
2015年度海外ゼミ合宿 台湾 

 

この合宿は、専任教員が学生を引率して台湾を訪問し、中国・台湾・海域アジアの歴史の

史跡・遺物・博物館等を実地に見学するとともに、現地の大学を訪問して学生らと交流会

を実施することにより、今後の大学での学習・研究に対する意識を高めることを目的とし

て開催されている。今回、参加学生はそれぞれ事前に見学予定の史跡・遺物を選択して、

それについて調査を行なった上で二回にわたる事前報告会を実施し、その成果を現地に資

料として持ち込むことにした。さらに、担当の史跡・遺物の前で、他の参加学生に対して

それらの歴史的・史料的意義を踏まえた説明を実施することにした。その上で、帰国後に

事後検討会とレポートの執筆を行なうこととした。 

 

今回のゼミ合宿は以下のように実施した。 

引率 梶山智史助教・髙村武幸准教授 

参加学生 ２年生２名(男子学生１名・女子学生１名) 

     １年生５名(男子学生２名・女子学生３名) 計７名 

9/1（火）台北市内 

国軍歴史文物館・台北二二八紀念館・植民地時代(旧台湾総督府等)の建造物 

9/2（水）台南市内 

延平郡王祠・孔子廟・旧台南州庁舎・安平古堡・プロヴィンシャ城・祠典武廟・祠典台南

大天后宮・台南駅舎 

9/3（木）台北市内 

故宮博物院・順益台湾原住民博物館・国立歴史博物館・台湾師範大学との交流会 

9/4（金）台北市内 

自由行動(桃園・淡水などの郊外、市内植民地時代建築など) 

9/5（土）台北市内 

中央研究院歴史語言研究所(歴史文物陳列館・胡適紀念館)、林安泰古厝 

 

9/1 まず到着後、総統府など植民地時代建築の様子を見学してから、中国・台湾近現代史

に関係する展示が多い国軍歴史文物館を見学した。その後、二二八紀念館へ移り、台湾現

代史の一大事件である二二八事件の概要を学んだ。二つの施設が同じ台北市中心部にあり

ながら、台湾・中国近現代史をどうとらえるかについて必ずしも同一の歴史観が示されて

いるわけではないことから、歴史を評価することの難しさを感じることができたかと思う。

その後、激しい夕立に見舞われながら夕食へ。精進料理素食を試してみたが、好評の料理

と微妙な評価の料理とさまざま。 



国軍歴史博物館             二二八和平公園前             二二八紀念館 

 

9/2 台湾高速鉄道で明清史・海域アジア史の舞台、古都・台南へ。ここから参加者が各自

担当史跡の前での報告を実施することとなる。大変な快晴となり、熱帯の暑気の中で史跡

を回った。参加学生の報告は史跡の単なる解説にとどまらず、関連の歴史・文化・地理的

状況や、植民地時代の状況までも含めた内容で、同行した台湾人ガイドの方も驚き、とう

とう史跡常駐ガイドの方を連れてきて「あの日本の大学生たちすごいからちょっとみてみ

ろ」と報告中の参加学生らを指さした。現地の面白さに留学を口にする参加者も。昼食の

担仔麺は参加学生に好評。台鉄台南駅を経由し台北に戻った。 

 

 延平郡王祠                延平郡王祠解説                   文廟 

担仔麺                   安平古堡          木陰での安平古堡解説 

赤嵌楼(プロヴィンシャ城)  学生の解説を真剣に聞く現地ガイドの方(右端 2 名)           祠典武廟での解説 



9/3 午前中は故宮博物院の見学。千数百人の団体とぶつかってしまい、目当ての遺物を探

すのが一苦労。担当者の報告を聞きながら実際の遺物を見ると、色合いがいわれていた色

と少し違う、大きさが事前の印象と違う、など、事前調査とは少し異なる印象を持つもの

もあり、十分な事前調査の上で実物資料をみてはじめて得られる知見があることを理解で

きたかと思われる。その後、各種文物を見学し、参考資料や趣味のよい記念品も入手。午

後は順益台湾原住民博物館で原住民の人々の歴史・文化を概観し、さらに歴史博物館でガ

ラス越しながら遺物の資料写真撮影も試した。台湾在外研究中の本学教員も参加した夕食

は小籠包とし、そのまま台湾師範大学で交流会に臨んだ。学年的に少し上の師範大学の大

学院生の方たち、そして先生方の大歓迎を受け、終了予定時刻を一時間近くオーバーする

盛況となった。師範大学の皆様ありがとうございました。 

 

