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台湾研修スタート！！ 
 この日はまず故宮博物館を訪れました。そこには中国
の歴史的な遺産や宝石が多く展示されており、観光客で

にぎわっていました。青銅器や鏡など美しいものが並ぶな

かで面白いものが。「象牙球」とういう工芸品で、一つの象

牙を球にして、中が２４層になるように彫刻したものです。

各層が自由に動かせるそうです。とても精巧な作りで今に

も壊れそうなくらいでした。ほかにも、宝石など多くの目を

引く展示物がありました。 

 私たちは、お茶畑にも訪れました。生憎の雨で、実際に

畑を見ることはできませんでしたが、畑を管理されている

方からお話しを伺いました。台湾ではお茶の葉の生産が

さかんであり、お茶の葉を「発酵」させるという製造工程に

よって日本よりも多くの種類の葉が生産できるそうです。 

実際に、台湾茶である「東方美人」という品種のお茶を飲

ませていただきましたが、優しい甘みがあり、後味はすっ

きりとしておりとても飲みやすかったです。日本では飲んだ

ことのない味でした。 

 また、台湾のお茶市場についても話してくださいました。

台湾の若くて裕福ではない人にも高品質なお茶を飲んで

もらいたいそうです。市場に低品質なお茶が出回りすぎる

と、若い人に本物のお茶のおいしさをわかってもらえず、

将来的に市場が悪い方向へ行くからだそうです。自分の

畑だけでなく、自らの関わる産業全体の先行きまでも考え

ていました。 

2016 

July 

Study Abroad in Taiwan has just start-

ed! 

      We visited a popular place, National Pal-

ace Museum, which has a lot of Chinese 

World Heritage and jewelry.  I was most excit-

ed to see the “Ivory Ball.” This ivory sphere  

was carved  from a single solid piece of ele-

phant ivory to form successive openwork 

spheres inside. From the inside to outer layer, 

this type of sphere carving consists of several 

levels of openwork to form concentric balls. It 

was a fragile artwork. We also saw other at-

tractive works there. 

    Then, we went to a tea garden. It was rain-

ing, so we were not able to see the garden. 

Instead of that, we had a talk with the person 

in charge of the tea garden. We heard that 

producing tea was popular in Taiwan and peo-

ple produced various kinds of tea ,including 

tea  called “TohoBijin” which we drank. It has a  

mild and refreshing taste. I liked it.     
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     We also heard about the situation of the tea 

market. Staffs in tea gardens want young people in 

Taiwan to drink expensive and high-quality tea. If 

they hardly understand the tastes of the Taiwan 

tea, the tea market will get worse. We were sur-

prised to hear that because they think of the future 

of tea market. They welcomed us warmly although 

Japan used to dominate Taiwan.(Shinya Okuno) 

 

お別れの際に「日本はかつて私たちの国を統治していて、交

流も深いのでなかよしです。」といってくださりました。日本で

は「統治」という言葉はマイナスなイメージですが、台湾の方

はそう思っておらず、うれしい驚きでした。 

(奥野慎也) 
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第３日目 
  8月3日、この日はまずホテルから「金瓜石」を訪れ

て黄金博物館などの視察を行いました。ここでは、日本

円でおよそ10億円もする本物の金を触れることができ、

貴重な体験をさせていただきました。また、あらゆるものが

金色で、金に囲まれているようで幸せな気分になりまし

た。 

 その後は「九扮」の視察研修を行いました。そこでの自

由時間によって各自で昼食を済ますようになっていまし

た。そこは多くの人で溢れており、多くの店、屋台が立ち

並んでいてとても賑やかでした。祭りみたいでとても楽し

かったです。品物の価格も安くて、非常に助かりました。

店員さんはフレンドリーな方でいっぱいで人見知りの僕とし

ては、嬉しいものでした。「九扮」は夜のライトアップが写真

などを通して有名で僕はそれを楽しみにしていましたが、

今回の海外研修では見ることができなかったので、ぜひ

一度は生で見てみたいなと思いました。ライトアップされて

いなくても町並みはとてもきれいでした。 

  

2016 

Ａｕｇｕｓｔ 

The third day
     On the 3rd of August, we went to the Gold 

Museum in Jinguashi. We were very lucky to 

be surrounded by gold and to touch real gold 

which costs about billion yen there. 

