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ⅰ【12 月 24 日（火）関空から高雄へ】１日目 

 

皆さま 

 

こんばんは。 

このレポートを書く季節がやってまいりました。 

 

本格的に報告を書き始めた 2004 年から数えてまる２１年目となります。 

大雪で搭乗ゲート前に１２時間以上も待たされ、挙句の果ては入国審査が終わっているの

で中華航空にパスポートを預け、仮の入国で 1 泊した 2005 年は特に印象深い年でしたが、

全体での大きな事故や深刻な出来事もなくよく２１年も継続できた、と改めて関西空港に

向かう夜も明けきらぬ南海電鉄空港線の車中で思い返していました。 

平日のせいか、関西空港は混雑というほどでも

なく、チェックイン、セキュリティ、出国とあっ

けなく過ぎて、搭乗ゲート前では、これも２１年

前には想像もしなかった、制服の高校生や明らか

に学生研修のグループの存在があり、遅々とはし

ているが教育の「国際化」の波は確実に広まって

いることが実感できた。 

９時 15分発の台北行き中華航空 159便はスムー

ズな搭乗で定刻より早く大阪を離れ、３時間弱の

航路へと旅立った。 

 

台北・桃園空港では幸いにも大陸便とかち合わなかったおかげで入国もスムーズで、預

け荷物レーンで毎年同行の南山国際高グループと合流。南山国際グループの便には多くの

大きな楽器ケースを預け荷物にし、受け取りの学生の一団。 

静岡大学の交響楽団とのロゴが見える。 

空港出口のロビーの壁のモザイクを見ながら、また出合ったような会話を交わす学生がい

ることを見ると、この交響楽団の交流も多分継続して続いているのだろう。 

どのようなきっかけであれこのようにして台湾と交流していくことの広がりを実感せざる

を得ない。 



今回はそのまま高雄に入るので、西先生が現地旅行代理店の係員より往復の台湾高鐵の

チケットを受け取り、MRT で高鐵桃園駅へ。 

スムーズな乗り継ぎで各駅停車の新幹線で一路高雄を目指す。 

天気予報とは裏腹にどんよりと曇ったかあるいはスモッグがかかった台湾北部を南下し台

中に差し掛かる頃には、雲の切れ間から日が差しはじめ、嘉儀に着く頃は、一面の耕地の

広がる平野を抜けて、ここが一大農作物地帯となったのはさほど昔の話ではないことにに

気が付いた。 

そうして、いつの間にか、畑の間に椰子の木が混じるようになり台南へと到着した。 

同行の南山国際の生徒さんは多分、今日からのホームステイとプレゼン本番に向けて、こ

の決して広くはないが、多彩な多様性を抱えた台湾の自然と風土に目が行く余裕はないだ

ろうが、その自然と風土に劣らずに多様性を持った高雄・台湾の生の人々と触れ合って、

帰りの高鐵でどのように車窓を眺めるのだろうか、と一瞬思った。 

 

終点左榮駅では同乗していた名古屋商業高を

迎える高雄商業と南山国際を迎える樹徳家商の

生徒・先生が横断幕や名前のカードをもってお出

迎え。いい意味で過去のように舞い上がったよう

な雰囲気ではなく、落ち着いてはいるが確実に誠

意のある「お出迎え」が行われ、日本の生徒たち

はそれぞれのホームステイ先へと散っていった。 

 

西先生と私は、お出迎え？いやむしろ歓迎風景

の撮影に来られた先入りの林先生の先導で MRT を乗り継ぎ宿泊先最寄り駅へ。 

これも昨年、一昨年と高雄教育庁よりもらったカードでキャッシュレス乗車。 

MRT 出口からあっという間にホテルへ到着。 

いつの間にか夕刻になり、その海沿いの地理ゆえか、心地よいまるで５月のようなそよ

風のふく高雄市街を今回初参加で来年は学生引率の京都産業大学・平野先生と落ち合い皆

で夕食へ。MRT の２駅先の鹽埕埔へ。 

 

