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政策研究大学院大学 （GRIPS）台湾若手人材育成プログラム



特色 :

■ GRIPS位於東京核心地區，2/3的學生來自海外，具有非常

國際化的教育環境。研修生能夠與來自日本中央、地方政府及世

界各國政府行政官員共學，並與不同專業背景的學生、實業家等

交流，拓展人脈，從事各式學術研究活動。

■ 透過實地參訪以及實習機會、更能充分體驗日本的社會文化。

特色 :
■ 東京都心に位置するGRIPSは、学生の3分の2が留学生という、きわめて国

際的な教育環境です。日本の政府・自治体や海外政府の行政官なども学ん
でおり、多様なバックグラウンドを持つ学生・ビジネスパーソンと交流し、人脈
を構築しながら、研究活動を行なうことができます。

■ 現地訪問やインターンシップを通し、日本の文化・社会を体験することができ
ます。

透過選修GRIPS正規課程、實地訪問及實習，進行自主專題研

究，並撰寫各自研究報告，最終進行研究成果發表。完成下列

1-4項的研修生，將授與結業證書。

GRIPSの正規講義への出席や現地訪問・インターンシップを通し、各自の研究
テーマに沿った研究活動を進めます。最終的にそれぞれの研究テーマのレポー
トを作成し、その成果を発表します。下記①～④を修了した研修生には、修了
証書（Certificate of Completion）を発行します。

台灣青年培訓計畫課程內容
台湾若手人材育成プログラムの内容

① 講義：政策研究・立案のプロフェッショナルによる実践的な講義（日・英）に
出席。各科目についてレポートを提出。
② インターンシップ：インターンシップ（報酬なし）に参加。日本社会での実務を
体験
③ 訪問：フィールドトリップ、サマープログラムなどに参加
④ 研究レポート：各自の研究テーマに沿った研究活動。研究レポートの作成・
成果発表。

正規課程

研究報告

實習

實地訪問

1 2

4 3

選修政策制定的實務型課程 

( 日語／英語 )、並繳交課

堂報告。

參加實習 ( 無報酬 )、體驗

日本社會實務。

就各自選定的主題研究、撰

寫研究論文及報告成果。

參加研修旅行及夏季特別課

程。

關於台灣青年人才培育計畫
台湾若手人材育成プログラムについて 

以台灣籍人士為對象的中期研習（非學位）課程
台湾籍を有する方を対象とした中期研修（ノンディグリープログラム）

概要 :

■ 本計畫是以台灣籍人士為對象的中期研習（非學位）課程。

■ 透過選修本校（GRIPS）的正式課程及參加各地參訪、實習

之機會，期待能充分利用本校側重實務面的教學內容，培育出

肩負促進台日關係、在政治或政策領域活躍的領導人才。

概要 :
■ 台湾若手人材育成プログラムは、台湾籍の方を対象にした中期研修（ノンディ

グリープログラム）です。
■ 本学（GRIPS）の正規講義への出席や現地訪問、インターンシップへの参加

など、実務的な内容を中心に本学の特徴を生かし、日台関係の促進を担う、
各政策分野及びガバナンスの政策リーダーの育成を行なっています。

內容 : 

選修課程、參訪、實習、撰寫研究報告

内容：講義、訪問、インターンシップ、研究レポート作成

期間 : 6個月（4月∼ 9月）

期間：6ヶ月間（4月～9月）

Taiwan Young Leaders Program



計畫時程表
スケジュール

關於生活費補助及住宿
給付金及び住居について

在日期間住宿：

研修生在日本期間，建議住宿於本校學生宿舍（位於東京都中

野區）。

滞在中の住居について：
日本滞在中の住居は、本学の学生寮（所在地：中野区）を推薦しています。

生活費補助：

每月提供 30萬日圓的生活費

研修生在日期間主要生活費（房租、餐費、交通費等）原則上

皆由此補助支應

研習課程不需繳交任何費用

給付金について：
研修生には、毎月30万円の給付金が支払われます。生活費（住居関係、食費、
交通費等）は全て、この給付金でご負担いただきます。受講料はかかりません。