 

9/4 この日は自由行動であったが、郊外ということもあり、付近まで教員が同道した。桃

園へ行った学生はめあての地点まで行くのに乗り換え乗り継ぎで苦労したがそれはそれで

面白い体験に。淡水へ行った学生はにわか雨と史跡の補修に祟られたものの、複数の史跡

と淡水の風景を見てきた。その後、淡水組は暑さ対策にかき氷を食べるなどしつつ、市内

の建築等を複数見学した。台北市の交通の便利さを実感し、夕食に東坡肉を食べたあと、

参加学生のみで台北の町を歩き、色々と見て回った。 

淡水旧英国領事公邸                        淡水関税事務所 

故宮博物院         台湾師範大学との交流会とそこにあらわれた台湾達(タイワンダー) 



                         桃園劉備廟 

紅楼  

9/5 午前中、中央研究院歴史語言研究所に併設された、歴史文物陳列館へ行き、収蔵され

ている遺物を見学した。漢代の木簡、殷墟の青銅器や甲骨、明清の档案史料など、故宮や

歴史博物館とはまた違った専門的展示内容で、「甲骨明星展(甲骨のスター展)」と銘打った

企画展示をはじめ、歴史学専攻の参加学生がはまる展示も多く、見学終了時刻が近づいて

も待ち合わせ場所に出てこない者(引率教員約 1 名含む)が続出し、これならもっと見学時間

を長く設定すればよかったと思わされた。今後の研究のためにと歴史語言研究所出版物を

購入する参加学生もいた。院内の胡適紀念館は展示室が改修中であったが、胡適氏の住居

の方は見学できた。世界史の登場人物であり著名な学者でもある人物の住まいということ

でみな興味を持って見学したが、書棚に群がり胡適氏が読んだであろう資料を食い入るよ

うに見ていたのはさすがアジア史の学生。昼食には魯肉飯を食べて、近傍の伝統的建築で

ある林安泰古厝を見学後、台北を離れた。 

魯肉飯 

 

 

 

 

 

中央研究院歴史語言研究所                             林安泰 



9/17 事後報告会を開催。参加学生はそれぞれかな

り考えることがあったようで、語りだすと色々とで

てきてなかなか止まらない。師範大学との交流会は

強く印象に残っていた。見学場所としては中央研究

院歴史語言研究所歴史文物陳列館が「二時間どころ

か一日いても飽きない」と人気が高く、場所を選ん

だ引率教員としても有り難かった。また台湾合宿の

経験は今後の学習・研究や、進路決定等多方面に生

かせる、ということを確認し、所期の目的を達成し

たため、今次海外ゼミ(台湾)を解散した。 

 

引率教員所見 

○梶山智史助教 

このたびの海外ゼミ合宿を無事に終えることができ、引率の立場として嬉しく思う。短期間で多くの遺跡・

博物館などを巡る盛り沢山な合宿であったが、成功裡に終えることができたのは、髙村先生の周到な御準

備・御配慮と参加学生による事前学習の賜物である。また台湾師範大学との交流会では大変な歓迎を受け、

師範大学の先生方や学生・留学生の方々と知り合い語り合う時間を持つことができたことは貴重であった。

中国語を学び始めたばかりである参加学生が向こうの学生とうまく交流できるのか心配であったが、いざ

始まってみると交流会は非常に盛り上がり、予定していた時間を大幅に延長する結果となり、杞憂である

ことがわかった。参加学生の皆さんには、これを機に各自でより具体的な研究テーマを見つけ、積極的に

海外調査や海外留学をしてもらうことを期待したい。 

 

