
特別寄稿 「台湾紀行」 －高雄、台北修学旅行の引率を終えて－           教諭 隈本 晋 

   

○生徒の一首  「頭上には 虹色に輝く 天井が 綺麗すぎなり 美麗島駅」 

 

 

 「南国の空 いや碧く」。 

 学生歌に歌われる南国とは、何処のことを指すのだろう。南の国台

湾の高雄、台北への修学旅行の引率を通じて感じたことをふり返る。 

 出発前日の１月２２日、東京は４年ぶりに積雪が 20 センチを超え

る大雪に見舞われ、成田空港では積雪のため滑走路の一部が閉鎖され

た。また、福岡県でもインフルエンザの患者報告数が増加し、インフ

ルエンザ警報が発表されていた。第２学年は剣道場で出発式を行い、

翌１月２３日水曜日、台湾修学旅行に出発した。 

○生徒の一首  

「ついにきた 待ちに待ってた 五日間 台湾文化 たくさん学ぶ」 

 

 

 ≪１日目≫ 初日、福岡空港から高雄へ 

 いろいろな国の人が出国審査の列に並んでいる。映画「スターウォ

ーズ」の様々な姿をした異星人たちが宇宙旅行の出発ゲートに並んで



いるシーンの中にいるような気持ちになる。 

 台湾北部にある桃園国際空港から 2007 年に開通

した台湾高速鉄道（新幹線）に乗って１時間半、台湾

南部にある台湾第二の都市高雄を目指す。学校の図

書館に置いてある芥川賞受賞作家吉田 修一の「路

(ルウ)」に台湾新幹線の着工から開業するまでの話が

出てくる。また、高雄、台北、淡水など台湾の町の様

子も物語の舞台となって出てくる。読むとまた台湾

の旅をふり返ることが出来るかもしれない。同じく

学校の図書館に置いてある直木賞受賞作「流（りゅ

う）東山 彰良著」も台北市内が舞台で通りや街の名前などを見て台北を懐かしく思い出せると思う。 

 北回帰線を超えると、熱帯の気候帯になる。高雄は熱帯の街だ。桃園国際空港から外に出た時も暖かく感

じたが、台南の高雄の駅に着くと、じわっと汗が噴き出した。高雄の町を半袖Ｔシャツや薄着で過ごす生徒

もいた。 

 ○生徒の一首  「日本では 初雪すでに 終えたのに 雪の気がない 南の異国」 

 

 夜、寿山公園へ 

高雄港全景を一望する夜景が美しいことでも知られる寿山公園へ。ここでクラス写真撮影。山の上にいるか

らなのか、セーター、ジャンバーを脱いでいると肌寒い。ガイドに聞くと、高雄は、朝夕と昼間の気温の差

が激しいとのことであった。寿山公園や、九份で放し飼いの中型犬が自由に歩いている姿が見受けられた。 

 ○生徒の一首 「台湾は 気温も人も あたたかい 夜景は最高 また行きたいな」 

 

 アンバサダーホテル高雄(高雄国賓大飯店) 

 愛河の岸辺沿いにある 5つ星ホテル、アンバサダーホテル高雄(高雄国賓大飯店)に宿泊。台湾料理の夕食。 

 台湾は、世界最大級の自転車生産国であるのだが、自転車より、圧倒的に日本製の原付バイクを多く見た。

信号待ちから２０台ほどの原付バイクの群れが走り出していた。それを見て衝撃を受けていた生徒もいた。 

  ○生徒の一首  「台湾で 文化に触れた 五日間 バイクの多さ 奇想天外」 

 

   

                                                                    