お目当ての「金記溫州餛飩大王」は、と残念定休日。では、軒先の「永和小籠湯包」は、

在庫切れで早くも店じまい。 

ではとりあえず、近くのカラスミ店で格安のカラスミを。 

そして、最後の押さえのトニー先生の店「満家小館」へと向かう。 

何とそこにはトニー先生がおり２年ぶりの再会。一同台湾家庭料理と待ちに待った「台湾

ビール」でやっと一息。 



昨年見つけた「台湾ビール」の生を飲ませる店が近くにあるのでハシゴして、言葉が分

からず適当に漢字を類推して頼んだ料理がこれまた大当たりで、そして、ホテルに帰り「バ

ーヨウコウ」が始まったのが 10:30。 

最初は上杉副校長となんとシルビア先生がいらっしゃり、その後林先生、平野先生、西先

生でとりあえず初日営業。 

あすからは、本格的に皆さまが高雄入りするのでおそらく賑わうことでしょう。 

そういえば、フロントで田嶋先生＠福商を見かけたような。 

明日のホテルの朝食場所ではもっと多くの先生がたと顔合わせできるでしょう。 

国内では中々会えずに、高雄では必ず会える、不思議な、不思議な ASEP の世代を超えた

「走っている」けど「考えている」先生に会えることを楽しみに、ASEP２０１９のはじま

り。 

では、本日はこのあたりで。 

 

ⅱ【12 月 25 日（水）三民家商・授業交流見学】2 日目 

みなさま、こんばんは。 

 

例年のように日付が変わって書いています。 

ホテル朝食会場では今回日本教員のみ宿泊なので、昨晩お顔を合わせられなかった何人か

の先生とご挨拶。 

相変らず、相手校のホスピタリティは凄まじく、PTA も登場しての歓迎会もあったようで

その歓待ぶりはブレがない。 

本日は、引率のない先生がたとの行動だが、林先生のアレンジで午後より奈良育英高・

三民家商の見学。 

その前に、シルビア先生が早速台湾ビールの差し入れを届けにこられる時間まで、ホテル

周辺探索。近くに市場があるようで、朝から人々が集まり、「アジアの生活」を実感する。 

ほどなくシルビア先生が来られて、差し入れのビールと弟さんと新しく始めたコーヒーの

会社のコーヒーをいただく。 

 

明日からはいよいよ公式行事で、今回はホスト校が三信家商なのだけれど、ASEP の会場

がどういう訳か昨年に訪問した舗英科技大ということで、高雄市街地ではなく郊外のキャ

ンパスゆえに昼休憩にちょっと抜け出してお土産を買う、という訳にはいきそうにない。 

午後の学校訪問の合間を縫って、林先生と平野先生とともに高雄駅、むしろ高雄高校近く

の三鳳中街へドライフルーツの買い出しへ。 



高雄駅は新しく大きくなって、さらに周辺も再開発の工事中で若干の遠回りをしながら、

薄曇りで蓋をされたようにすこし蒸し暑い中、高雄高校沿いの大きなガジュマルの並木道

の日陰は北回帰線の南側であることを実感させる。 

正門越しにその当時のままの赤いレンガの本館玄関正面に見える、９０年近く前に高雄中

学校（旧制）として創立された当時の琉球松がことしも緑を添えているのを眺めつつ並木

を通って、三鳳中街へ。 

午前中は観光客もほぼおらず、高雄市民に交じって大盤振る舞いの試食をもらいながら、

愛文干しマンゴー、金剛黒皮落花生など台湾特産のドライフルーツを無事入手。 

そうして、昼近になったので、そのまま歩いて一駅地下鉄に乗り、鹽埕埔駅へ。 

昨日、予想外に早い売り切れで食べることのできなかった軒先の小籠包屋さんへ。 

日本のガイドブックでは穴場として必ず乗っているが、まず安いこと。そう、あの有名店

の三分の一以下。そして、店がなんと他人の家の軒先で開いていること。運よくテーブル

が空き美味しい小籠包にありつける。地元の老人たちも食べに来るのでそれなりのものな

のだろうがなにより、ここの主人の腰の低い接客が立地条件を上回って好感度がある。 

 

そうこうしているうちに、移動時間を考えて早速また地下鉄で三民へと移動。地下鉄で

移動できる便利の良さはありがたい。 

出口を出ると、塀越しにもう三民のグラウンドが広がり、正門までの塀には、大学進学

者の大学名とフルネーム、また校内外の学校活動で成績を収めた写真入りの掲示、その他

校長を含めた活動が隙間なく掲示されていて、この三民の学校活動を行きかう人々に広く

知らしめ、 

どのような学校か理解させる気概満面の様子がうかがえる。 

 