○髙村武幸准教授 

今回、事前学習にかなりの労力を割いてもらったが、各参加学生ともかなりよくやってきており、現地で

の報告も内容が充実したものであったことは、台湾人ガイドの方がお世辞抜きで驚いていたことからも明

らかである。現地に飛び込んでみることは重要だが、研究・調査の場合は、ただやみくもに行けばよいと

いうものではなく、事前調査をするかどうかで、現地へ行って史跡・歴史の現場に立った時の成果が大き

く違ってくることを理解してもらえればありがたい。こうしたことは、卒業後のそれぞれの進路における

仕事にも通じる点があると思う。また長期的な視点では、非常に短い期間の中ではあるが、台湾師範大学

との交流会をはじめとする様々な経験を、今後の学習・研究や、進路決定に生かしていってもらうことを

期待している。最後に、ご協力いただいた台湾師範大学の各位には篤く御礼申し上げたい。 

 

参加学生報告 

○台湾ゼミ合宿レポート 

史跡・遺物の事前調査を実施してから実物を見学したり、その場で説明してみて考えた事や考察した結

果としては、事前に時代背景やその時代の陶磁器の特徴を調べることでどこを確認し、見るべきかを知る

事後報告会 



ことができるのは史跡や遺物を見学するときに必要なことだと思った。写真の資料では想像してもしきれ

ない実物の大きさや色味を見ることができ、写真と実物の違いを細かく比較できる。私は故宮博物院の所

蔵されている宋代の青磁について調べた。私が調べた青磁は三つのうち一つしか展示されていなかったが、

元となった青銅器は展示されていた。事前に調べることによって、展示されていなかった青磁の元として

青銅器があることがわかり、青銅器の展示のほうから青磁のことを考えることができた。そのため、改め

て事前調査の重要さを思い知ることができ、青銅器のほうも興味が出てきたので調べてみたいと思った。

陶器を鑑賞というだけでなく歴史的な遺物として政治や経済の面からの影響もあることを理解することで

実物を見学したときに、陶器も時代が移り変わるにつれて、時代とともに変化してきたことがよくわかっ

た。 

台湾師範大学との交流会で考えた事について、会話がうまくできなくてもいろんなやり方で交流できる

ということだ。私は中国語が満足に使えないため、不安もあったがきちんと交流することができた。多少

話し合えなくても、絵や文字で通じ合うことができ、交流することができるのはいい経験になった。台湾

で使われている中国語を教えていただいたりして身になった。交流する場合では言語はもちろんだが、言

葉以外のことでも自分の考えていること、伝えたいことを相手に伝えることができ、会話という固定的な

交流方法だけでなく、さまざまな手段を使うことを考えることは大切である。 

歴史の現場（台湾）へ行ってみてまたは史跡・遺物の現物をみて、台北や台南にはさまざまな史跡や博

物館があり、歴史の爪痕を残していてとても勉強になり、史跡や遺物の重要さがわかった。中国から持ち

込まれた思想や遺物が存在したり、総督府のように日本の植民地時代の建物も残っている。このような史

跡、遺物を残すことは、現代でも当時の様子をうかがうことができ、私たち現代人が当時の雰囲気を感じ

ることができる。実際現場に行くことで資料ではわからないことや感動があるため、時間があるうちに積

極的に史跡を巡ったり、遺物を観察するなど、見聞を広めたいと思った。実際に歴史に触れることは貴重

な機会だと思うし、書籍や資料で知識を深めるとともに歴史の現場に赴くことはより理解を深めるために

大切だと感じた。                             (1 年女子) 

 

