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参加メンバー 
 

名前 呼び方 所属 

黃淑燕 つばめ先生 東海大学日本語言文化学系教員 

松永稔也 まつなが先生 東海大学日本語言文化学系教員 

陳安 リンゴ 東海大学日本語言文化学系三年生 

楊宜珣 ゆつき 東海大学日本語言文化学系三年生 

許馨仁 Gina 東海大学日本語言文化学系三年生 

林君嶸 マキ 東海大学日本語言文化学系三年生 

徐于茹 ルル 東海大学日本語言文化学系三年生 

盧佳宜 かぎ 東海大学日本語言文化学系三年生 

黃瑜淓 よしこ 東海大学日本語言文化学系三年生 

謝逸懷 キラ 東海大学日本語言文化学系三年生 

 

 

 

７∕２５、華僑総会‧撮影 
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前書き 

東海大学日本語言文化学系 

    黄淑燕 

 

 

2011年神戸ツアー 

 

 

 今年はやめようかなとも思っていた。が、宿泊の予約をどうしましょうかと

聞かれて、お願いします、と思わず言ってしまった。心的には行きたがってい

ることだね。 

今年もすっかりおなじみの移民センターから始まり、華僑総会、華僑博物館、

鷹取教会、高仁鳳さん、藤井幸之助さん、そして祐介君もいる阪大で二回目と

なる広田先生のご講演。夜には杉原先生も駆けつけてくださった歓談。毎年の

ように、今年も誂えたような意外な出会いの連続だった。 

去年大変感銘を受けた人権博物館は、今年はかの橋下知事のおかげで豹変し

てしまった、また、建国百周年でどのように変貌を見せてくれるのかと胸を躍

らせて期待していた孫文記念館はひっそりしていた。 

比較的計画性の薄い今年のツアー。異人館にある華僑総会、連絡が遅すぎた

ため、建物だけの見学となった。同文学校も其の門を得て入らざる（不得其門

而入）。去年校長まで出てきてずっとお話をしてくださったのは本当にめった

にない全くの偶然だったなと改めて実感した。 

 

週末ならいつも賑わっている鷹取教会のカフェは、平日のため、人影もなか

った。でも、またそのおかげというか、ゆっくりと鷹取教会再建に携わった川

福さんにその建物の意匠を紹介していただくことができた。ペーパードームの

面影を残しつつ、一日の光りと影の移り変わりも演出させつつ、方々から寄せ

てくれた材料を無駄なく大事に大事に使い、寒すぎず暑すぎずに省エネのでき

る建物。この建物に様々な方の思いが寄せられ、つめられていることは、椅子

の引っ掛けなど細かいところにもあまねく心配りが行きわたっていることか

ら、ひしひしと伝わってくる。また私たちの突然の来訪に「あれ？」と言う金

千秋さんは二階のベランダから、昼のラジオ出演はいかが？と。緊張と喜びが

走る学生たちの「え？！」が微笑まれる。 

 

 

いつも笑顔が温かい松原さんを見るたびに、帰って来た！と実感する。 
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松原さんは日本に来て 23年で、神戸に移って 13年。来たばかりで日本語が

