
い 

２０１５年度 

常磐大学 海外研修 B（台湾） 

成 果 報 告 書 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施期間：２０１６年 2 月２１日〜３月５日 

研修機関：国立台北教育大学華語文センター 

 

 

 



1 

 

研 修 日 程 表 
  

日次 日付 地名 現地時間 予定 備考 

1 2/21 (日)  
 
 
成田空港 発 

 
 
 
14:35 

高速バスで成田空港へ 
チャイナエアラインカウンターで 
搭乗手続き 
出国手続き後、CI101 便で成田発 

 

 

 

台湾桃園国際空港 着 
台湾桃園国際空港 発 
臺北教師會舘 着 

17:45 
16:00 
17:00 

着後、台湾入国手続き 
提携校の送迎で宿泊先に移動 
宿泊先に到着 

 

2 ~ 

6 

2/22( 月 ) 
~2/26(金) 

国立台北教育大学 9:00 ~ 国立台北教育大学にて研修 
 

5 日間 

7  2/27(土) 金瓜石、九份 9:00 ~ 研修旅行 １日間 

8 2/28(日) 平渓 9：00~ 研修旅行 １日間 

9 ~ 

13 

2/29( 月 ) 
~3/4(金) 

国立台北教育大学 9:00 ~ 国立台北教育大学にて研修 
 

5 日間 

14 

 

3/5(土) 
  
 
 

 
 
 
台湾桃園国際空港 発 
成田空港 着 
 
水戸駅 

 
 
 
14:30 
18:30 
 
 

帰国準備 
チャイナエアラインカウンターで 
搭乗手続き 
出国手続き後、CI018 便で成田へ 
成田空港着、入国・税関手続き 
高速バスで水戸駅へ 
解散 

 

 

 

 

 
現地プログラム 

 
2/21（日） 2/22（月） 2/23（火） 2/24（水） 2/25（木） 2/26（金） 2/27（土） 

日本出発 
9:00-12:00 
始業式 

中国語授業 

9:00-12:00 
 

中国語授業 

9:00-12:00 
 

中国語授業 

9:00-12:00 
 

中国語授業 

9:00-12:00 
 

中国語授業  
研修旅行
（金瓜石・
九份） 

台湾到着 
13:00-16:00 

 
童玩 

13:00-20:00 
ﾗﾝﾀﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 
訪問他 

13:00-16:00 
漢字の物語と
文化 

13:00-17:00 
象山・四四南
村訪問 

13:00-16:00 
 

切り紙体験 

2/28（日） 2/29（月） 3/1（火） 3/2（水） 3/3（木） 3/4（金） 3/5（土） 

研修旅行
（平渓） 

9:00-12:00 
 

中国語授業 

9:00-12:00 
 

中国語授業 

9:00-12:00 
 

中国語授業 

9:00-12:00 
 

中国語授業 

9:00-12:00 
 

中国語授業 
日本 
帰国 13:00-16:00 

 
自由行動 

13:00-17:00 
 

淡水訪問 

13:00-16:00 
瞼譜（京劇 
化粧体験） 

13:00-16:00 
 

自由行動 

13:00-16:00 
捏麵人 

（民芸品）作り 
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研修プログラム紹介 

中国語学習について 〜 未習者の立場から 
 

                       福田 紗也（短大キャリア教養学科） 
 

私は、今回台湾の台北市へ２週間の語学文化研修に行ってきました。今回の研修に行こうと思ったき

っかけは、大学に入ってから、自分の中で一つでも新しいことに挑戦しようと思っていたことにありま

す。そんな時に、この研修を見つけ、行ってみようと思いました。 

 

中国語に関しては、授業も受けた事もなく、全くわか

りませんでした。それで、ある程度話せない、読めな 

いと向こうでの授業についていけなくなる 

のではないかととても不安でした。 

 

                    

ですが、実際に台湾の学校に行くと、先生たちはとても優し

くて、気軽に話し掛けてくださいました。研修では、午前中は中国語の授業を受け、午後は台湾の名所

やおすすめの場所へ行ったり、教室で文化体験を行ったりしました。 

 

 文字の読み方から１つ１つ丁寧に教えてくださいました。普段

使っている日本語には無いピンインという発音表記があって、

独特な音が沢山ありました。なかなかうまく発音できないと、

先生は一人一人確認しながら、授業を進めてくださいました。

そのおかげで、習ったことのない私でもゆっくりとついていく

ことが出来ました。 

 