○台湾ゼミ合宿レポート 

祀典武廟を事前に調べて行ったのだが、武廟の中にさらに廟が存在していて、道教の混沌さを体感した。

事前調査で道教について調べた際、仏教やその他の宗教・歴史上の人物を神として祀っていることは知っ

ていた。ただ、それには限度があって、一つの廟にその廟の主神とせいぜいその神と性質が似た下神を祀

っているだけだと思っていた。しかし、祀典武廟に行ってみると学問の神・赤星・関羽の父祖三代などが

それぞれに廟を持って祀典武廟の敷地内に存在するのである。日本の神社に近いかたちで存在していた。

また、関帝自体の特質が祀典武廟の造りに影響しているのかもしれない。関帝は、武神・財神・観音の道

教化された姿などたくさんの性格を持っている。これらの性格によって祀典武廟のあの構造になったのだ

と思う。祀典武廟を見た後に媽祖廟へ行ったが、媽祖廟は媽祖と娘娘と呼ばれる女性の下位神のみが祀ら

れていた。祀典武廟に比べると統制がとれていたように思えた。媽祖は女性で海神なので特定の願いを祈

願するのみだと考えていたが、日本のお守りに当たるものを自作する場所があった。そこには、家内安全・

良縁祈願・無病息災に近いお守り文句が書かれたスタンプがあった。これらは人間の普遍的な願いである



のだろう。廟が公民館・集会所の役割も果たしていた。 

台湾師範大学との交流会で、言語の大切さを痛感した。伝えたいことがあっても、伝える手段が貧弱で

はなかなか伝えられない。筆談、絵、写真を駆使してもそれだけでは、完全に伝わらない。その苦しさを

感じた。しかし、伝えたいことを一生懸命に伝えようとする努力は日本語が通じてしまったら、薄れてし

まったのではないか。また、交流会の途中で私たちとは別のグループから、「自国の歴史も知らないなんて」

という声が聞こえた。近代史を確かに日本では授業で扱う機会が少ない。それは、ほかから見たら異常な

ことで特に近代日本が周辺諸国にしたことは専門外という言葉で逃げてはいけないことだ。史学をするも

のとして、向き合わなければいけないものだと考える。史観については、いろいろな見方がある。どんな

に受け入れがたいものでも見なければ、始まらないと思った。 

遺物・遺跡を図版や写真で見るのと実際見るのではかなり違うと感じた。実物は、圧倒される。遺物が

持つ歴史が図版などではあまり伝わらないのだと故宮博物院や歴史博物館、中央研究院で実物をみて思っ

た。皇帝に献上されたものは皇帝の趣味が反映されたりしていて、皇帝像のイメージがしやすくなった。

日本にいた時、台湾は英・蘭の貿易拠点があり鄭成功が支配し、清朝、日本、国民党と支配者が複雑に変

わっていったのは知っていた。しかし、台湾に行って史跡を見ると木造の建物はさすがに残っていないが

城壁の造り、民家の造り、税関の跡。小さな島にそれぞれの文化の名残があって不思議な印象を受けた。

台湾の立地や気候、島だったということが今の台湾に残っている文化を作るもとになったとも思った。植

民地時代の建物やその時代の状況をあまりにも知らなかった。特に高砂兵と言われた人や原住民、総督府

以外の史跡。２２８事件のような知識人の弾圧。現地に行って見ることで、理解・認識が深くなった。中

央研究院内の胡適の旧宅内部は、胡適が教科書に出てきただけの人物ではなく、書架一面の歴史書、英語

で書かれた法律書、水経注、寝室にも置かれた本を読み自国の在り方を考えていた人物であったことを知

らされた。正直に言って、胡適という人物の教養深さは私の想像を上回っていた。    (1 年女子) 

 