申請資訊
応募について

研修對象：

■ 有望成為台灣的政治、行政、學界等各領域之領導人才者

■ 具台灣籍 （不限目前居住地）

■ 年齡 40歲以下

■ 擁有碩士以上學位者 

■ 精通英語及日語者 

  （TOEIC 800分以上或同等程度。日語能力檢定 N1級或同等程度） 

対象者：
■ 台湾で将来、政治、行政、学問等の各分野でリーダーとなることが期待でき

る者
■ 台湾籍を有する者（現在の居住地は問わない）
■ 年齢40歳以下（プログラム開始年度の4月1日時点）
■ 修士以上の学位取得者（プログラム開始年度の3月31日までに修士の学位を

取得する見込みの者を含む）
■ 英語及び日本語が堪能（TOEIC800点以上あるいはそれに相当するレベル。

日本語能力試験N1あるいはそれに相当するレベル。）

招募人數：約 4名

募集人数：4名程度

申請資料請至以下網頁下載／応募書類は以下よりダウンロードできます。

http://www.grips.ac.jp/jp/training2/taiwan/

申請書、 履歷書及研究計畫請以日語書寫提交。／受験申込書、履歴書、研究計画は日本語で作成してください。

4月∼ 9月（6個月）

4 月

11月

12月

5月

6月

7月

8月

9月

甄選
募集

研修時程安排
スケジュール

11月上旬

4月 抵達日本／介紹環境・研究計畫期初報告
来日／オリエンテーション・研究プラン発表

參與GRIPS 正式課程、進行各自研究主題
GRIPS の講義に参加、各自の研究活動に従事

4 月∼7月　

12月

申請報名截止
応募締切

通知甄選結果
選考結果通知

各地研究參訪、夏季特別課程、實習
フィールドトリップ・サマープログラム・インターンシップ

8 月∼9月　

期末研究成果報告、繳交研究報告書
研究成果発表、レポート最終版提出

9 月　

9月下旬　

6月下旬 期中研究報告
研究レポート中間報告

離日
學成歸國
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本培育計畫由傑太日煙股份有限公司贊助，並委由本校營運。

政策研究大學院大學（GRIPS）
學術國際課國際涉外室  International Liaison Office

Email:  taiwan-program@grips.ac.jp

Website:  http://www.grips.ac.jp/jp/training2/taiwan/

地址：
106-8677　日本國東京都港區六本木 7-22-1
7-22-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8677 Japan

政策研究大学院大学　学術国際課国際渉外室 

〒106-8677　東京都港区六本木7-22-1

本プログラムは、日本たばこ産業（JT）株式会社の寄附金により本学が運営しています。 発行：政策研究大学院大学　学術国際課　© GRIPS 2019

主要設備：
■ 圖書館　■ 多功能教室　■ 免費Wi-Fi　■ 個人自習空間
■ 健康管理中心　■ 室內健身房　■ 交流聯誼廳

主な設備 :
■ 図書館　■ 講義室　■ Free Wi-Fi　■ 勉強スペース　■ 保健管理センター　
■ 屋内運動場　■ ラウンジ

■ 位於東京中心，卓越的教育環境

六本木站（都營地下鐵大江戶線／日比谷線） 

乃木坂站（東京地下鐵千代田線）

■ 東京都心の優れた教育環境
六本木駅（東京メトロ大江戸線／日比谷線） 
乃木坂駅（東京メトロ千代田線）

■ 交通便捷，周邊也有許多知名購物商場及知名餐廳、美術館

等，生活機能豐富

■ 交通路線も多く、ショッピングビルやレストラン、美術館などがあり、生活利便
性も高い

校園特色
キャンパス 

聯絡資訊
お問い合わせ