構内に入り、早速奈良育英の生徒さんとのプレ

ゼンに向けた活動の様子を見学しようと思った

ら、どういう訳か英語の授業参観の段取りに。 

インテリアデザイン科のクラスの英語授業で、４

人 1 組のグループに分けて、メインは自分の絵や

木工加工の Show&Tell、果てはグループでの英訳

の歌、ちょっと意味の解らない台湾の流行歌の振

り付けと歌の動画、これらをスマホで各自撮影し

て Google Classroom にアップしておくことが先

週末までの宿題。それの発表。英語に限らず、何かを発話しみんなに伝える、クラスの前

で発表するという点に主眼が置かれているようで、興味深い。 

何より、英語の先生が Google Classroom を使っていることにびっくり。１チームエラーで

再生できなかったが、その場で生徒スマホからもう一度アップさせる技も見せる。 



次の時限は、奈良育英・三民の ASEP プレゼンチームの予行をこのクラスの前で行い、ク

ラスからのプレゼンに対する質問もさせる。 

見事に ASEP と参加者以外の英語の授業を融和させているのにまたびっくり。 

奈良育英の指導の永野先生によればこの担当のリン先生は相当有能らしい。 

そして、みんなで記念撮影をして三民を出るころは夕方４時を過ぎて、そのころには曇り

に蓋をされていた高雄の空もすっかり晴れて、まるでこの授業のあとの面持ちのようにさ

わやかなかぜが渡る初夏のような夕方を迎えていた。 

 

今夜は、影戸先生が高雄入りで、すでに中山

大の学生とのコラボを学生に任せられている

ので、夕食をご一緒に。 

色々と探って、ホテルのほんの近くにある高

雄ならではの海鮮中心のお店に。影戸先生より

「目線の高さ」を意識する、という有難いお言

葉を頂戴しながら林先生、平野先生で台湾ビー

ルと美味しい海鮮で夕食。 

そうして、バーヨウコウは 21 時前にオープ

ンで、昨日のメンバーにプラス奈良育英の教員グループ、市立名古屋商業、そしていつも

どこから台湾入りしたかよくわからない米田先生、久々ASEP 復帰の郡山高の山本先生、地

元の日本酒を差し入れにいただきました。そして上杉副校長と国際交流の大家がこれだけ

集合する稀有なミーティングとなりました。 

特に近年は皆さまの目線の先がアジアにシフトしていて、上杉副校長の WWL での活動の一

環としてつい最近生徒引率で訪問されたラオスの話は興味深く、継続的支援の在り方を根

本的に覆された目から鱗のご訪問だったよう。 

 

こうして、日付が変わり、明日の公式行事に向けて皆さま解散。 

ギリギリまでの授業等でやっと本日深夜に高雄入りされた、はず、の池田先生用に仕入れ

たアップルサイダーがまだ手付かずで明日の蕃の開店には ASEP 総窓口の池田先生ご登場

でバーヨウコウが盛り上がることを期待しつつ。 

本日はこのあたりで。 

 

それにしても舗英科技大での初開催。何がどうなるかはっきりしたことはよくわからいが、

日本の先生が泰然自若としているのはこの２０年の余りある国際交流の実践を継続された

余裕でしょうか。 

 

 



ⅲ【12 月 26 日（木）公式行事・舗英科技大】3 日目 

みなさま 

 

こんばんは。市村です。 

 

本日より公式行事のはじまりです。 

引率のない先生方とホテルを出て地下鉄の最終駅の大寮（ダーリョウ）駅へ。 

今回の会場の舗英科技大は駅からタクシーで１５分程度。 

大寮駅は周りにほぼ何もないところで、いつものようにタクシーの運転手にあらかじめ用

意した「舗英科技大、中正堂」と書いた手書きのメモを渡すと頷いてさっと発車。 

同じ漢字圏ではこれが一番早い。 

ほどなく舗英科技大の正門にたどり着き今回

のメイン会場となる中正堂、いわゆる体育館、の

正面に到着。 

少し早かったけれど、すでに今回の幹事校の三

信家商の歓迎隊が玄関両脇にずらりと並び、元気

なあいさつで我々を迎えてくれる。 

運営責任のジェシカ先生が寄ってきて、我々は２

列目の来賓席へ。 

会場は記者会見の出し物のリハーサル中。参加各

国の国旗を持ったカラーガードのようないで立ちの女子生徒やダンスチームのパフォーマ

ンス。そこうしているうちに知り合いの台湾先生がたもちらほら見えられて、一年ぶりの、

いや毎年のごあいさつ。 

そうしているうちに公式記者会見開始時間となり、高雄教育庁局長のご到着で始まる。 

今回は、急遽スケジュール変更で開会式も兼ねるということで、でもこの場には代表学生・

生徒しか来ておらず。 

 