○台湾合宿レポート 

 台湾合宿に行くにあたり、赤崁楼をテーマとして事前学習を行った。本レポートでは実際に赤崁楼やそ

の他の遺跡を見学、説明を行った際の考察や改善点等、さらに台湾師範大学との交流会で考えたことを記

した。 

 まず赤崁楼を見学した結果、初めて訪れる場所での説明は大変難しかったが、事前学習で調べた内容と

大きく異なる点は見られなかった。しかしながら、赤崁楼の歴史的な沿革以外は準備段階で殆ど調べるこ

とができず、現在の展示内容については殆ど情報を得られなかった。そのため現地でガイドの方に門の形

の意味や日本人の胸像、修築時の建築材などの説明を受けることが出来て良かったと感じた。また、プロ

ヴィンシア城時代の通路や蓬壺書院の門が残っていることは知っていたが、実際見るまではどのような形

で残っているのか想像もつかなかった。赤崁楼を修復する際に寄進した当時の日本人の碑など、事前学習

では知りえなかった新しい発見もあった。現地で見ることが出来たのは本当に貴重な体験になったと思う。 

その他の史跡、遺物の現物を見たなかで特に印象に残ったのは祀典武廟と中央研究院だ。祀典武廟は予

想よりも大きく、多くの廟が繋がって迷路のようだった。おそらく自分たちと同世代の現地の若者が熱心

に祈っている所にも遭遇し、台湾の人々の宗教観を垣間見た印象であった。中央研究院歴史語言研究所歴



史文物陳列館では、故宮博物院では余り見られなかった文物を見ることが出来た他、殷周代の貴重な青銅

器や玉器、甲骨文字の実物を観察できた。まだ研究したい分野がはっきりと定まっているわけではないが、

古代を学びたいと考えているので中央研究院での経験を生かして行きたい。 

最後に、台湾師範大学との交流会を通して考えたことを述べたい。主に交流した大学院生の方はあまり

日本語が得意ではないとのことだったので、主に筆談と簡単な英語、加えて日本人留学生の方の助けを借

りコミュニケーションを取った。お互いの話す言葉はよく分からなくても、同じ漢字語圏の国であること

を実感した。今回の合宿で巡った場所や明治大学についてなどを話したが、まじめな話は難しく後はお互

いの出身地や飼っているペット、流行っているポップカルチャー、交流会で出していただいたお菓子の話

等、簡単な話をして親交を深めた。筆談でも通じないことは絵を描いて伝えたり写真を見せたりして意思

疎通を図り、最後には大変話が盛り上がり楽しい時間を過ごすことが出来た。話す言葉や国籍の異なる人

でも、同じ学問を学び、同じ趣味を共有していることに大変感銘を受けた交流会となった。 (1 年女子) 

 

○台湾ゼミ合宿事後報告 

台湾ゼミ合宿に参加したことで、私はこれまでの考え方を改め、これからの課題を見つけることができ

た。 

一つはアジア史の研究における面である。以前の私は、「アジア史専攻に入って専門的な勉強をするのだ

から自分が研究したい分野などすぐに見つかるだろう」と思っていた上、自由な時間が多いこともあって

遊びほうけてしまうことが多々あった。また日々の勉強も忙しく、自分が「アジア史専攻」にいることさ

えも忘れている様な状態であった。そんな中で合宿に申し込んだことでその気持ちを改善することができ

た。初めに自分の気持ちを変えたのは事前調査である。合宿中に見学する史跡の中から選んだ史跡を資料

などを用いて事前に調べ、当日参加者の前で発表すると聞き、私はそれまで触れるどころか近くに行くこ

ともほとんどなかった資料に触れることとなった。かなり大変な作業ではあったが、その時私は書物がい

かに大切な物なのかを知った。史実に基づいて記録されたものは、インターネットにあげられているよう

な簡略化されたものと説得力がまるで違ったのである。しかしそのような史料でさえ、一致しない部分や

１つの史実に対する異なる意見が載っているものなどが見られたことから、研究者による史料批判は大変

奥深いものであると感じた。 

そのようにして準備を整えて臨んだゼミ合宿であったが、本当に大変なのは現地での発表であった。初

めての海外ということで緊張感もあった上に、事前調査で自分が担当した安平古堡（ゼーランディア城）

の歴史的事象ばかりを調べ、現在の状態をしっかり把握していなかったため、自分の想像通りに史跡を活

用しながら発表を行うということができなかったのである。しかし、史実と現在の姿を重ね合わせ、現地

での裏付けが取れて初めて終始一貫した調査が行えるということを学ぶ良いきっかけとなった。 

また、この台湾ゼミ合宿への参加によって改めて思い知らされたのは、現地でなければ分からないこと

があるということである。実に当たり前のことではあるが、日本に、まして明治大学の図書館に置かれて

いる資料に全てが載っているわけではない。故宮博物院の玉器の光沢、祠典武廟に漂う線香の香りや真剣

に祈りを捧げる人々の眼差し、日系企業もありどこか過ごしやすさを感じる一方で台湾特有の文化も存在

する街、このような体験は絶対に現地に行かねば味わうことのできないものである。 



台湾師範大学の方々との交流はそのような非日常の代表格であると感じた。教科書でも映像でもない、

生の中国語を聞けたのはとても貴重な体験であった。しかし、実際には自分の中国語の勉強が至らない部

分が多くなおかつ相手の方が日本語を勉強していたこともあって、日本語での会話がほとんどとなってし

まった。交流会では楽しく過ごすことができた反面、自分の勉強不足も露呈した。 

5 日という僅かな時間ではあったが、ここで得たものは普通の 5 日の何十倍もの価値があったであろう

と私は考えている。私はこの経験を糧にこれから先の学習をより良いものにしてゆく所存である。                                  

(一年男子) 