 ≪２日目≫ 学校交流 

 高雄市内をバスで走る。町中で、窓が赤く縁取ら

れているのをよく見かけた。ガイドによると赤は中

国における縁起のいい色であるとのことだった。 

 高雄市私立中山工商職業学校にて学校交流。パイ

ナップルケーキ作りや、台湾特産品のジュース作り、

台湾原住民の音楽、舞踏体験、人形作りなどのコー

スに分かれ、生徒達は現地高校生との交流を行った。



制作体験が早めに終わったコースの生徒はゲームや

クイズ、ダンス大会などの打ち解けた交流を体験し

ていた。 

 ある教室での曲当てゲーム。日本の曲をイヤフォ

ンで聞かされ、それを日本の生徒がハミングで口ず

さむ。周りを囲んだ台湾の生徒がその曲を当てて、

日本語で歌うゲーム。私が見た時は、朝高生がドラ

エもんの歌をハミングで口ずさみ、答えが分かった

台湾の学生が中心に座る朝高生の周りに集まってき

て、曲名を当てて、日本語で歌う。答え分からず、円

の周りの椅子に座っていた台湾の生徒も、答えが解かった台湾の学生が日本語で歌うのを聞いて、立ち上が

って一緒に楽しそうに日本語で歌っていた。また別の教室では、座って見ている日本の学生の前で台湾の学

生が、グリコポッキーのＣＭでも使われている三代目 J Soul Brothersの「シェアハピ」を上手に４人で踊

っていた。周りに座って観ている台湾の学生からも曲に会わせ歓声が上がる。台湾の学生は盛り上げ方が上

手で、教室から楽しそうな笑い声が溢れていた。 

 生徒には電子辞書の持ち込みを促していたが、電子辞書を利用して会話をしている生徒は私が見る限りい

なかったように思う。今は携帯電話の翻訳アプリや、グーグルの音声検索などもあるが、生徒は校内でイン

ターネットを使える環境にない。日本語も英語も通じなくても、指さし、身振り手振りなどのボディランゲ

ージがコミュニケーションの基本であろう。 

 英語で交流が出来たという生徒もいれば、日本語で話しかけられた、英語で「お勧めの観光地はどこです

か。」と聞いてみたが伝わらなかった、英語も日本語も上手く伝わらなかったと、生徒の反応は様々だった。

失敗もまた経験値を上げることに繋がるだろう。今

後の英語学習に対する刺激になったと思う。 

 朝倉高校の生徒達は午前の中山工商の高校生、ま

た午後のＢ＆Ｓプログラムの大学生達とＬＩＮＥや

インスタグラム、フェースブックなどのＳＮＳの連

絡先の交換を行っていた。世界と朝倉高校が繋がっ

ていく。国際交流はこの日で終わりになるのではな

く、ここから本当の本格的な国際交流が始まるのだ

なと感じた。ちなみに台湾でのフェースブックの利

用率は 90%、日本の利用率は 21%だそうだ。  

○生徒の一首 「日本語も 英語もどちらも 通じない 自分の未熟さ 強く感じた」 

 

 

 Ｂ＆Ｓプログラム 

 午後、生徒達は８人ほどの班に分かれて、それぞれの班に台湾の大学生が１人か２人付き、高雄の町を散

策した。班によって行く場所は違い、オムライスとサンドイッチの美味しいお店に連れて行って貰ったとい

う班や、台湾の冷麺のお店で昼食を食べたという班とそれぞれで自由な散策であった。昼食、地下鉄、コン



ビニ、スーパーなどが主な行き先のようだった。 

 台湾高雄の観光といえばまず蓮池潭の龍虎塔が挙

げられると思うが、蓮池潭は地下鉄左営駅から車で

３０分かかるということで、今回のＢ＆Ｓプログラ

ムの時間の中では行くことは出来なかったようだ

が、ガイドブックなどにもよく出てくる地下鉄美麗

島駅などに生徒達は連れて行って貰っている。「世界

でもっとも美しい駅ランキング」で 2 位になった美

麗島駅。4500枚のステンドグラスで構成された光の

ドームが美しかったそうだ。 

 大学生達は日本語が上手で、日本語でコミュニケーションがとれたようだが、班でタクシーに乗った時、

タクシーの運転手と積極的に英語で会話する生徒もいたようだ。 

 スマートフォンの画面にタピオカミルクティの写真を表示させ、ここに行きたいと台湾の大学生に伝えた

生徒もいた。やはり郊外ではインターネットを使える環境にないので、事前に準備しておかなければならな

い。生徒達は私達の学生時代とは違うコミュニケーションのツールとその活用について、すでにそのスキル

を身につけているのだと感じた。 

 生徒に今回の台湾旅行の印象を聞いたとき、Ｂ＆Ｓプログラムが楽しかったという生徒も多かった。もっ

と交流の時間が欲しかった、時間が短かったという生徒の声もあった。 

○生徒の一首 「台湾に 住む人たちは 皆優しい また行きたいと 思う国です」 

 