まぁ、それはそれとして、ゲスト代表挨拶の影戸先生は１日繰り上がった急遽の変更に

も動じずに、局長に続いて流ちょうな中国語プラス若干の英語で、会場の反応をぐっと引

き出されるのはさすがとしか言いようがない。 

先ほどの参加国旗入場に続いて、来賓方が壇上にあがって大きなスイッチボタンのよう

な仕掛けを押すと、スモークと細い紙テープがステージからとびだして、本当に派手な演

出。 

ちょっとイベント要素の強い「公式記者会見」のスタートとなりました。 



それでも、参加者の記念撮影になるころはいつ

もの ASEP の雰囲気が帰ってきたような実感。 

今回は参加７か国、台湾を含め４７校の参加との

こと。台湾政府の何かの予算が取れたらしく、中

学校の参加多いのが目立っている。 

  

お昼からは各会場でのリハーサル時間となり、各

校がそれぞれの時間帯に舗英科技大に集合。 

WYM 実行委員会のコアの先生方は来年の WYM

の幹事校の鼓山高校の校長他担当先生を交えてのランチミーティング。 

日程の確定や、手配する航空会社、それまでの情報共有の方法などを詰めていく。基本的

にこちらの申し出に了承していただけたが、あとは実際にどこまで実現するか。 

校長はオリンピックのチケットを入手されていて、WYM が終わったら何かの競技を見られ

るようで、引率に参加との事。 

 

無事ミーティングが終了して、海外先生の公

式行事は舗英科技大の校内見学。 

舗英科技大の新設の老齢トータルケアと介護の

学科施設見学。 

見かけはスポーツジムの機器に似たいろいろ

な高齢者用の身体機能維持回復機器実習室や入

浴、トイレ、車椅子生活用の介助機器のある実

習室を担当の先生方のデモンストレーションを

交えての説明。中でも、ターミナルケアの自習

室ではベッド自体にセンサーがあり、体のどの部分にどれだけ圧力が掛かっているかをリ

アルタイムで集中モニタで監視でき、床ずれ予防に利用するベッドを「これは、オール台

湾製」、とアピールされる。入浴、トイレの介助機器の多くは「パナソニック製」で超高

価、と説明されていた。 

 

そうして見学も終わり、あとは大寮駅そばの会場での海外教員歓迎会へと流れるのだが、

夕方６時の開会までに現場集合。 

インドネシアの先生は大学のキャンパスの中心にある慈母池の周りで記念撮影などして

いる。この池の中心の小さい島は子宮の形をしているとのことで、昨年 ASEP の護理系（看

護学部）見学で訪れた際に現地レポートで説明させてもらったように、この舗英科技大の

成り立ちを表している。この大学は戦後ほどなくして看護学校として創立され、台湾で最

も早く大学の看護学部が創設された、台湾医療界ではそれなりの地位の学校。 



そういえば、老齢医療学科見学の際に授業の合間に顔を出されたおなじみの黄先生は、こ

の学科のメリットは台湾で唯一、看護と介護を同時に学べるところはここしかない、と話

されていた。 

 