 

○台湾ゼミ合宿 

今回、私が台湾ゼミ合宿への参加を希望した理由は二つある。一つ目は中国史を学ぶ上で必要になる自

分の中国語能力が現状どの程度のものかを知ることだ。わずか４か月ではあるが、試してみたかったのだ。

二つ目は、中国の古代の史料が多くある台湾に長い間行ってみたかったからだ。 

私は、玉器について台湾合宿の前にある程度調べた。そして、故宮博物院へ行き実物を見たのであるが、

その美しさは想像以上であった。それが展示されている場所に行くまでにほかにもさまざまなものを見た。

書画や磁器など心を動かされるものも多かった。だが、そのどれよりも神秘的なものを感じさせてくれた

のはやはり玉器であった。2000 年もの間輝きを維持し続けうるこの玉は、昔不老不死の薬として服用され

たりしていたらしい。実際の効果についてはわからないが、そう信じたくなるのもよく分かった。 

私が台湾師範大學の方々との交流会で考えたことは、自分には足りないものが多すぎるということであ

る。たとえば言語では、自分は日本語と少しの英語しか話せなかったが、カナダ人留学生の方は中国語と

日本語を流暢に話していた。日本人留学生の方の中国語もとてもうまかった。そこで私は、中国語を母語

とする国に一度長い時間いなければいけないと思った。それは、中国の歴史を学ぶ者にとってとても大切

なことであるし、この先多くの場面で中国語を母語とされる人とコミュニケーションをとる必要があるか

らだ。また同様に、日本にいて中国のことを研究するには限界があるということも学んだ。やはり、中国

について学ぶなら中国について知らなければならないと思った。 

今回、台湾に行って心に決めたことは、近いうちに台湾に戻ってくるということだ。台湾に留学してし

たいことは、語学力の向上と中国の文化の理解だ。語学力については前述のとおりであるが、文化理解に

ついても同様に大切だと感じた。簡単な例を挙げれば、コンビニエンスストアの中やその商品につく香辛

料のにおいであるとか、食べ物の独特な風味など、生活をするうえで知っておきたいことが多いと思う。

また、歴史の研究をするのであれば、当然多くの地域や時代との比較も大切になってくる。そこで、台湾

の歴史についても文化理解の一環としてだけでなく、自分の研究したい地域との比較史料として同等に深

くまで学んでいきたいと思う。                       (1 年男子) 

 