 免税店買い物の時間 

 バスの中で５千円単位で台湾ドルに両替をして、生徒は思い思いに買い物を楽しんだ。そのあと夕食はシ

ャトーデンシンホテルにて四川料理をいただく。独特の香辛料。胃に優しい上品な味付け。 

○生徒の一首「免税店 おばちゃん店員 寄ってきて なされるままに セットで購入」 

 

 

 ≪３日目≫ 烏山頭ダムへ 

 高雄から高速道路で山の中を抜けて行く。ときお

りバナナの木に実がなっているのが見える。生い茂

る木々達、熱帯の風景。 

 台湾の地元の人々に神様のように崇められ、台湾

の歴代総統も墓前参拝に訪れるほど、非常に台湾の

農業に貢献した日本統治時代の日本人技師八田與

一。烏山頭に、先進的なダムを精力的に作り上げ、現

在でもその灌漑システムはその一帯の農業に貢献し

ているそうだ。その記念館に入る。  

○生徒の一首 「足を運び 烏山頭ダムを 感じ取る ダムの寛大さ 八田氏の凄さ」  

 



 企業訪問 

 台湾可果美股有限公司（台湾カゴメ）の工場見学。質

疑応答のコーナーで、朝高生徒からの「海外で働く時に、

英語は必要であると思いますが、英語以外で必要なもの

は何かありますか。」という質問に対して、台湾カゴメ工

場に勤めておられる伊神さんからの返答は「海外で働く

ために必要なものは英語ではなく、技術である。どんな

技術を持っているかが重要。伝えるべきしっかりした技

術力を持っていること。」とのことであった。     

 その後少し個人的に伊神さんにお話を伺った。よく海

外企業のドラマやドキュメント番組で、日本の企業側が意図していることがうまく現地従業員に伝わらず、

大量の発注ミスやずさんな手抜きの仕事などが発生する場面がよくあるが、その辺のことを聞いてみると、

「実際、台湾では英語ではなく中国語を使う。中国語については通訳の人が付いていて、その人に中国語は

話してもらう。大切なのは、通訳の人が翻訳しやすいような分かりやすい日本語で言いたいことを一言でま

とめること。普通我々が使うような日本語ではなく、主語述語を曖昧にしない、分かりやすいワンセンテン

スで短く、シャープにまとめる力が必要です。『お前それを一言でまとめてみろ』と言われて、もじもじと戸

惑っているようではダメだ。曖昧な日本語を使わず、もごもごと喋らず、短くシャープにまとめる。そうい

う力が必要です。」と熱く語られた。以前は関東を中心に日本で働いておられたが、台湾に来て９ヶ月。簡単

な買い物程度なら中国語で会話できるようになったと言われていた。そんな伊神さんに、ご自身の持たれて

いる「カゴメ愛」についてもっと話を伺ってみたかったと思う。 

  その後は嘉義ナイスプリンスホテルで昼食。ここで出た茶碗蒸しが美味しかったという生徒の声もあっ

た。嘉義駅から新幹線で台北へ。 

○生徒の一首 「海外で 言葉を伝える 難しさ 世界の広さを 感じた旅行」 

 

 