さて、大寮駅の会場へは、時間もあるのでキャ

ンパス内に乗り入れている路線バスで移動。 

駅のガード下にある、喫茶店で開会までしばしの

休憩。ここで、初参加の平野先生と歓迎会の VIP

のお土産渡しの打ち合わせ。 

なんだか日が暮れてくるとオープンエアの喫茶

店の特徴をいかんなく発揮してやたらと蚊が多

くなってきたので開場３０分前くらいなのでそ

そくさと駅となりの会場に移動。すでに、ちらほ

らと先生方の集まられて、それぞれの指定されたテーブルへ。 

教育庁局長は確か、台湾原住民のタイヤル族の民族衣装の上着を着てご着席。特に高雄を

はじめとした台湾南部には政府認定の１６部族のうちの多くが暮らしていると言う。 

歓迎会の始まりは担当校・三信家商の生徒のバーテンダーパフォーマンス、歌とダンス、

とりあえず歌のうまい女子生徒のソロ、そして卒業生のプロパフォーマーの中国伝統大道

芸の「変面」（マスクチェンジ）の実演と続き、曲当てクイズで正解テーブルの全員が前

に出てその曲のカラオケ合唱など、し好を凝らしたと、あえて表現する出し物が続いてい

く。 

そうするうちに、各テーブル毎やテーブル同志

での乾杯の挨拶が始まる。当然、ここ何年かの傾

向として飲み物はソフトドリンクのアコール抜

き。 

そうして、２１時も近づいて三々五々のお開きと

なり、２２時前には皆さま、飢えていたであろう

ビール、日本酒、焼酎そしてバーボンを求めてバ

ーヨウコウへお集まり。 

イギリスでのあの黒タクシーと UBER の違い、ラ

オス、カンボジアではどの配車ソフト、テキサスでは・・・、とおよそ日本の普通の教員

ではおそらくは話題にのぼらないであろうグローバルな会話も飛び交い、まさに ASEP 参

加教員らしく、新旧あわせて様々な話題に盛り上がり、盛り上がり。 

明日はいよいよプレゼン本番。ASEP 史上初の５会場に分かれての同時進行での発表で午前

中には終了という、まったく予想がつかない進行でどのように見学できるか行ったり来た

りの状況になりそう。 



ということで、7:30 にホテルをバスで出発なので、皆様は日付の変わる頃にそれぞれのお

部屋へと帰られ、本日は閉店となりました。 

では、またあす。 

 

 

ⅳ【12 月 27 日（金）ASEP プレゼン大会・舗英科技大】4 日目 

こんばんは。 

ASEP はいよいよプレゼン本番の日を迎えました。 

開会式は昨日の公式記者会見で済ませたので、早速９時よりプレゼンの開始。 

ABCDE の５会場に分かれて、E へ中学校グループを集めての ASEP 史上初の多会場でしか

も午前中にすべておわらせてしまうという段取りのよう。 

ここ何年かは引率なしの先生と日本側のジャッジとしてプレゼン評価の役目をおっていた

が、本年は全て当番校の三信家商が手配するとのことで、見学役に徹する。 

取り急ぎ、大学グループの含まれる A 会場にむかう。 

会場運営には舗英科技大の学生も加わっているようで、細かな点で今までの ASEP とは異

なった運営で、各会場での発表校関係者以外は入場出来ない厳格な運用をした会場もあっ

たよう。 

約２００人弱程度が収容できる階段教室 A 会場

にどうにか潜り込む。 

発表は８分のプレゼンに引き続き、５分以内の会

場との Q&A の都合約 13 分で１プレゼン。 

前方にはネイティブ１人、現地２人の大学教授？

のジャッジが着席している。 

これも、多分舗英科技大の学生らいしい２名の司

会者の簡単な掛け合いをきっかけにプレゼンが

始まっていく。 

 

日本とのコラボグループは今まで WYM や ASEP で培ってきた高校生の英語プレゼンを踏

襲した仕上がり。 

インドネシアプラス現地台湾高校のグループは昨年一部海外校プラス台湾現地校のプレゼ

ンで見られたようなスクリーンの PPT を背景に使った演劇ライクの妙に感情のこもったプ

レゼンでその時間の大部分を使い、オリジナルかどこかから借用したか分らない動画で占

められる。 

理論的に結論を詰めて提示し訴えるのでなく、単に情緒に訴えるようにも見えて、主張の

インパクトはかえってかすむ。 



結局そのようなプレゼンスタイルは A 会場ではこのグループだけだった。 

Q&A ではやはり英語能力の高い特定の子の発言頻度が多くなる傾向だが、プレゼンの中で

すでに説明してあるコンセプトや 

内容を明らかに聞き漏らして、その点はどうだ、という質問のレベル自体の問題のあるも

のも散見された。 

 