○台湾ゼミ合宿を振り返る 

5 日間の行程を終えて、実に様々な経験をすることができた。古代史から近現代史まで、幅広い時代を

肌に感じた 5 日間だった。 

 事前に調べていた故宮博物院所蔵の書については、不発に終わってしまったことが何よりも悲しかった。



展示品の展開上仕方ないとは言え、名品を相当数引っ込めてしまうのは何だか勿体ない気がした。しかし

ながら、中央研究院歴史文物陳列館で多くの書体を見ることができ、良い勉強になった。書そのものに現

れた美しさを鑑賞するというよりは、甲骨文字から楷書まで、書体の移り変わりを見ながら考察を深める

ことができた。石碑や石碑の拓本からは、刻まれた文字だけではなく、細かく彫り込まれた仏教世界の様

子など、仏教美術的な観点で鑑賞することができた。今までとは違う見方を覚えたことは大きい。今後書

について調べる時には事前研究よりも深く研究したみたいと思う。故宮博物院で見ることが出来なかった

書に関しては、台湾に再訪することがあれば必ずリベンジしたい。 

また、近現代史に関わる記念館などについては事前にもっと予習をしておくべきだったと後悔した。二

二八事件を経て、民主化した台湾社会においては、国民党独裁政権下の恐怖政治は日本植民地支配よりひ

どいという言説が定着していたという事実への衝撃は大きかった。近現代史について研究したいと考えて

いる今、台湾の近現代史に対する知識を深めておかなければならないと強く思う。 

 3 日目の台湾師範大学の交流会では、中国語があまりにも話せないために、交流できるレベルに至らな

かったというのが率直な感想である。端々で聞き取れた単語を拾って簡単なフレーズで質問するというレ

ベルだった。最初に「英語禁止」というしばりをつけたこともあったからか、多くは日本人留学生の方に

伝わらない部分を通訳してもらうという形になり、交流会の三分の一は中国語講座となってしまった。そ

のような中で、やはり筆談は大変役に立った。漢字の字のイメージから「濃縮」や「しょっぱい＝塩っぽ

い」の意味を伝えることができ、逆に「暑い」という意味で「有太陽」というフレーズを使うことを教え

てもらった。また、自分が以前内モンゴル自治区に留学した時の経験を話すために、絵や漢字を駆使して

伝えようとしたが、「そんな場所があるんだね」という程度の反応だったことは意外だった。台湾のことは

知っていても大陸のことは知らない、わからない人が多いようだ。それは同じ島国である日本にも共通す

ることなのかもしれない。 

 以前留学した時にも思ったことだが、知らないことの方がはるかに多いということ、勉強することは山

ほどあるということを思い知らされた 5 日間だった。研究したいと思う内容も増えたので、この経験を今

後に生かしていきたいと思う所存である。                       (二年女子) 

 

○台湾で得たもの 

この度、台湾へ行く機会を得た私は、個人的な都合によるタイトなスケジュールの中でもできるだけ台

湾とその史跡についての情報を集めようとした。しかし、いざ現地に到着してみると分からないことばか

りでリサーチ不足を痛感させられた。例えば、私の担当した台南の延平郡王祠では、一通りの説明をし終

えて安心していると、本堂裏のパネルの内容説明を求められた時、満足のいく回答ができずに有耶無耶に

終わってしまった。後輩の一人が補完的な説明をしてくれたが、自分の知識不足を再認識させられた。ま

た、ガイドの方には高評価を頂いた史跡説明も、思い返してみると詰まってしまったりするなど改善すべ

き点も多く、人に説明することの難しさを感じた。台湾の文化・社会システムも知らないことだらけであ

った。特に食事や捷運（地下鉄）には驚かされたが、この程度は日本でも調べられる範囲内であり、大い

に反省させられた。 

次に成果であるが、台湾は中華文明の粋に溢れた地だと身を以って理解できたことである。これは故宮



博物館はもちろん、中央研究院には中華の宝とも言うべき品々が展示されていた。大陸の研究者から見れ

ば垂涎ものであろう。特に中央研究院歴史文物陳列館所蔵の河南省安陽県で出土した大理石虎首人身虎爪

形立雕に強く関心をひかれた。これは虎が正座をしているような形をしていて、製作されたのは商のころ

だと考えられている。大きな口を開けた非常にユーモラスな外見をしているが、背面に幅 3cm ほどの溝が

彫ってあり、なぜこのような溝があるのかという疑問と興味をそそられた。 

 初日に訪れた国軍歴史文物館で抗日戦～国共内戦の展示からは、台湾から見た日中戦争を学ぶことがで

きた。そして今まであまり関心のなかった国共内戦についてもっと詳しく知りたいと思うようになった。

中国近代史を研究してみることも良いかもしれないと、今後の研究針路を考える契機となった。 

台湾師範大学との学生交流として交流会に出席することとなった。まだまだ中国語は話せるというレベ

ルではなく、英語も苦手な私は不安で仕方なかったが、師範大学の方々はフレンドリーで台湾近代史に日

本語が必須ということもあり日本語に堪能な方が多く、楽しいひと時を過ごした。途中タイワンダーとい

うゆるキャラの乱入には驚かされたが、それだけ日本人観光客の招致に力を入れている証左であろう。 

 私にとって初の海外、初の飛行機、初のゼミ研修と、初めて尽くしの研修であったが、行き先が台湾で

あって本当に良かったと思う。大きなトラブルに見舞われることもなく、中華文明の息づくこの島を存分

に満喫することができたことは、今後の学生生活に糧として生きるだろう。       (二年男子) 

 