その他にも、授業内容をいろいろ工夫してくれていたので、毎日楽しく学べました。 

 

大きく手や体を動かしながら、頭に言葉を入れていく。また、

面白いトランプやいろいろな道具を使ってゲーム感覚で数の名前

を覚えたりしました。例えば、対象の単語を覚える時には、先生

が手作りで作ってくださったカードに単語が書いてあって、その

反対を答えたりします。 

 

童玩           民芸品 

    

 

 

 

 

午後の授業では、民芸品作りや京劇（瞼譜）、童玩、切紙などを体験しました。台湾式の習字は筆の

持ち方からして日本とは違い、驚きました。いろいろと新鮮で、とても楽しい授業でした。 

今回の研修で、いろいろなことが吸収でき、とても有意義でした。得られた経験を大切に、これから

の私の生活に生かしていきたいと思います。 

先生とも、仲良くなると休み時間に何気ない話

をして楽しかったです。お話の最中に出てきた単

語や言葉なども、すぐに黒板に書いて教えてくれ

るので、とても分かり易かったです。 
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研修プログラム紹介 

   中国語学習 〜 既習者の立場から 
  

桝田 桃子（国際学部経営学科）    
 

 2 月 21 日から 3 月 5 日までの 14 日間、私たちは台湾にいた。初めての

海外であり、本場の中国語を耳にするのも初めてのことだった。中国語は

大学 1 年の春・秋セメスターを通して履修していた。まだ基本の部分しか

勉強できていなかったが、今回の語学研修を通してその成果を多少は発揮

できるのではと思っていた。ところが、中国本土で使われる中国語と台湾

で使われる中国語（華語とも言う）には大きな違いがあった。左にあるよ

うに中国では簡体字が使われるが、台湾では繁体字が使われる。また、発

音も少し違いがある。私が今まで勉強してきた内容は全て簡体字と中国本土での発音だったため、最初

は少し戸惑った。だが、振り返ってみればこのおかげで新鮮な気持ちで学ぶことができたと思う。 

私たちがお世話になった大学は、「国立台北教育大学」

という中国語教育に力を入れている学校だ。創立年が

1895 年と日本統治時代に建てられたこともあり、赤レ

ンガを基調とした歴史ある雰囲気の校舎が印象的であ

る。授業がある平日は、毎日ここへバスで通学する。そ

のバスが車とバイクでごった返した台北市内を猛スピ

ードで走行するのだが、これも台湾の文化に触れるとい

った意味ではとても良いものだった。授業では、習字や

ランタン作り、切り紙など中国・台湾の歴史と文化に触れながら基本的な中国語を勉強していった。先

祖を敬い、昔からの文化を大切にする台湾の人たちの

気持ちに触れ、私たち日本人もその気持ちを大事にす

べきだと思った。 

今回の語学研修を経て、日本で見かける中国語表記

が少し理解できるようになった。東京オリンピックな

ど国際化が求められる今、今回の経験を十分に活かし

ていきたい。 

 

 

 

 

 

  

们  們 
中国    台湾 

剪紙(切り紙) 

ランタン作り 

捏麺人作り 

好きな干支（私は羊）

を制作 

午前中の授業を担当した 

李百育先生（中央）と一緒に 

昼食も大学 

毎回内容が変わり楽しい！ 
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研修プログラム紹介    

平日午後の校外活動について 
 

                          藤田 早紀子（国際学部経営学科） 

 