まったく分からなかったとき、娘さんと二人で、小学校入学式という日本語ば

っかりの仰々しい環境にいきなり投げ込まれる。ブラジルから来たばかりなの

に、日本式の正装のスーツで参加しなければならないと言われたまま、ハイヒ

ールで親御さんとして参列している。そんな松原さんを前に、娘がパニックっ

て突然泣き喚く。松原さんも壇上で何が行われているのかわからない。母親と

して娘と一緒にパニックるしかなかった。そういうことを淡々と目を潤しなが

ら、松原さんが言うのである。 

今回は計画性がない割に、お話も聞けて、子どもとたちの授業にも参加でき

た。（燕は野暮用でほんの 10分間しかいられなかったのだが、夜の反省会で

いろいろとお話を聞くことができた。）子どもたちの故郷、南米、どんなとこ

ろなんだろう。311以降、関西だが、外国人だからと何か言われていないのか

な？災害時だけに見えてくる外国人の存在、ぞっとさせられる想像だが、日本

特有のものなのだろうか。台湾はどうなるのだろう？ブラジル、機会があった

ら、ぜひ行きたいものだ。 

孫文記念館で見られなかった孫文記念館館報「孫文」6号を華僑博物館で発

見した。2010年 10月 31日兵庫県公館における辛亥革命百周年プレシンポジ

ウムについて報道されている。参加者 300名を上回る盛会とのことだった。8

ページの館報を年二回刊行している。7月末に刊行する 7号目はまだできてい

ないためか、7月 26 日に孫文記念館に行ったが、2011年 7月刊行の 7 号のう

ちの一枚「辛亥革命 100 周年記念企画について」のコピーしかもらえなかった。

それによると、シンポジウムや特別展や講演会は 11月から 12月にかけてやる

ようである。今回は早すぎた訪問ということになったんだね。 

それにしても入場料だけでは絶対まかなえないこの記念館は、専属研究員ま

でおいている。一体何で切り盛りしているのだろう。 

華僑総会も一日ハイキングを企画したり、団体で 10月 10日国慶節に台湾に

帰るんだと去年は言っていたのだが、人が集まらなくて中止となったそうだ。

それもそうだね。大統領選がまじかなので、批判を恐れているのか、台湾の建

国百年も気が抜けるほど活気がなかった。ましてや長年海外にいる華僑、それ

ぞれの日々の生活もあることだし、どこからも働きかけがなければ、わざわざ

遠い故国の建国 100年などセンチメンタルなことのために何かをする、なんて、

腰が重くてなかなか上がらないのかもしれない。 

ところが、じゃ、孫文記念館はなぜやっていられるのだろう？細々そうなの

に急に図太く見えた。 
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人権博物館、一番がっかりしたところ。ここだったら、学生に体で感じられ

るほど差別を語ってくれると思っていたのに、まったくの変貌振り！かの橋下

知事様が差別など大阪の暗い面ばかり見せてもしかたがないから、大阪には世

界に誇る明るい面がたくさんあるから、ともっともらしい理屈を並べ立てて、

帰らせたそうだ。が、大阪を明るく立派に見せている博物館はいくらでもある

から、わざわざ人権博物館まで明るい面ばっかり見せることないだろう？実際

は「命の大切さ」みたいなものを小学校の子どもも楽しめるようなものを凝っ

て見せていた。小学生じゃないから、そのぐらいのことは、ここまで足を運ば

なくても知ってるわい！とけなしたくなる。小学生を対象にする博物館など、

多いよね。なんて小学生を教育したがるのかな？世界を悪くしているのは大人

なのに。小学校で学んだ正しいことを大人になっても裏切られないこと、どの

ぐらいあるのかな？ 

 

広田先生は 311の福島核災を通して差別を見た。そんな中で台湾の原発第 4

工場建設の予算追加 140億を 2011年 6月 13日に通した。1982年試行的に 110

億から始め、正式には 1697億で原発第四工場建設が始めたが、調べてもつじ

つまが合わない何回かの予算追加が重ねられ、この 140億追加で、2737 億と

なった。そして 2012 年 2月 17日、563億元追加で今は総額 3300億元となっ

ている。今後も追加続けそうな気がする。それにしても、本当に建つのかな？

そこで本当に運転されたら、どこに逃げ出せばいいのだろう？！ 
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日程 

 

7 月２４日（日） 

桃園空港出発、関西空港到着、神戸に移動 

宿泊：甲南大学平生記念セミナーハウス 

7 月２５日（月） 

異人館界隈、南京町、華僑総会 

 

７月２６日（火） 

孫文記念館、華僑博物館、 

移民文化センター見学、松原さんのお話 

７月２７日（水） 

人権博物館、大阪大学 

広田まさき先生、近代日本の差別についてのお話 

７月２８日（木） 

在日コリアン関係 

生野地域、高仁鳳さんのお話 

７月２９日（金） 

甲南大学 

 

７月３０日（土） 

鷹取教会 

移民文化センター見学 

７月３１日（日） 

甲南ミーティング 

 

８月１日（月） 

関西空港出発、桃園空港到着 
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Day１記録と感想 ７月２４日（日） 

宿泊：  六甲 御影 岡本

甲南大学平生記念セミナーハウス ―○――○――○―       

 

 



 

 

 

 

 

 

今回は私の初めての神戸ツアーだ。

泊まっているところで小さいパーテ

ィーを行われた。小畑さんと一緒に 

A クラスの授業の内容をちょっとだ

け相談した。そして、いろいろな料

理を食べた。中畠先生を準備した料

理も食べで、とても美味しかった。

初めて神戸へ行くって、こんなに大

きい歓迎を受けて、とても楽しかっ

た。さらに、ゆかと日本のスーパー

へ行く、食べ物を買い、いい経験と

思った。 

    在住的地方舉辦了一個小小的歡

迎會，還跟小畑さん討論了一下 A 班

的課程，還有很開心能吃到中畠老師

做的食物，真的很好吃。第一次到神

戶就受到了這麼大的歡迎，真的很開

心。而且跟ゆか一起去日本的超級市

場買東西，第一次進去的時候對每樣

東西都感到好奇，每個東西都想好好

的看看。 

 