 ザ・グランドホテル（圓山大飯店） 

 過去にはアメリカの雑誌に世界１０大ホテルの一つに数えられ、建

設に際しては龍の彫刻を多用し、龍宮との異称を有す圓山大飯店。ピ

アノとヴァイオリンの演奏でのお出迎えを受ける。翌日のバイキング

形式の朝食には、サーモンの酢づけが並べてある。皿にごっそりと取

る生徒もあり。卵でサーモンをとじた一品が美味しかったという生徒

もあり。 

 個人的にはなるべく自分も英語を使ってみようと勤めた。「Taipei 

Free（台北フリー）」という台北市内で使える無料Wi-Fiサービスの接

続の手続きが圓山大飯店で出来るということを知り、フロントの隣の

コンシェルジュにて、手続きについて携帯の画面を見せながら英語で

聞いてみるが、台湾でつながる携帯電話の番号が要ると言う。「国際電

話のショートメールを使うのか」、「それは幾らぐらいかかるのか」、「そ



のあと広告メールが大量に来たりするのか」、そんなことを英語で聞いてみたかったが、力不足でそこまで聞

けず。Taipei Freeの接続を断念する。また、圓山初日にピアノを弾いておられた方の楽譜を覗いてみたが、

ipadに表示させていたのは五線譜ではなく、ギターのタブ譜のような数字の羅列だった。そのことを話題に

自分の英語が通じるかどうかを試すためにピアニストの方にお話を伺ってみたかったが、自分で壁を作って

しまって話しかけることは出来なかった。 

 ○生徒の一首  「竜宮城 プロの演奏 口閉じず 人生初の 五つ星ホテル」 

 

 

 ≪４日目≫ 国立故宮博物院 

 忠烈祠での衛兵交代の見学のあと、世界四大博物館の 1 つにも数え

られている国立故宮博物院で、有名な翠玉白菜と肉形石などを見学す

る。国立故宮博物院にて気分が悪くなり、座り込む生徒が出る。医務

室に連れて行くが、行く途中のベンチに生徒を座らせ、係員に声を掛

けると、看護師の方を連れてきてくれた。車椅子は要るかと尋ねられ、

車椅子をお願いする。エレベータで地下１階に着くと、係員が４名ほ

ど周りについてくれて、対不起（ドウィブーチー）と言って、周りの

観客を移動させて、通り道を作ってくれて、車椅子で生徒は医務室に

入る。手厚い保護とその対応の手際良さにさすがは国立故宮博物院で

あると感心する。生徒はブドウ糖を摂取させて貰い、３０分ほどそこ

で休ませて貰った。ホスピタリティの水準の高さを感じた。 

 また別の生徒は、館内の水を飲む機械で紙コップの使い方が分から

ずに戸惑っていると、台湾人と思われる方が寄ってきてくれて、身振

り手振りで親切に使い方を教えてくれたそうだ。台湾の人は優しくて

温かいとと感激していた。そういう異国での人とのふれあいを通して

文化を学ぶことも海外修学旅行の意義だと思った。 

○生徒の一首 「悠久の 時を受け継ぐ 文化触れ 南北かけた 麗しの島」 

 

 広東風飲茶 

 昼食はゴールデンチャイナホテルで広東風飲茶を頂く。焼きそば、チャーハン、シュウマイ、春巻き、小

龍包。中でも春巻きが人気だった。「チャーハンが美味しくて３杯も食べてしまいました。」という女子生徒

もいた。 

○生徒の一首「台湾の 料理は予想と 違ったが 福岡着くと 恋しくなった」 

 

 九份観光 

 ガイドや添乗員から九份はスリに注意するようと再三話があっていた。九份に行く途中の高速道路で雨足

が強くなり九份に着くと横殴りの雨で、雨が納まるまでしばらくバスで待機。千と千尋の神隠しで有名な湯

婆婆の屋敷「阿妹茶酒館」まで階段を登り、折り返すのみの見学となった。 



 その後、カルフールというスーパーマーケットでショッピング

を楽しむ。カルフールでショッピングが一番楽しかったという生

徒もいた。 

○生徒の一首「死ぬまでに もう一度行きたい 大飯店 九份リ

ベンジ 絶対するぞ」 

 

 

 ≪５日目≫ 起床 

 A班は朝３時に起床。朝早いこともあり、朝の集合で部屋にスーツケースの鍵や、カーディガンをクロー

ゼットに置き忘れて、カードキーを受け取り、部屋に取りに戻る生数名徒いた。 

 ○生徒の一首  「五日間 思い出たくさん 楽しすぎ 光の速さで 時間が過ぎた」 

 