私が台湾で平日午後に体験した活動について二つ紹介したいと思います。 

まず一つ目は、『パイナップルケーキづくり』です。台湾に来て 3 日目の 2 月 23 日に体験しました。

授業の後、学校の近くの科技大樓駅からＭＲＴという電車に乗って移動し、士林駅で降り徒歩約１０分

の場所に、郭元益食品というパイナップルケーキの会社が

あり、そこで体験しました。パイナップルケーキの材料は、

バター、小麦粉、砂糖、卵、パイナップル餡というシンプ

ルなものです。作る際に私たちが困っていると、先生がコ

ツを教えて手伝ってくれました。さらに、日本語の分かる

先生もおり、スムーズに作ることができました。パイナッ

プルケーキを焼いている間に会社で作っているお菓子を

頂き、その後は上の階にある、お菓子の博物館を見学しま

した。博物館を見学する際にも、日本語で分かりやすく説

明してくださいました。また、古くから台湾で着られている

結婚式の衣装を着る体験もできました。台湾のお菓子の歴史や、お祝いの歴史について学ぶことができ

ました。また、焼きあがった出来たてのパイナップルケーキを食べることができ、とても美味しかった

です。 

 二つ目は、『龍山寺』に行ったことについてです。行っ

たのは、台湾に来て 5 日目の 2 月 25 日です。授業後、科

技大樓駅から乗り、大安駅と台北車站で乗り換えて、龍山

寺駅で降ります。そこから徒歩 5 分ほどで、龍山寺に着き

ました。龍山寺は、とても大きく迫力のある門が特徴的で

圧倒されました。門をくぐると、平日にもかかわらず多く

の人で賑わっており、現地の方からも厚い信仰を受けるお

寺なのだと分かりました。建物の造りは全体的に赤を基調

としていて、屋根は細かいところまでとても凝った造りに

なっています。龍山寺の造りを見ると台湾では漢の影響を受けていることが分かりました。 

自分で生地からパイナップルケーキを作ったり、衣

装を着たり、様々な体験を通して台湾の歴史や文化に

触れたりと、貴重な体験をすることができたと思いま

す。また、歴史的な建造物を実際に見ることで、本や

ネットでは感じられなかった迫力や細かい造り、地元

の空気などを直接肌で感じることができました。これ

を機に他国文化の理解をより深めていきたいと思い

ます。 

 

  



5 

 

研修プログラム紹介 

           一日旅行 〜 九份と黄金博物館 
                    

                     高松 里帆（国際学部経営学科） 

 

      

先生が帰国し、初めて現地の案内役のふたりだけと遠出。 

ふたりは日本語がちょっとできるだけ。先生がいなくなり不安だったけど、頑張って私たちもジェスチ

ャーや習った中国語で伝えようとした。少しは中国語が身に付いた気がした。 

そしてこの日からズーユーさんとも距離が近くなった気がする。 

 

 
                         
のこぎりをギターにして使っているおじさんと 

仲良くなり、やらせてもらった。 

めちゃくちゃ難しく、いやな音がなった。 

日本人です！！！といったら、「涙そうそう」 

を弾いてくれた。すごくうまかった。 

最後におじさんが弾いている曲のＣＤをくれた。 

 

 

九份はおいしいものがたくさんあり食べ過ぎた。お腹がいっぱいなのに現地の案内役ふたりにうまく伝

えられなくて、たくさんの食べ物を頼んでしまった。 

 

 

 

  

黄金博物館 

九份 

のこぎりのおじさんに 

教えてもらっている様子 

話題の場所から 

BEST SHOT 

案内してくれた 

ズーユーさんと 

スーピンさん 
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研修プログラム紹介    

一 日 旅 行 〜 十 分 
 

                        高橋  真奈実（短大キャリア教養学科） 

 

私達が台湾研修 8 日目に行った、十分。 

台北と比べると、落ち着いていて自然が多い所です。 

駅を出るとすぐ、いくつもの店が並び、とても賑やかな

様子でした。店には、台湾のスイーツや、雑貨などの土産

物などが置かれていました。 

昼食は、ガイドの大学院生の二人が案内してくださった

お店で食べました。メニューは日本語表記のものなどがあ

りました。 

この日は、先生が帰国した翌日の活動でしたが、ガイド

の院生の方が一緒で安心でした。また、今まで先生に頼っていた分、今度は自分たちで考えたり、授業

で学んだ中国語を使おうとしたりする積極性を出すことが出来たように思いました。 

昼食を終えて向かったのは、台湾のナイアガラと呼ばれ

る「十分瀑布(十分の滝)」です。十分駅から徒歩で約 20

分。研修で初めて中国語を学んだ私は、ガイドの方と仲良

くなれるか不安でしたが、二人はとても優しく、向かって

いる間は、互いに日本語・中国語を使って、楽しく会話を

して、十分瀑

布にもあっ

という間に

着きました。

勢いよく流

れる滝はとても迫力があり、圧倒されました。途中で二重

の虹がかかり、なんだか良いパワーをもらえた気がしまし

た。 

それから、最初の場所に戻り、天燈(ランタン)飛ばし体

験をしました。これは、大きな天燈に自分達の願い事を筆

で書き、空に飛ばすというものです。私達が行ったお店の天燈は、色を選ぶことができ、それぞれの色

に恋愛運、金運など様々な意味が込められていました。私たちが選んだのは、赤(健康)・黄(金運)・橙(全

体運)・白(未来)でした。みんな思い思いに願い事を書き、研修成功も願って飛ばしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この日は、連休