そうこうするうちにプレゼンはどんどん進んでゆき、また、一部パワーポイントの不具合

などもあり、20 分程度遅れ気味での進行となる。 

 A 会場最後の舗英科技大・関西大のプレゼンまで聞きたかったが、昼には高雄市教育庁の

副局長とのランチミーティングに出席する段取りになっているので、中山大・日福大のプ

レゼンのはじまる転換時間を利用して待ち合わせ場所へ。 

そこでは、昨年当社の大阪支店を見学してもらった教育局のリャオ先生がいつのも明るい

突き抜けた声でお待ち。 

大学近くの郊外レストランに場所を移動して、昨

日の来年の鼓山高校とのWYM運営ミーティング

の報告と今回の ASEP についての 

要望事項などの話し合い。 

教育局はメインで副局長とリャオ先生、そして本

年退職したツァイ先生。ツァイ先生はどうもこの

あたりとコネクションがおありと見えた。 

また、日本語が達者ということで、リャオ先生の

個人的知り合いという、国立高雄科技大の許先生。

この許先生は東京農工大に留学されていた 

とのことで本当に日本語がおじょうず。 

話題が進むうちに今回交流相手を求めてこられている京都産業大・平野先生の話題を影戸

先生が振ると、非常に興味を持たれたようで何より。 

ミーティングも終わり、午後からの参加生徒のアトラクションが開かれている昨日公式記

者会見をした会場の中正堂に戻るともう１５時

前で既に各国のアトラクションも終わり閉会式

を待つばかりの状態でいいタイミング。 

開会式のオープニングは日本の高校では絶対に

ない、儀仗隊の専用模擬ライフルを扱うドリルパ

フォーマンス。 

日本では、自衛隊か防衛大学に存在しているが、

こちらでは高雄女中（高雄女子高）は言うに及ば

ず、台北ナンバーワンの台北一女にも存在し、 



今回の三信家商も含め海外でもそのパフォーマンスをしているという。ちなみに、三信家

商の儀仗隊も女子で構成されていた。 

そうして、教育庁副局長の挨拶の後は、ジャッジの代表のネイティブ教授の高評。 

プレゼンの内容は本当に自分たちで調べたことか。ビデオでプレゼン時間を使うよりせっ

かく壇上に上がったのだから自分の言葉で思いを伝えないのか、Q&A のセッションでは英

語のうまい生徒に任せるのではなくみんなの協力で答えよう、そしてインドネシアと名指

しで、プレゼンのスピーチの速度が速すぎて 

せっかくの主張が聴衆の多くの生徒に理解してもらえない。それは「Lose your listener」

だと、など。 

 

今まで、ASEP や WYM での高評や挨拶で坂本先生、五十嵐先生、影戸先生が話されておら

れて来た項目と一緒である。 

日本の先生方の方向性は間違っていないと実感。 

 

そうして、グループごとに各賞発表だが、ゴー

ルド賞を一旦発表して壇上にあげ表彰、次にプラ

チナ賞を発表して表彰の順なので、自分たちがど

の賞かがゴールド賞発表の時点で全てわかると

いう全く緊張感のない授賞式に感じた。 

５会場でプレゼンを午前中に終わらせたり、上記

の授賞式の進め方など、プレゼン本位のイベント

なのか、ただのイベントの国際交流の意識なのか

推して知るべし、のちょっと残念な進行方法だっ

たと感じざるを得ない。 

ただし、中学生のプレゼンを別会場に分離した功績はあり、A 会場についても非常にプレゼ

ンに集中でき、していた環境だった。 

中学生も混じった閉会式では案の定、副局長の挨拶時にも常に私語でざわついていた。 

 

さて、閉会式を待つ間、先ほどの教育庁ミーティング出席の許先生が会場に来られて、交

流校を探している京産大の先生に是非会いたいとおっしゃる。 

ほどなく平野先生が会場に来られて、今後も個別交流提携の話も含めてじっくりと話がで

きたそうで、オブザーバー参加の目的の一つが満たされたようで何より。 

 

ともかく、ASEP2019 はメインのプレゼンが終了しそれぞれの結果と次回に繋がる思いを

胸に、日本教員は一旦ホテルへ。 



今回久々の引率ご参加の立命大・坂本先生を交えてホテル近所の海鮮屋で ASEP の振り返

り。そして、高雄に入ってまだ誰も行ってなかった 

六合夜市へ。高雄にしては若干寒い夜市では魚すり身団子の薄味だがおいしいスープに挑

戦してビールを飲んだ後に「しみる」ように体に広がる台湾の味を 

満喫。 

そうして、９時半にはバーヨウコウが開店し、本日はプレゼン大会の話から、外国語習得

のアカデミックな話へと、誰からかこれがバーヨウコウ、との 

感想が漏れるほどに様々な興味深い話題で盛り上がる。 

明日の早い便で空港から、あるいは台北へと、あるいはもう何泊か、と皆さんそれぞれの

明日のご予定で 12 時少しすぎにはお開きとなり、上杉先生の 

そのお立場でパッキングに溢れたお土産の引受先や米田先生差し入れのレンブーをはじめ

の台湾果物を各自で分けてバーヨウコウは閉店となりました。 

いつものように、先生方は「お世話になりました。良いお年を」と、そして、「また、WYM、

ASEP でお会いしましょう！」と。 

 

この現地レポートも 21 年目を迎えても、バーヨウコウのいつもの言葉で締めくくりましょ

う。 

 