     After that, we move to Jiufen and had lunch 

individually. It was crowded with a  lot of shops 

and visitors. We enjoyed staying there as if it 

was a festival. We also had a good time buy-

ing reasonable items and talking with clerks. 

Although we could not see Jiufen lit up, the city 

was still beautiful. 
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      We departed Jiufen for Kaohsiung by Taiwan 

High Speed Rail. It offered us a comfortable ride. 

In Kaohsiung, we had a homestay at students’ 

houses at the Kaohsiung Municipal Kaohsiung 

Senior High School. At first, I was a little bit nerv-

ous but I enjoyed talking with a student both in 

English and in Japanese because he was studying 

Japanese.  I had a precious time with them.(Iori 

Omae) 

 それから、新幹線に乗って台北から高雄へと向かいまし
た。台湾の新幹線の乗り心地はとてもよかったです。この日

から高雄高級中學の生徒のお宅に泊めさせていただき、

ホームステイが始まりました。はじめはとても不安で緊張して

いましたが、僕を泊めてくれる生徒は日本語の勉強中であ

り、嬉しくなり、とても会話がはずみました。英語でも日本語で

も楽しく話すことができました。また、様々な場所にも連れて

行ってくださり、貴重な思い出となりました。（大前壱織） 
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４日目 

 台湾研修4日目は、研修最大のイベントとも言える自

主研修でした。男子と女子に分かれて、自分たちの探求

のテーマを基に、高雄市内で研修を行いました。男子の

探求のテーマはブラックバスや観光誘致、微生物とさま

ざまで、また台湾で探求できるのかという不安がありまし

たが、高雄市内には十分にさまざまな分野で探求できる

要素があり、また、日本では味わえないことを実感したり、

経験することができました。 

 また、台湾は日本の統治下に置かれていた時代がある

ため、日本に対するイメージがあまりよくないのではないか

と思っていましたが、台湾の発展に日本はインフラや交通

機関等で貢献したらしく、むしろ好印象でした。そのため、

日本に似ているところもあり、親日性を感じました。 

  

2016 

August 

     The fourth day was a big chance for us 

because we had time to get information about 

our research topics. We were divided into two 

groups: boys and girls. I was nervous whether 

my group would work or not because the re-

search topics of the boys’ group were more 

diverse, such as black bus, tourism and micro-

organisms. However, we could experience a 

lot of things we never had in Japan.    

   I was afraid that Taiwanese people had a 

negative image of Japan because Japan used 

to dominate Taiwan. On the contrary, they had 

a positive image because Japan contributed to 

the development of their infrastructure and 

transportation. This brought me a sense of 

closeness. 
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     It was hard for me to communicate with local 

high school students in English, but I managed to 

make myself understood with gestures and my 

passion. Students were diligent and enthusiastic 

about learning Japanese and what is more, they 

had  good knowledge about their own community. I 

realized how important it is to know my community 

and to teach it to visitors in a global society.  

    Although I felt it hard to do my research in Tai-

wan, I could absorb a great many new things 

there.(Rintaro Ono) 

 

 