 

 

 

【 キラ 】 

                            【 かぎ 】 

 

初めて海外へ行ったから、何を見

ても目新しいです。電車を乗る時に

興奮すぎで切符を取ることが忘れて

しまった。本当に恥ずかしかった。

しかし、中畠先生たちが用意した食

事は私に再び生きさせて来て、本当

においしかった。 

第一次出國不管看到什麼都是新

奇不已，興奮到搭電車時車票忘了

拿，真的好丟臉。不過，中畠老師他

們準備的餐點讓我又復活了過來，真

的好好吃。 

 

 



 8 

 

 

 

今日は日本に来た第一日。関西

空港に到着したから、つばめ先生と

ゆかさんに会った。彼らはわたした

ちを連れてバースを乗った。そして、

三宮駅に到着した。わたしははじめ

て日本の新幹線に乗るので、チッケ

ドを使う方もわからない。最後、無

事にわたしたち日本で泊まった平生

記念セミナーハウスに到着した。一

日で乗ったので、疲れた。しかし、

先生はわたしたちに歓迎会を用意し

た。楽しかった、そして明日くるの

を楽しみにしていた。 

今天是來到日本神戶的第一天，

首先到了機場後，見到了淑燕老師和

ゆか，他們帶我們搭巴士到三宮車站。

然後到了三宮車站。這是我第一次搭

乘日本的地鐵 連車票都不太清楚，不

過還是順利到達我們在日本住宿的平

生紀念館了。 

今天一整天幾乎都在搭車，覺得

很累，不過甲南大學的老師幫我們準

備了歡迎會，有很多好吃的東西，還

是覺得非常開心，也很期待明天之後

的行程。

 

【 ゆつき 】                     【 よしこ 】 

中畠先生と甲南の学生たちはパー

ティーを行ってくれた。私は初めて

そんなに大きないなり寿司を食べた

（笑）。食べる量が小さくなったので、

料理を残してしまった。 

    中畠老師跟甲南的同學們為我們

準備了歡迎會。我還是第一次吃到那

麼大的稻荷壽司(笑)。只可惜食量變小

了，讓料理還剩了不少。 

 

這天當我們抵達這次神戶之旅要住宿的平生記念セミナーハウス時，雖然已

過了晚上六七點，肚子也有些餓了，但仍不影響我們興奮愉快的心情，因為在那

裡，甲南大學的中畠先生及幾位同學已準備了溫馨的歡迎會在等著我們，在中畠

先生和同學們親切熱情的招待下，讓我們忘記了第一天旅途移動的疲累及緊張感，

也讓我們在輕鬆愉快的氣氛下度過我們在神戶的第一個夜晚。感謝中畠先生和同

學們為我們準備了許多好吃的料理。 

 

【 マキ 】 
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午後、関西空港に到着しました。

そして、甲南大学のゆかは皆を連れ

て宿泊地に行きました。宿泊地の甲

南大学平生記念セミナーハウスで歓

迎会を行いました。皆はチャットし

ながら美味しい食べ物を食べて、甲

南大学の学生と一緒に甲南日文營と

いう活動の授業する内容を討論しま

した。歓迎会の後、淑燕先生と松永

先生と一緒に明日のスケジュールも

討論しました。今晩の晩ご飯は豊富

であって、とても美味しかったです。

中で、甲南大学の中畠先生が自分で

作る料理もあります。甲南大学の皆

さんに、私たちのために準備するの

は本当にありがとうございました。 

 

    下午到達關西機場時，就由甲南

大學的同學ゆか帶領著大家搭車前往

住宿地點，到了住宿地<甲南大学平生

記念セミナーハウス>後，進行了甲南

大學為我們辦的歡迎會，大家吃著美

味的食物，有說有笑，也和甲南大學

的同學討論甲南日文營所需要的授課

內容，會後也和淑燕老師和松永老師

討論明天的行程，今晚的晚餐很豐盛，

感謝甲南大學的中畠老師親手做的餐

點，也感謝甲南大學為我們所準備的

一切。 

 

 

【 ルル 】      

                  【 Gina 】 

 