中！駅は沢山の

人で一杯。 

一日旅行は、実際に行って、見て、授業を活かし、

様々な体験をすることができて実践的！ 

とても楽しい時間を過ごせました。 
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大学の李先生イチ押し商品 

小籠包で有名店な鼎泰豐の鳳梨酥 

 

 

 

 

 

 

テーマ研究  台 湾 の お 土 産 
 

桝田 桃子（国際学部経営学科） 

 旅行などで見知らぬ土地を訪ねたとき、誰もがチェックする“お土産”という存在がある。それは東

京だったら“東京バナナ”、北海道なら“白い恋人”のようにご当地限定など独自の強みを活かして観

光地の経済を潤している。日本は世界でもお土産の風

習が強く残っており、帰り際にたくさんのお土産袋を

抱えた観光客を見ることが多い。私もご当地お土産が

好きで、限定ストラップやハンカチなどをよく買って

帰る。今回の台湾研修でも、大量のお土産をスーツケ

ースに詰め込んで帰国した。近年、台湾は観光産業に

力を入れている。そこで、台湾のお土産はどのような

特徴があり、接客など日本と比較して違いはあるか調

べてみることにした。 

まず、台湾のお土産品の特徴としては日本の観光地

のお土産と似ていると感じた。ストラップやポストカ

ードなど雑貨品。台湾土産で有名な鳳梨酥（パイナップルケーキ）や中国茶などの食べ物系は幅広くた

くさんの店舗で販売されていた。茶器や民芸品などの

少し高級な物はデパートや空港でよく見かけた。この

ような商品展開は日本でも行われている。さらに、注

目すべき点として日本語のできる店員が多いと感じ

た。自由行動の際に案内等のサポートをしていただい

た大学院生の晴さんによると、台北市内の大学のほと

んどには日本語学科があるとのことである。また、台

湾には日本の番組に中国語の字幕を付けただけで放

送する局があり、普段から日本語を耳にする機会が多

い。お土産屋でも日本製品や日本のキャラクターを良

く見かけたため Made in Japan の凄さを実感した。 

 

観光地を歩いて、国は違っても商売に

対する戦略は似ていることに気づいた。

私もその戦略をさらに発展させてより良

い商売ができるようになりたいと思った。 
 

 

 

 

 

 

お気に入りのお土産 

白菜ストラップと台湾料理のトランプ 

有名スーパー「頂好」 

豊富な品揃えが押し 

国立故宮博物院 

白菜グッズがたくさん 

台湾スナック 

“台湾限定”（何が限定かは謎）に心惹かれる。 
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テーマ研究 

台 湾 の 朝 ご は ん 
        

                     高松  里帆（国際学部経営学科） 

 

 
 

台湾人の朝は早いと聞くが、その理由は「台湾のお母さんたちは朝、忙しい」と現地の人は言っ

ていた。私は作るよりどこかに買いに行くほうがめんどうくさいと思うけど、 

実際朝ごはんを外で食べてみると安い！早い！ 

 

 

 
 

日本にもあるサンドイッチや、油條という台湾風揚げパンで日本にはあまりないものなど。 

私が食べたものは、おにぎり、サンドイッチ、パン、乾麺！どれも安くておいしかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どこかに朝食を買いに行き 

学校や会社で食べる！ 

主な朝ごはん 

安い！ 

テイクアウト商品 

25 元/100 円 

汁がない麺！ 

さっぱりしていて 

朝にぴったり！！ 

30 元/120 円 

台湾人の朝ははやい！！？ 
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テーマ研究  

TAIWAN FOOD 

                        福田 紗也（短大キャリア教養学科） 
 

訪れた台湾の食文化について調べ、出会った食べ物について紹介したいと思います。 

 

夜市（Night Market） 

士林夜市と師大夜市に行きました。テイクアウトですぐに食べられる物がたくさんありました。台湾人

の方が慣れ親しんでいる「茶葉蛋」は、苦手に思ったのですが意外と美味しかったです。 

 

◇炒青菜     ◇豪大大雄排   ◇生煎包  

   

 

 

 

自由行動や訪問場所で食べたもの 

◇豆花      ◇花生捲冰淇淋   ◇アイスモンスター・思慕昔 

 

 

 

 

◇湯圓       ◇阿宗麺線 

  

