.目的 

現地の学生が日本への留学を志し、かつ、希望に合った教育機関を選択し、実りある留学が達

成できるようにするため、留学進学相談会を開催し、留学希望者を対象に我が国の教育制度等に

関する情報及び個々の学校の教育方針・内容の特色ならびに入国・在留、勉学・生活等に係る適

切な情報を総合的に提供し、我が国への留学の促進を図ります。 

2.名称 

令和 4（2022）年度日本留学フェア（台湾） 

3.日時・場所 

高雄：2022 年 7月 16 日（土） 高雄国際展示場（高雄市鹽埕區中正四路 274 號） 

台北：2022 年 7月 17 日（日） 台北世界貿易中心（台北市 110 信義路五段 5 號） 

4.共催 

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会 

全国専修学校各種学校総連合会 

独立行政法人日本語学生支援機構（JASSO） 

5.後援（申請予定含む） 

日本：公益財団法人日本台湾交流協会 

台湾：台湾日本関係協会 

財団法人言語訓練測験中心 

   日本奨学金留学生連合会 

6.実施形式 

A ブース形式による説明会（対面式・オンライン式） 

B ライブ配信による学校説明 

C 資料コーナーへの学校資料設置 

※その他「日本を知るコーナー」として自治体観光案内、パンフ配布等のコーナーを設置予定 

7.対象 

大学生、専門学校生、専科学校生、日本語学校生、保護者、社会人他 

 



 

8.参加機関 

○ 「留学生受入れに関する自主規約」を遵守している専門学校 

○ 法務省告示を以て定められた日本語教育機関 

○ 留学生を受入れ可能な大学、短期大学、高等専門学校 

○ 国際交流等に関係する公的機関 

9.参加形式 

専門学校、日本語教育機関の参加は、台湾各地域への情報提供充実を図るため、台北・高雄の２都市

参加を基本として参加申し込みの受付をしてまいりました。しかしながら新型コロナウイルス感染症の

影響による行動制限等もあり、以下の通り参加の形式と費用をご案内いたします。 
 

A ブース形式による説明会（対面・オンライン） 

現地会場のブースで相談対応を行います。従来と同じく、相談員を配置して直接相談対応して

いただくことを想定していますが、ブースに PC を設置し、オンラインを通しての相談対応も可能

です。会場スタッフが来場者の希望を聞いて各ブースへ適切に誘導いたします。 

 
➢ ブース仕様を簡素化し、ブース間の距離を確保します。 

➢ 対面による直接相談の場合、感染症対策として相談員の人

数を制限する場合があります。 

➢ オンライン参加の場合、オプションとして PC、インターネ

ット配信費用を頂戴します。 

➢ オンラインの場合、PC 機器操作は会場スタッフが行いま

す。 

➢ 対面、オンラインともオプションで通訳の手配が可能です 

ブース仕様 背面 2 枚、机（180×45）1 台、椅子 6脚、校名パネル 

B ライブ配信による学校説明 

フェア会場内に設置する、学種ごとの説明コーナーで、ライブ配信または録画映像による学校説明を

行います。ライブ配信の場合は、視聴している来場者との質疑応答も可能です。説明は中国語で行って

いただくことを基本としますが、台湾における留学では、日本語を理解できる方も多く来場いたします

ので日本語のみによる説明でも構いません。通訳をご希望の場合はオプションで申し受けます。 

➢ 1 校あたり 25 分で来場者に対して学校説明を行います（質疑応答含む）。ライブ配信を基本とし

ますが、録画した紹介映像を上映することも可能です。 

➢ 説明コーナーは PC、DVD プレイヤー、モニターと、椅子を 20 脚設置します。 

➢ 説明コーナーは事前予約制を取らず、入退場は自由とする予定です。 

➢ 各コーナーの入り口に説明スケジュールを掲示し、事前に HP でもスケジュールを公開します。 

 

〈学校説明スケジュール〉 ※下記時間帯は台湾時間（日本の-1時間）となります。 

お申込時に希望時間をお知らせいただきます（先着順）。学種ごとに 10校限定 

①11:30-11:55 ②12:00-12:25 ③12:30-12:55 ④13:00-13:25 ⑤13:30-13:55 

⑥14:00-14:25 ⑦14:30-14:55 ⑧15:00-15:25 ⑨15:30-15:55 ⑩16:00-16:25 

ブースイメージ 



 

Ｃ 資料コーナーへの学校資料設置 

会場内に設置された「資料コーナー」に入学案内や募集要項等を設置し、来場者に自由に持ち帰りい

ただきます。 

➢ 資料コーナーは学種ごとに場所を指定する予定です。 

➢ 資料設置場所は主催者で決定させていただきます。 

➢ 余った資料の返却はいたしません。 

 

10.参加費用 

すべて税込 

 