午後、桃園空港で飛行機を乗って、

大体午後 4時ごろ関西空港に到着し

ました。後、甲南大学の学生が私達

を今回の宿泊地「甲南大学平生記念

セミナーハウス」に連れて行きまし

た。あそこで歓迎会が行っていて、

中畠先生が作ってくれた食べ物を含

めて、たくさんおいしいものを食べ

ました。ものを食べた後、甲南大学

の学生と授業の内容についてちょっ

と話し合って、みんなと一緒に初め

て日本のスーパーに行きました。今

日は本当に楽しかった。 

搭乘中午的飛機從桃園機場起飛，

在下午 4 點左右到達關西機場，之後

由甲南大學的同學帶我們去這次的住

宿地點「平生記念セミナーハウス」。

在那裏舉辦了一個歡迎會，吃到許多

好吃的東西，包括由中畠老師所做的

食物。吃完東西後，和甲南大學的學

生討論甲南日文營的課程內容，以及

在他們的帶領下，第一次去逛了日本

的超級市場，今天過得相當開心。 
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Day２記録と感想 ７月２５日（月） 

元町 三ノ宮 灘 

―○――○――○― 

北野異人館界隈 

 

異人館は山坂の上で建てるの建物

だ。そして、異人館はお金持ちとか

有名な人とか住んでいるところだ。

ここの建物は日本式と違い、西洋式

の建物だ。以前、もっど山坂の上に

住んでいる人はもっどお金持ちだ。

風見鶏の館の近くにある日本式の神

社を見た。それは北野天満宮だ。こ

の光景を見て、とても不思議だと思

った。 

    異人館是建在山坡上，而且異人

館都是有錢的人住的。在這裡看到了

很多不同於日式的建築，是西方的建

築物。而且越往山坡上面居住的就代

表越有錢的人。而在風見雞館旁邊佇

立了一座日式的神社─北野天滿宮，

讓我覺得跟這個區域好不搭，有種突

兀感。 

 

 

                  

【 マキ 】                       【 かぎ 】 

 

北野異人館一帶是我這次旅途中很喜歡的地點之一，這附近留有大約在日本

幕末到明治時期在日本的外國人所建造居住的建築，這一間間的西洋式建築，一

條條充滿異國風的街道，真的非常吸引喜歡欣賞各地建築物和都市景觀的我的目

光，尤其是當我爬上北野天滿宮的階梯後往外看，日本傳統的神社建築擺飾、旁

邊風見雞之館屋頂上的公雞測風儀、遠方港口的現代高樓建築，當三者一起同時

出現在同一畫面中，真的有時間變遷的感覺。但這些美麗景色的背後，也藏著不

少歷史故事及「差別」的議題，這裡是一個值得細細觀察品味的地方。 
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【 ルル 】 

 

  異人館の地域は異国の感じを満た

していて、古いヨーロッパ式の街も

人に本当にヨーロッパにいるみたい

感じもあります。これらの建物と近

くの日本式の建物と比べると、強烈

な対比を出します。北野天満神社は

異人館の地域の中にもあって、外観

を見て、歴史が長い神社です。位置

なので、神社から神戸港まで、全部

の建物ははっきり見えます。お祀り

している天神様が学問の神様という

こともあって、学業成就を祈願に来

社される人も多いです。そして、こ

の日に祭典があるので、日本の祭典

の伝統服装を見ました。 

    異人館一帶充滿著異國風情，且

古意盎然的歐風街道讓人有置身於歐

洲的錯覺，這些建築對於鄰近的日式

建築產生了一種強烈的對比。北野天

滿神社也佇立於在異人館這一帶，從

外觀看起來是間歷史悠久的神社，也

因為神社的位置，可以一覽北野一帶

的建築，甚至於神戶港。這間神社供

奉的是日本學問之神，在那有許多關

於學業或考試合格的御守或和許願

籤，而在這天剛好有祭典要進行，我

們很幸運地目睹到日本祭典裡的傳統

服飾。 

 

 

 

【 ゆつき 】          

 