 
 

 

 

 

 

タピオカ   台湾では、いろんな種類のタピオカを飲みました。  

一杯がとても量が多く、飲みごたえがあり、大満足！ 

どのお店も、タピオカがすごくもちもちで、フルー

ティーな味もあり、いろんな味が飲みたくなる。中に

果肉やナタデココ、小豆ミルク、一風変わったお餅が

入ったのもあった。冰や甘さが選べる！アッサムティ

ーがとてもおいしい。 

たくさん見た食べ物の中で、少しだけ紹介しました。

昔から食べられ、受け継がれている美味しい食べ物が

沢山あって、素晴らしいなと思いました。体に良いな

どの言い伝えを守る文化があるなと感じました。 

 

 

「ほうれん草炒め」ニンニクも効いて美味し

かった。好きな味付けだった。 

「顔のサイズ位ある大きなフライドチキン」

表面カリカリで良い。 

「焼き小籠包」の様でアツアツジューシー。

フルーツが豊富なお店が多いです。 

「豆花」は、温かい甘いスープに豆腐がマッチ優しい味だった。 

「春巻の様な生地に落花生とタロイモとレモンなどのアイスが

入ったクレープ」。削った落花生が香ばしく何回か食べました。 

スープの中にあるのが「湯圓」です。驚くほど柔らかなお餅に

ゴマや小豆が入った温かい食べ物です。粗目のきな粉がかかっ

て美味しい。「トロトロのスープ」また食べたくなる味。 

アイスが口の中で溶けて

さっぱり。マンゴーも甘くて

アイスが濃厚。タピオカ 

おすすめ． 
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テーマ研究    

台湾のファッション 
 

藤田 早紀子(国際学部経営学科) 
 

台湾のファッションについて分かったことを二つ説明します。 

 まず一つ目は、台湾のファストブランド『NET』についてです。平日の自由行動や、学校帰りに実際

に行き、以下のことに気がつきました。店内の陳列

などは、日本の「H&M」や「Forever21」の雰囲気

に似ていて、価格帯も約 2000 円～と日本に上陸し

ているファストブランドに似ています。アイテムは

特徴的ではありませんが、シンプルで着回しが効き

そうなアイテムが多く並んでいました。日本と異な

る点としては、街を歩いていれば探さなくても見つ

けられるほどの距離にあることが多く、狭い範囲に

多くの店舗があると感じました。店舗の多さから地

元の人にも馴染みがあり、台湾の案内をしてくれた学生も NET のアイテムを着ていて、「NET は日本

で言う UNIQLO」だと言っていました。また、日本では、「○％割引き」という販売の仕方が多いです

が、台湾の NET では「○着で○割引き」という割引方法が多く見られました。 

 二つ目は、『台湾の伝統的な婚礼衣装』についてです。今回の台湾研修で台湾の伝統的な婚礼衣装を

実際に着る体験をしました。その体験をしたのは、台湾に来て 3 日目の 2 月 23 日にパイナップルケー

キを作った郭元益食品のお菓子の博物館においてです。台湾では、古くから赤を基調とした婚礼衣装を

身に着け、結婚式に臨みます。実際に体験してみて、衣装も帽子もずっしりと重みがあり、衣装に縫い

付けられた刺繍は細部まで凝っており、糸は様々な色を使用していることがわかりました。私の着た衣

装には、前に大きく龍の刺繍が入っており、他国の婚

礼衣装でありながらも、おめでたい気分を感じること

が出来ました。婚礼の衣装体験のほかにも、台湾の風

習についてたくさんのことをお聞きすることができ

ました。特に印象的だったのが、中国で始まった、「纏

足」とよばれる、足が大きくならないように布で強く

縛り変形させるという風習が、台湾でも行われていた

ということです。これは、男性が女性をそばにおいて

支配する手段として用いられ、「女性が働かなくても

よい＝金銭的に豊かである」という考えのもと、行わ

れていたそうです。台湾は、漢などさまざまな国や地

域、時代の影響を受けてきた、ということを身をもって知ることができました。 
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テーマ研究 

台湾のファッション 

                 高橋 真奈実（短大キャリア教養学科） 
 

私は、台湾研修の中で、台湾の若者のファッション、伝統的な衣装、日本との比較などについて調べ

ました。 

 