➢ Aに含まれるもの：運営全般にかかる費用（設営、広報、印刷物）。 

※渡航費、資料送付費用は含まれません。 

➢ B に含まれるもの：ライブ配信にかかる費用。日本から現地への資料送付・設置料（1 箱 10 ㎏

まで）※資料の梱包にかかる費用、日本国内の送料は含まれません。 

➢ Cに含まれるもの：日本から現地への送料、設置料（1箱 10㎏まで）。 

※資料の梱包、日本国内の送料は含まれません。 

➢ Cで資料を直接会場に持ち込む場合も費用は同じとします。 

➢ 発送できる資料の内容には制限があります。詳しくは申込校にお知らせします。 

※ ご希望があれば見積書の発行もいたします。そのほかご不明な点は担当（rshien@tsk.or.jp）

までお問い合わせください。 

11.広報計画 

○ 特設サイトの開設 

○ WEB広告、Facebookによる情報提供 

 2都市参加 1都市のみ参加 オプション 

Aブース形式による説明会 ２7０，０００円 ２００，０００円 
配信：２5，０００円/１都市 

通訳：１5，０００円/1都市 

Bライブ配信による学校説明 7０，０００円 4０，０００円 通訳：７，０００円/1都市 

C資料コーナー（1箱 10㎏まで） 26,000円 15，０００円  

＜参加形式の例＞ 

 〔例 1〕Aブースによる参加（台北は現地提携機関のスタッフが相談対応、高雄は配信） 

     →2都市参加費 260,000円+高雄配信オプション 25,000円  285,000円 

 

 〔例 2〕Bライブ配信で２都市参加 

     →高雄はライブ配信だが、台北は紹介映像を流したい  2都市参加で 50,000円 

mailto:rshien@tsk.or.jp


 

○ 街頭幟 

○ 大学、留学院等へのポスター、チラシ掲示・配布 

○ 街頭ビラ配り 

 

12.申込 

別紙「参加形式と費用のご案内」をご確認いただき、下記サイトよりご確認ください。 

 https://kaiin.tsk.or.jp/training 

 締め切り：2022年5 月17 日（火）  *定数に達した場合は早期に締め切る場合もあります。 

 

➢ 同一法人であれば１枠（ブース）に複数校での参加は可能です。 

➢ 申込フォームからお申し込み後に自動返信メールが届きますのでご確認ください 

➢ 自動返信メールが届かない場合、申し込みが完了していないことがありますのでご注意ください。 

➢ お申込後、共催機関との協議の上、参加を見合わせていただく場合があります。 

13.申込後のスケジュール 

 

日程（予定） 内容 

5月 17日（火） 申込締め切り（先着順） 

 

5月 20日（金） 参加機関の発表 

 下記の JASSO「日本留学情報サイト」で公開します 

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/other/event/2022/taiwan 

5月 24日（火） 第 1報 

 ◎参加費ご請求 

 ◎開催日程・会場案内 

以下の情報を提出いただきます。 

 印刷物等への掲載情報（専攻科目、奨学金等の制度の有無等） 

 参加人数 

 参加者のビザ申請の有無 

 通訳手配の有無 

 資料発送希望の有無 

 学校紹介動画    等 

6月中旬頃 資料納入（発送希望の場合） 

7月 4日（月） 第 2報 

 ◎タイムテーブル 

 ◎遵守事項 

以下の情報をご提出いただきます。 

 参加者氏名 

 フェア当日の緊急連絡先 

https://kaiin.tsk.or.jp/training
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/other/event/2022/taiwan


 

 

14. キャンセルについて 

学校都合による取り消しの場合には以下の通りキャンセル料を頂戴します。 

 

〈キャンセル料〉 

開催 45日前（6/15）～31 日前（6/1）までの取り消しは   参加費の 30％ 

開催 30日前（6/16）からの取り消しは          参加費の 100％ 

 

※ キャンセルの場合は書面により通知してください。文書を処理した時点で正式な受付とします。 

※  新型コロナウイルス感染症の影響による入境の制限や禁止など、主催者が中止を判断した場合

にはキャンセル料は頂戴しません。 

15.日本からの渡航について 

現在、渡航後の一定期間の待機や移動制限等、日本からの渡航者に対する行動制限は以下の通

りとなっています。（3/7 から 3/31 までの措置を継続） 

① 非台湾籍のビジネス関係者が入境する場合、台北駐日経済文化代表処で特別入境許可

（ビザ）を取得する必要がある。  

ビザの取得は各自で手配いただきますが、申請に必要な台湾の受け入れ先による招待状の発

行に関して、主催団体側で一括対応が可能か、現地協力機関等に照会中です 

https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/25154.html#11 

② 搭乗前 2日以内に PCR検査を受け陰性証明書を取得 

③ 台湾政府指定隔離ホテル 10日間の隔離検疫 及び 7日間の自主健康管理 

④ 入境時と、10日の隔離検疫が満了する前に PCR検査 

 

台湾への渡航については、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、渡航条件や渡航後の行動

についてさまざまな制限があります。条件・対応等は日々更新されているため、渡航手配の前に、

各省庁および政府機関ウェブサイトなどをご確認ください。 

 外務省         https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html 

 日本台湾交流協会    https://www.koryu.or.jp/ 

 台北駐日経済文化代表処 https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/index.html 

※ 参加申し込み校には渡航に関する更新情報を随時メールでご案内する予定です。 

16.そのほか 

➢ 感染症対策のため、参加校数、来場者数の制限を行う場合があります。 

➢ ブース形式で対応する場合の相談員氏名は事前に登録いただく場合があります。 

https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/25154.html%2311
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
https://www.koryu.or.jp/
https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/index.html


 

➢ 参加校には広報周知のための学校紹介動画の提供をお願いする予定です。詳細は参加申し

込み校にお知らせします。 

 

17.お問合せ 

 

（日本語教育機関・専門学校申込受付） 

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会 

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-58-1石山ビル 

担当：後藤 （rshien@tsk.or.jp） 

                    

※大学、短期大学、高等専門学校の申込は日本学生支援機構（JASSO）となります。 

独立行政法人日本学生支援機構 留学生事業部留学情報課 日本留学係 

E-mail： infoin@jasso.go.jp 

mailto:rshien@tsk.or.jp