 また、一日中、ホームステイ先の高校生と行動を共にし、

英語での会話は慣れなく、思いを伝えるのに苦労することも

ありましたが、思いを伝えようとする情熱とジェスチャーで乗

り切ることができました。彼らはとても英語が流暢で、日本語

研究部という部活に入って、日本語が話せる人もいて、その

ような勤勉さは見習うべきだと感じました。彼らは、地元のこ

とをよく知っていて、地元のことをよく知り、訪問者に伝えてい

けることは、グローバル化が進むなかで、他国のことに目が

いきがちですが、忘れてはいけない大切なことなんだと感じ

ました。 

 日々の探究活動は主に学校で行うため、出来ることや思考

が思うように進まないことがありましたが、今回の研修では、

日頃とは違った環境の中で、多くのことを吸収できることがで

き、探求活動の進展だけでなく、人間としても成長出来た1

日でした。（大野倫太朗）    
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高雄市内の高校生とのフィールドワーク 

 この日は各々のホームステイ先から朝早くに高級中

学(日本でいう高校)に集合し、そこから二グループに分か

れて高雄市内を散策に向かいました。 

 まず、僕たちは娯楽面での台湾を知ろう。ということで遊

園地とデパートが一体となった場所へ行くことにしました。

駅から出ているバスで到着、周りをみると、夏休みでした

が朝も早かったので、その場所の広さに比べて人は少な

かったです。実際にいくつかのアトラクションに乗って体験

してみました。その感想としては、日本に比べて屋内用の

アトラクションが多く、冷房も僕らには少し強めな気がしま

した。というのも、台湾は日本よりも暑いので、昼間に外を

歩けばどんどん体力をうばわれます。なので、来園者に気

をつかっているものだと思われます。 デパートのほうは日

本と変わりなく、僕たちにイオンを彷彿とさせました。 

2016 

August 

Fieldwork with students from 
Kaohsiung Municipal Kaohsiung 
Senior High School  

     We left our host families early in the morn-
ing and got together at  Kaohsiung Municipal 
Kaohsiung Senior High School, and walked 
around the Kaohsiung. 

     First, we went to a place where an amuse-
ment park was integrated with a  department. 
There were few people in the morning. We 
tried some rides in the amusement park and 
found that there were more outdoor rides and 
it was colder than Japan. This is because Tai-
wan needs to make nice and cozy places due 
to the hot climate. The department store was 
not so different those in Japan. 
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Stroll at the Night market  

 

全員での夜市散策 

 フィールドワークの間分かれていた二グループで合流し
て、高雄市内の夜市へ向かいました。高雄高級中学の人に

案内してもらいながら夜市を視察しました。飲食店の近くに

あるセルフサービスの飲み物が水ではなくて、お茶だったり、

日本でいう納豆のような食べ物、臭豆腐を食べてみたりと日

本との違いを体感しました。（高島昇） 



Miyazaki Prefectural Miyazaki Omiya Senior High School 
SGH & Communicative Humanity Course Press 

台湾研修で学んだこと 

僕はこの台湾研修で大きな発見をしました。それは、台

湾人と日本人の価値観は異なっており、文化が大幅に違

うということです。僕が一番台湾と日本の文化の違いで驚

いたことは、台湾では学生がピアスをつけることが社会的

に認められているということです。僕は初めてその光景を

見たときとても驚きました。台湾の学生にそのことについて

尋ねてみたら驚いている僕をとても不思議がっていまし

た。日本では、学生がピアスをつけると社会的に不良とみ

なされ批判され校則で罰せられます。しかし、台湾では

学生がピアスをつけることはおしゃれの一環としてみなさ

れているようでした。また、台湾では刺青屋さんが路上に

あり手軽に刺青を入れられるようになっていました。日本

では、刺青を入れていることにより入場が許可されていな

いお店が多々あり社会的に刺青は悪いものとしてみなさ

れています。 

2016 

August 
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 このように日本と台湾では、価値観の違いによって文化が

異なっていることがわかりました。台湾は近年高度なグロー

バル化が進んでいます。それは台湾の文化では多くのもの

が受け入れられているからではないかと僕は思います。僕は

この台湾の文化を見習って日本でもグローバル化を進めて

いきたいのならば、日本人の価値観の固定概念を見直して

いき、幅広くものを受け入れていくことが大切なのではないか

と思います。（坂本侑翼）  