� 雑 誌 

 台湾の書店を覗くと、日本のファッション雑誌が中国語翻訳されたものが多く並んでいました。台湾

独自の雑誌もありましたが、日本のように「これが流行る！」といった特定のアイテムが強調されてい

る様子が無いように感じました。しかし、雑誌の内容は、日本

と変わりなく可愛いと思えるものでした。日本のモデルが掲載

されている事にも驚きました。 

 研修の活動でガイドをして頂いた台湾の女性に、ファッショ

ン雑誌を買うか聞いたところ、買うことはないとの事でした。

街中を見ていても、雑誌に掲載されていたようなファッション

の女性を見かけることはあまりありませんでした。シンプルな

格好が多かったように思います。私は、台湾の人達のファッシ

ョンへの関心がどれほどのものなのか疑問に思いました。 

 

� ショップ 

 三年前ほどから台湾で K-POP が流行ったこともあるから

か、比較的韓国の輸入服や、ブランドが多く見られました。

しかし、日本の有名なブランド店もいくつかありました。 

 台湾独自のブランドで有名なショップは、「NET」です。店

内は、ユニクロや GU のような雰囲気でした。人気のあるブ

ランドのようで、あちこちに出店されていました。 

 

 

� 伝統衣装 

 パイナップルケーキ作りを体験した、士林の郭元益の中に併設されていた博物館で、伝統文化展示を

鑑賞しました。そこでは、昔の台湾での結婚衣装を鑑賞し、実際に着ることが出来ました。写真のよう

に、とても華やかなもので、中国の伝統衣装チャイナドレス

のようなものもありました。頭の装飾品も独特でした。また、

縁起が良い色とされている赤が多く使用されており、街中で

もファッションに赤を取り入れている人が多いような気がし

ました。 

 台湾のファッションには、日本や韓国といった他国のもの

が多く取り入れられている事が分かりました。伝統衣装の雰

囲気からは、中国との歴史の関わりを感じる事が出来ました。 

 

 



12 

 

 

 