 西鉄旅行添乗員大家さん  

 少し発熱がみられた生徒が入国審査で止められた時、強い口調の英

語で相手係官にまくし立てるように交渉し、生徒を入国させた西鉄旅

行の添乗員大家さんにもお話を伺った。 

  高校卒業後、短大に進学し、広告関係の仕事に就くが、もっと広告

について学びアメリカで仕事がしたいとアメリカに渡り映像関係の専

門学校に留学して、語学学校にも通いながら、英語で映像関係につい

て学ぶ。結婚、出産で日本に帰国するが、子育てが一段落ついて今度

は観光について学ぼうとハワイ大学に留学。英語の授業で観光につい

て学ぶが、お子さんの進学の事情でまた帰国。現在は日本で働いてい

て、グリーンカードを取得できる年齢は過ぎてしまったのですが、ま

だ海外で働くという夢を諦めていません、と明るい笑顔で答えられて

いた。それでは次の仕事がありますのでと言われ、大家さんとは福岡

空港でお別れする。 

 以前、語学留学したいという生徒に「留学は英語を学ぶのではなく、

英語で学ぶのだ。」と話しておられた英語科の先生の話を思い出した。 

 バスは一路学校を目指す。ほぼ予定通りで学校へ帰着する。 

 ○生徒の一首  「楽しくて あっという間の 五日間 『帰りたくない』 叶わぬ願い」 

 

 ≪まとめ≫  生徒の感想 

  生徒の一人は、まず、車が右側通行であったこと、学校の規模が違うこと、高校のシステムの違いに衝撃

を受けたと言っていた。根本賞で香港、中国に行った生徒に台湾と香港・中国の違いについて聞くと、「中国

は人が冷たいが台湾の人は優しい。まず入国審査の対応などからその違いを感じた」と話していた。 

  ○生徒の一首  「日本とは 違う所があるけれど 天見上げると 同じ空かな」                

 

 



 リーダーを育てる 

 来年の体育祭のリーダーになる人材が生徒達の中

から出てきて欲しいという蓮尾先生の願いもあっ

て、食事の前と終わりの号令は、毎回、各部活動のキ

ャプテンが出てきて、一言スピーチと挨拶を行った。

リーダーを育てるという意味で良い取り組みだった

と思った。 

 蓮尾先生の朝倉高校剣道場での事前研修での言

葉。「今、中国語の学習をしたが、鍋島先生のメモを

ちらっと見たら、不好意思（ごめんなさい）と対不起

（すみません）しか書かれてなかったぞ。とにかく、

鍋島先生に恥をかかせることがないように、心して修学旅行にあたるように」という話もあっていた。生徒

達も心して修学旅行中の生活に注意を払っていたようだ。      

 ○生徒の一首  「台湾の 文化に触れて 気づくのは 積極性の 大切さなり」 

    

  最後に 

 もう 20 年も前の話になるが、中国北京へ修学旅行の引率をしたことがある。異国の地で、生徒達ははぐ

れてはなるまいと必死の様相で、固まって移動していた記憶があるが 、今回朝高生を引率して、生徒たちは

日本国内にいるのと同じようにくつろいでいるように見えた。それはなぜだろう。周りで出会う台湾の人々

が上手に日本語を操り、ホテルの Wi-Fi とスマート

フォンで日本と繋がり、異国の地にいても、なんだ

か日本の中華街にいるような気持ちになって、それ

が気持ちの余裕になっているのか、海外にいること

の怖さを知らず、恐れを感じないのだろうか。温暖

な台湾の気候のせいかもしれない。  

 学校の図書館に置いてある司馬遼太郎の「街道を

ゆく(40) (朝日文芸文庫) 」から「台湾紀行」のタイ

トルを頂いた。 

 台湾は南国ののんびりした時間が流れていたよう

に思う。九分以外はお天気に恵まれた。様々な収穫のある良い旅行であった。 

最後に私の１首  「南国の 小龍包を右手（めて）にもち、左手（ゆんで）にかざせ 折りたたみ傘」 

○生徒の一首  「願わくは このままずっと この場所で 止むことなしに 思い出語り」 