いつか、どこかで、「バーヨウコウ」で！ 

（それにしても眠たい！歳をとったもんだ！） 

 

 

番外編【12 月 28 日（土）高雄から台北へ】５日目 

みなさま。 

 

プレゼン大会も終了し、運営や結果も含めて先生方は色々と思うところはあるでしょうが

ASEP2019 は最終の高雄を離れる段階となりました。長いようで、過ぎてみればあっとい

う間の ASEP、という感覚は毎年この日を迎えると感じるところです。 

 同行の南山国際高は午前中に台北に移動して台北フィールドワーク、そして１泊の後 

翌２９日に名古屋へと帰国の予定。 

他の学校はそのまま高雄から直接日本へ、または立命館宇治高のように同じく台北に移

動して人権博物館を見学し、ここであの何年か前の同行で二二八記念館でお話を伺った白

色テロ経験者の蔡焜霖さんのお話を聞く機会を設けているという ASEP の舞台である台湾

自体の歴史的背景フィールドワークや、立命館中高の同じく台北に移動しての九份や台北

101 など新旧の日台の関わりと現在の観光台湾のフィールドワークなど、また市立東高は交



流校とライトレール沿線の最近注目の高雄市沿岸地帯のフィールドワークなど、いろいろ

な内容で締めくくられています。 

 

 私は西先生と左榮駅へ南山国際の生徒と待ち合わせのためホテルをチェックアウト。 

そして、無事に折からの土曜日で旅行者で混雑した左榮駅で生徒さんたちと合流し、発車

までの樹徳家商との短いお別れを経て急いで高鐵に乗り込み、一路台北へ。 

 