−−みなさん、台湾研修お疲れ様でした。今日は台

湾研修を振り返って、みなさんに感想や意見をき

いていきたいと思います。 

まずは、この研修になぜ参加しようと思ったの

かについて。 

（福田）大学に入って、何か新しいことをしたい

なと思っていました。サークルなどにも入ったの

ですが、あまり参加できていなくて、大学の思い

出となるような、何か挑戦できるものがないかな

と思っていた時に、この研修に目が留まりました。 

−−なぜ中国語・台湾の研修を選んだのですか？ 

（福田）中国語は全く習ったことがなくて、何も

知らない状態だったので、むしろ未知のものに挑

戦したいと思ったからです。 

（高橋）私も同じく新しいことに挑戦したいと思

ったのと、身近だけどよく知らないアジアに興味

があって、少し前に韓国に行ったので、台湾にも

行ってみたいと思ったからです。 

（桝田）大学で１年間中国語を学んでいたし、海

外の大学で授業を受けるという経験は今しかで

きないと思ったからです。そして、何より自分の

殻を破りたかった。これまで自分はあまり新しい

ことに挑戦するというタイプではなかったので。 

（藤田）私も中国語を習っていたこともあるし、

授業で文化の違いなども教えてもらって興味を

持ちました。それに、台湾は日本から旅行に行く

人も多く、初めて行くには、気軽に行けるかなと

思ったので。 

（高松）私も中国語を学んでいたし、海外への留

学に憧れていたので。「海外に留学したんだよ」

って自慢できるし。（笑） 

−−行く前はどんな気持ちでしたか？ 

（一同）不安の方が大きかった。 

（司会）どんな不安？ 

（高松）食べ物が合うかとか。どんな人がいるか

とか。自分でやっていけるとか。初めて２週間自

分の家から離れるから。長期間一人で生活するの

も初めてだし、初めての海外で、全く想像がつか

なかったので。 

（藤田）言葉が通じるかとか。 

（福田）一緒に行く人が初めて知り合った人だっ

たので、仲良くなれるかとか。 

−−期待していたことは？ 

（高松）テレビとかガイドブックを見て、ここへ

行ったみたいとか、写真をいっぱい撮りたいとか。 

（福田）授業に期待してました。全然できなかっ

たので、どれくらいできるかな、ついていくぞ、

頑張るぞって。 

（高橋）人との交流。知り合いが二人ぐらいでき

て、今も SNS でやりとりしています。 

−−行く前の台湾のイメージは？ 

（桝田）沖縄に似ている感じ。南国で、暖かくっ

て、海が近い。行ってみたら寒かったけど。 

（高橋）台湾のことをあまり知らなかったので、

中国の一部という感じが。特に台湾として意識し

たことがなかった。 

（藤田）交通なども不便で、そんなには発展して

いないだろうっていうイメージがありました。思

ってたより都会でした。 

−−実際台湾に行って、中国語の授業を受けてみて

どうでしたか？日本語を使わない授業でしたけ

ど。 

（福田）最初、何言ってるか全然わからなかった。

でも、ゆっくり繰り返してくれたり、パワーポイ

ントで映してあるものを指差して発音してくれ

たりしたから、何とかついていけた。 

（高橋）だんだんわかる単語ができて、自分でも

使うようになって、会話がわかるようになった。 

 

台湾研修を終えて〜研修参加者座談会 
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−−二人は中国語全く初めてだったけど、他の三人

は１年間勉強してから行きました。どうでした

か？ 

（高松）勉強してたけど、最初は二人と同じで全

くわかんなかった。聞き取れる単語もあったけど、

何を説明しているのかわからなかった。 

（桝田）日本語を全く使わなかったのでびっくり

したけど、ジェスチャーとかを使って分かりやす

くしてくれたので、ある程度わかりました。 

（藤田）最初はわかんなかった。 

（高松）日が進むにつれて、だんだんわかるよう

になってきて、日程の最後にあった午後の活動で

は、先生の言っている中国語が大体わかるように

なった。あと、帰りの飛行機のアナウンスで、到

着時間とかを中国語で言っているのもわかった。 

（藤田）同じで、耳が慣れてきたっていうのもあ

るし、先生が繰り返し同じ単語を使ってくれたり

するので、覚えやすかった。 

（桝田）日本に帰ってきてからも、トイレなんか

に書いてある中国語がわかるようになったし、向

こうでも指示の言葉とかは教室内で使う言葉と

同じだったりしてわかるようになった。 

（福田）日本に帰ってきて、バイト先で中国人の

お客さんが来た時、ちょっとした単語だけど、「一

様」とか「没有」という中国語が口から出て、お

客さんに通じて嬉しかった。 

（高橋）帰ってきてからも、台湾で知り合った人

と SNS でやりとりするのに、中国語を少し使っ

てみたりしています。 

−−学校の中でやった文化研修について印象に残

っているのは？ 

 

 

（高松）一番面白かったのは、京劇のお面に色を

塗った活動。先生の言っていることが聞き取れた

のが嬉しかった。 

（藤田）チャーリン（伝統的な子ども遊びの一種）

が楽しかった。最初全然できなかったのに、どん

どんできるようになって。 

（桝田）切り紙。ランタンを作って、夜にランタ

ン飛ばしを見られなかった分を少し取り戻した。 

（高橋）漢字の成り立ちの授業が難しかった。疲

れもピークだったし。 

−−校外に出かけた場所で印象に残ったのは？ 

（一同）九份。土砂降りで、早く帰りたい、早く

帰りたいって思ってた。晴れた時に行きたかった。 

（桝田）平溪。行き帰りの電車が超満員で。ラン

タンが上げられたのは良かった。 

（高松）自由行動で、自分たちだけで出かけるの

が一番楽しかった。 

−−実際の台湾はどうでしたか？ 

（高松）バイクが多い。 

（高橋）人が優しい。街中で自分が中国語で話す

のをイライラせずに待ってくれた。 

（福田）電車でお腹が痛かった時とかに、周りの

人が席を譲ってくれた。 

（藤田）食べ物が安かった。量も多かった。 

（高松）電車が綺麗だった。車椅子の人とかにも

優しく、バスに乗るのを助ける運転手さんも、当

然のようにテキパキとやってた。でも、運転は荒

かった。 

−−今後の日本と台湾の関係について考えるとこ

ろはありますか？ 

（桝田）駅の壁とかに「日本に行こう」とかポス 

台湾研修を終えて〜研修参加者座談会 
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ターがいっぱい貼ってあって、薬局とかにも日本