この一帯の店はとても綺麗な。萌

黄の館と風見鶏の館を参観しかった

のは、惜しかった。周りを歩いただ

けだ。でも、北野天満宮をよく見た

（笑）。ここから海が見えて、景色が

良かった。ちょうど祭りにあったが、

予約した人だけ見られるみたいだっ

た。 

    這附近的店都好漂亮啊！可惜萌

黃之館、風見雞館都沒有進去參觀，

都是在外面繞繞而已。反倒是北野天

滿宮逛的還滿仔細的（笑），從這裡看

的到海，景色很好。剛好今天有祭典，

不過好像只有預約才能觀看，真是可

惜。 
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異人館一帯の建物と街は異国の風

情が溢れています。私達は「萌黄の

館」という建物を見に行きました。

「萌黄の館」の見た目は高雅な薄緑

で、中に入ると、静寂で穏やかな雰

囲気が漂っています。この建物の近

くに、この辺りの建物のスタイルと

は違う建物があって、北野天満神社

といいます。この北野天満神社は、

学問の神様．菅原道真をお祭りして

います。そして、この神社は高いと

ころにあるので、周りの景色が見下

ろせます。 

異人館一帶的建築與街道洋溢著

一股異國風情，我們去參觀了其中一

棟建築物「萌黃之館」，它的外觀是

呈現高雅的淡綠色，而走進內部則是

讓人感受到寧靜悠閒的氣氛。在它的

附近，還靜靜的佇立著一個明顯與這

區風格相異的建築物－北野天滿神

社，它主要是供奉日本學問之神菅原

道真，此外，由於這間神社位於高處，

因而能俯瞰下方，將附近景色盡收眼

底。  

 

 

 

【 Gina 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阪神大震災で落下した 

煙突の姿↓ 
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華僑総会 

 

 

 

【 かぎ 】 

 

初めて異人館の近くの華僑総会へ

行った。華僑総会も西洋式の建物で、

中を参観した。でも、はどんな人が

ない。その上、あまり使いの感じが

あったど。ドアに上でとても小さい

番地があった。先生はたぶん政治の

原因のためと言った。けばけばしす

ぎないのためだ。 

    第一次到位於異人館附近的華僑

總會，裡面感覺沒什麼人，而且也很

少使用的感覺。還發現華僑總會的門

牌做的很小，聽老師說大概是因為政

治因素，不想要太張顯自己，所以才

掛的這麼小。 

 

 

【 ルル 】 

 

  華僑総会は華僑にとって大切なも

のです。華僑と華僑の感情、華人の

文化、伝統の伝承のため活動を企画

し実行します。それ以外に、印象が

深いのは会館の側の事務室です。中

で台湾の毎期の大統領の絵像があっ

て、任期の順番で壁に掛けてありま

す。そのため、ちょっと感動しまし

た。 

    華僑總會對於華僑貢獻之多，也

強力的推動並加強使華僑之間的情感

能夠更加的篤厚，鞏固華僑社會之間

的凝聚力。此外，令我印象深刻的是

位於會館旁的辦公室，竟然有台灣歷

屆總統的掛像且按照上任順序高掛於

牆上，為此有所感觸。 
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【 ゆつき 】 

 

百年の建物の中に座って、この建

物の歴史を聞いた。ぎいぎいと鳴る

木の床を歩きながら先生の意見を考

えた。もしここで何かをしたら、放

置する感じがないかな。よく利用し

なければ、もったいない。 

坐在百年建築裡，聽著老師解釋

這棟建築的歷史。走在會吱嘎作響的

木頭地板上，想著老師的建議，如果

這裡可以再做些什麼規劃，就不會有

被閒置的感覺了吧？不好好利用的

話，真的很可惜。

 

 

【 よしこ 】 

 

北野で多くの外国人は住んでいる。

ヒンドゥー教の機構もある。そして

華僑総会に到着した。そこを発見す

ることが難しくて、看板も小さい。

そこに入るから、あまりきれいじゃ

ない。ここは人が少なくようだ。 

 わたしも南京町を散策した。そこ

に多くの中国人がある。中国の色彩

の商品も売る。とくにタピオカで作

るもの がいっぱいある。しかし、台

湾のタピオカより、あまりおいしい

じゃない。今日神戸で様々な外国の

色彩を見たので、目新しい！ 

北野一帶有許多外國人住在這

裡，我們甚至看到有印度教的神殿在

那邊。之後到了華僑總會，這裡感覺

相當的隱密，而且招牌很小。到了裡

面也感覺不太乾淨的樣子，好像很少

人會去那裡。 

我們也去逛了南京町，那裡有很

多的中國人，也賣了許多中國風味的

東西。甚至隨處都可以看到珍珠做的

東西，雖然那裡的珍珠比起台灣還是

不太好吃。不過，今天在神戶發現了

許多外國風味的東西，覺得很新奇。 
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【 Gina 】 

 

 