台北駅からホテル近くの中山國小駅まで地下鉄MRTでとりあえずチェックイン前に荷物を

預けに。いままで過ごしていた高雄と違って MRT も台北駅も多くの人で混雑しているのは

日曜日という事だけでなく、さすがに首都だという実感。高雄は台湾第３位の人口だがど

ことなくおおらかでのんびりした街の雰囲気であったと思い返される。 

 台北駅の１F のロビーでは、明らかに旅行者

ではなく、おそらくはインドネシアかフィリピ

ンかの出稼ぎの女性たちが車座になって座り

食べ物を持ち寄り歓談している。どこかで見た

光景と同じ。そう、これは３年前香港に行った

ときに見た光景と同じ。今日は日曜日、で香港

ではこうやって出稼ぎの人たちが歩道橋や公

園、果ては香港島のセントラル駅近くの路上で

繰り広げられている日曜日の光景と同じだっ

た。 無事、ホテルで荷物預けをして近くの雙城市場へ昼食へ。目を付けたルーロー飯店

は人気店だけあって大行列が。公園を挟んで向かいの牛肉麺店で昼食を済ませて、今回初

訪問の国父記念館での衛兵交代式を見学に MRT を乗り継いでいく。 

 この時期の年末の台北は曇りがちで時には雨模様の日が多いのだが、今日はさわやかに

晴れ渡って、特徴的な緑の深い公園や街路樹の日陰がなんとも気持ちの良い爽やかさ。 

台北は大きな都市にしては意外と緑が多いのが印象的。 

 MRT の出口から地上に上がると、国父記念館の広い敷地の噴水越しに、いたるところに

立っている青天白日満地紅旗（台湾の国旗）の向こうに台北 101 がすっきりと聳え立ち、

多くの家族連れの国父記念館は、台北の、台湾の平穏な日常の休日を映し出していた。 

 中正記念堂や忠烈祠ほどは多くないけれど、それでも多数の観光客に囲まれた衛兵交代

式見学も無事終了し、ここで生徒さんたちと別れて夕方にホテル集合でそれぞれの台北街

体験。 

 西先生と私は天気の良さも手伝って、国父記念堂から歩いて書籍もある誠品敦南店、こ

こで西先生は台湾語絵本を見られて、そしていつもの和昌茶荘へ。 

「名古屋の先生、いらっしゃいました！」の相変らずの店主の日本語と長生きオウムに迎

えられ、休憩を兼ねてお茶の味見。途中で和昌茶荘の古くからの知り合いの台湾人の夫婦



来店。でも、彼らは現在テキサスに移住している

とのこと。理由は子供の教育だそうで興味深い。

ご主人は物理の PhD を取られているという。 

店主が言うには、今年は来月中旬に総統と議員選

挙があるので、多くの海外移住台湾人がクリスマ

スから休暇を取って母国に帰っているのだそう

だ。 

そうして、また、近所の知り合いの娘さんが民進

党から議員に立候補したとのことで、緑色のボー

ルペンや小さな石鹸、カレンダーなど選挙のバラマキグッズをもらう。日本と違って、選

挙運動でこのようなものを配るのは台湾では OK で、「日本では選挙でこんなもの渡したら

だめでしょ。」とは日本人客が多く日本通のこの和昌茶荘ならでは。 

 夕方にホテルにたどり着き正式チェックインし、部屋に荷物をいれたら京鼎楼へ小籠包

を食べに台北も街をブラブラ。それにしても、今年の南山の生徒さんはグループでよくま

とまっていて、集合時間などきっちりと守っている。 

 地元、日本人も含めて別館もほぼ満席の京鼎楼でお目当ての小籠包やトンポーローを食

べた後はいよいよ士林夜市へと MRT で移動。土曜日とあって早い時間から人出が多く西先

生と狙っていた雞排（ジーパイ；巨大鶏唐揚げ）の老舗も大行列であきらめて、夜市の奥

の士林慈宮の近くの老舗の胡椒餅と台湾生ビールで夜市の雰囲気を楽しむ。 

やはり時間通りに待ち合わせの MRT 劍潭駅に生徒さんも集合しホテルへ、で台北フィール

ドワークは終了。 

 西先生がコンビニに買われた、最近とみに有名になった、台湾産ウィスキー「KAVALAN

（カバラン）」のミニボトルのお裾分けをいただく。少し甘味の後味があり非常にまろや

かな飲みやすいウィスキーで、各地で賞を取り世界的名声を得たのが納得できる。日本人

にも似たこだわりを持った台湾人の一面を見た気がした。 

 

 

番外編【12 月 29 日（日）台北から関空へ】６日目 

「この時期、台北でこんなに晴天は一日も持たないよ。」と昨日の和昌茶荘店主・張さ

んの言った通り、最終日は朝から結構激しい雨で始まった。 

12 時にチェックアウトで昨年より開通の MRT 空港線で桃園国際空港への予定。私は空

港線開通と同時に終点の台北駅にできたインタウンチェックインにトライ。 

雨の中で MRT 駅までトランクを引きずるのは短い距離でもおっくうだし、通常の MRT

台北駅より空港線の台北駅はいくぶん離れているという情報があったので、ホテルからタ

クシーで。途中、日本統治時代は小学校だった台湾当代美術館の趣のある建物も前を通て



15 分もかからずに空港線 MRT 台北駅に隣接した地下のインタウンチェックイン前に横付

けで到着。うっ、便利すぎる。 

現在利用はチャイナエアラインやエバー台湾系＋キャセイなどアジア系少々。幸い関空

行き帰りともチャイナエアラインなので利用してみた段取り。 

インタウンチェックインはチェックインも荷物預けもすべて機械だが、係員がそばにい

て丁寧にガイドしてくれる。最後にセキュリティの X 線検査通過の確認モニターまであっ

て、荷物預けの際の受取証の QR コードをモニターの下にある機械にかざせば無事セキュリ

ティを通過したかも確認できる。ほぼ待ち時間なしで総手続きに１０分もかからず終了 

でちょっと拍子抜けするほど簡単でスムーズ。 

 ホテルへの帰りは巨大な台北駅地下街を案内サインをたどりながらMRT台北駅から中

山國小駅へ。 

そうしてお昼にはチェックアウトしてみんなで MRT で空港線駅まで。今度は逆に台北駅

地下街をたどって MRT 空港線で桃園国際空港へ。かつては旅行会社の送迎で結構渋滞する

高速道路の利用だったので渋滞などで１時間程度かかることがあったが、さすがに MRT は

２０分少しで桃園第２ターミナルへ到着。便利になったものだ。 

チャイナエアラインのカウンターはよそうより混雑しておらず、南山国際グループもス

ムーズにチェックインし、セキュリティ前で、関空、中部とそれぞれの帰り先のためにお

別れで、ASEP2019 の台湾編はここで一区切り。 

桃園国際の出国イミグレーションもいつの間にか自動化になり 20年前と比べて時代は進む。 

 17 時 25 分発の関空行きはおそらくは関西地区の作業着のようなお揃いのユニホームの

高校生らしい 100 人近くの学生集団と一緒になったが、台湾とのこのような生と交流が日

常の光景となっているのも 20 年前とは異なった風景だった。 

 

    

  

   

 

 

 