製品がたくさんあったんですね。多分日本に対す

る印象がすごくいいんじゃないかと思うんです。

台湾は日本にすごく注目してくれているのに、日

本はそんなに台湾に注目していないと思ったの

で、もっと台湾のいろんな面が日本に伝わるとい

いなと思いました。 

（一同、うなずく） 

−−研修を通して皆さんが得た成果とは？ 

（高松）中国語が少し身についた。積極的に自分

を出していかないと伝わらないということがわ

かった。積極的に行けるようになった。 

（藤田）自信がついた。言葉とかそんなに通じな

いところでもやっていけた。他の国にも行ってみ

たい。一緒に研修に行った人たちと友達になれた。 

（桝田）初めての海外だったので、日本と同じと

ころ、違うところを意識することで、日本を見つ

め直すことができた。あとは、中国語、授業の内

容より、普段使う言葉とか、そういうものを身に

つけられた。 

（高橋）同じアジアにあって、共通する部分もあ

るけど、日本、韓国、台湾それぞれに違う部分を

持っていることを感じることができて、外国への 

 

 

 

 

 

 

興味を持てた。自分はまだ知らないことがいろい

ろあると思った。日本が小さく感じちゃう。 

（福田）自信がついた。ジェスチャーでもなんと

かなるし、言葉も少し覚えられたし、やればでき

る！って思えた。これまでこれしたい、あれ食べ

たいとか言うわりに、行動に移さないことが多か

ったけど、台湾でいろいろなことをしたことで、

行動力がついた。 

−−最後に一言ずつ、今後台湾への研修に行こうか

なと迷っている人に。 

（高松）行こうかなと迷っている人は、絶対行っ

たほうがいい。経験してみないとわからないこと

があるから。自信がつく。行ったほうがいい。 

（藤田）全部が新鮮で、日本では絶対経験できな

いことだから、行ったほうがいい。 

（桝田）私も結構行くか迷ったんですけど、行っ

てよかったし、行かなかったら絶対後悔していた

だろうなと思う。今じゃなきゃできないから、や

ったほうがいい。 

（高橋）行ったら必ず何かしら得ることがあるか

ら、行ったほうがいい。 

（福田）今しか行けないし、しないで後悔するよ

り、チャレンジすべき。 

 

（2016 年 4 月 6 日国際交流語学学習センターにおいて） 

 

  

台湾研修を終えて〜研修参加者座談会 

 
研修参加者 

 

高橋 真奈実（常磐短期大学キャリア教養学科） 

高松 里帆 （常磐大学国際学部経営学科） 

福田 紗也 （常磐短期大学キャリア教養学科） 

藤田 早紀子（常磐大学国際学部経営学科） 

枡田 桃子  （常磐大学国際学部経営学科） 
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海外研修 B（台湾、中国語）の伴走者として 
 

引率教員 木下 恵二（国際学部助教） 
 

 研修から帰国して約１カ月後、事後研修として研修参加者による座談会を開催しました。

（その記録は前記の通り。）目的は、研修を通して各自が得たものを言語化し、自分の中に

しっかりと残そうということでした。短期間の海外研修の効果はいかなるものなのか。前記

の記録をお読みいただいた方には、彼女たちが研修を通して大きく成長を遂げたことを感じ

ていただけたのではないかと思っています。 

 中国語学習の面では、研修が進むにつれて少しずつ向上している自分を発見し、自信と

新たな学習意欲を各自が獲得していきました。学業としての語学から、生活の中で使う語学

へと彼女たちの認識は広がりました。具体的な能力面ではまだまだですが、継続して学び続

けてくれることと思います。中には、中国語圏への長期留学の希望を口にしている学生も出

てきています。 

 自分の殻を破りたい、何か挑戦したい、そういう気持ちが研修参加の動機にありました。

不安の中で、勇気を持って一歩踏み出した彼女たちは、積極的な意思表示、行動力の大切さ

を知り、またそれを実行する自信を身につけました。台湾に降り立ってからの１週間、私が

付き添っていた時の不安そうで緊張した顔を思い出すと、その後の１週間の変貌ぶりに驚く

ばかりです。 

 異文化への関心も研修参加の動機でした。研修を終えて、彼女たちが語るところの、日

本が小さく感じる、知らないことがまだまだたくさんあるという感覚は、彼女たちの世界に

対する視野の広がりを端的に表しています。彼女たちが今後どこで暮らし、どのような仕事

をしようと、こうしたグローバルな視野は、彼女たち自身の生活を豊かにし、社会にも益を

もたらすでしょう。 

 最後に、彼女たちを快く送り出し、おそらく金銭的に援助してくださった保護者とその

関係者の皆様に感謝するとともに、この報告書がそのような皆様の期待に応える成果を提示

できていれば幸いに存じます。 

  

  

 

 

 

  

   

 