華僑総会は華僑から華僑社会に至

って、色んな貢献をします。華僑総

会に入る時、番地を見て、この大き

さにちょっと驚きました。この大き

さは見落としやすいと思います。こ

れ以外、華僑総会の見た目と内部の

飾りつけはかなり西洋化です。この

建物を建てるのはドイツ人そうです。 

華僑總會對於華僑乃至於華僑社

會做出了諸多貢獻，而在剛進入華僑

總會時，那門牌的大小著實讓人有些

訝異，因為它的大小很容易就讓人將

它忽略掉，至於華僑總會的建築及內

部裝潢均相當西化，據說這棟建築物

是由德國人所建造的。  

 

 

【 キラ 】 

 

 

裏山での屋敷はほぼ古跡として記

入した洋風の家です。それに、たく

さん番地札におく中国の氏名も気付

きました。とてもおもしろかったと

思います。私は華僑総会がその隣の

トトロでの古い屋敷に似ていると感

じました。華僑総会はもっと高級で

すけど。華僑総会を観覧した後は自

由時間です。大阪の天神祭りへ参加

に行きました。JRに乗って大阪の天

満宮に降っ他と、お祭りの雰囲気が

しました。両脇がいろいろな屋台店

があって、天満宮への道も黒山の人

だかりでした。 

後山的房子周圍大多是列入古蹟

的洋房，另外在門牌上也看到了許多

中國姓氏，非常有趣。華僑總會給我

的感覺就像是豆豆龍中的那座古老的

房子一樣，雖然他比較高級。在參觀

完華僑總會之後是自由時間，我們前

往大阪去參加天神祭。在 JR的大阪天

滿宮站下車，祭典的氛圍就迎面而

來。到路的兩旁有著各式各樣的攤

販，前往天滿宮的路上也是摩肩擦踵

好不熱鬧。 
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Day３記録と感想 ７月２６日（火） 

朝霧 舞子 垂水 

―○――○――○― 

孫文記念館 

 

 

孫文記念館はまた移情閣と称す。

これは日本で唯一の孫文さんを記念

するの博物館で、西洋式の建物だ。

記念館の中の展覧の内容は孫文さん

の一生と革命の事績がいる。また、

特別に孫文さんと神戸の関係を紹介

した。ここでその時、孫文さんが使

って家具と環境などを見ることがで

きる。 

 

孫文紀念館又稱之為移情閣，這

是唯一一間在日本紀念孫中山先生的

博物館，是棟西洋式的建築。這裡的

展覽內容除了孫中山先生的生平，革

命事跡外，還特別的介紹了孫中山先

生與神戶的關係，例如幾次到神戶，

在此做了哪些事，還有日本是如何報

導孫中山先生的。裡面還可以看到當

時孫中山先生住在此的家具擺設等等

的環境。 

 

【 かぎ 】                      【 ルル 】 

 

孫文は台湾の建国の父であるが、

日本では彼が尊敬されている偉人で

す。それはちょっとびっくりしまし

た。そして、孫文記念館で彼が使用

した家具や一生の歴史や貴重な文献

と写真が展示されています。もとの

様子をみんなに現れます。 

孫文是台灣的國父，但沒想到在

日本竟也是如此受尊敬的偉人。在孫

文紀念館裡，展示了許多關於孫文的

一生事蹟、歷史、家具和重要文獻等

等，文物保存的相當完整，將最原始

的一面呈現給大家。 
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【 ゆつき 】 

 

館内に孫文の肉筆の書道などのものが展示されている。当時孫文は日本に訪

ねた資料もある。景色がとても良い所で建てられたな。記念館の窓から明石海

峡大橋と淡路島が見える。でも、時間が足りないので、この辺でゆっくりと歩

けなかった。残念だった。 

館內保存了國父的真跡，及介紹了當時國父在日本活動的情形。紀念館真的

是座落在景色相當好的地方，從窗外望去的就是明石大橋及淡路島，不過沒有時

間好好逛一逛這一帶有點可惜。 

 

 印象は一番深いのは移情閣 (孫文

記念館 )の隣の明石海峡大橋ときれ

いな海です。移情閣より私は明石海

峡大橋にもっと興味があります。 

印象最深刻的是移情閣(孫文紀念

館)旁邊的跨海大橋以及波光凜凜的海

洋。比起孫文紀念館，我對於明石跨

海大橋更有興趣。 

【 キラ 】            【 マキ 】 

 

  其實，在參觀孫文記念館之後，發現到國父孫中山和日本的關係比我原先想

的還要密切，也受到某一個程度的重視，且被稱為中華民國國父的孫中山的理念

也對整個東亞產生許多影響，例如大東亞共榮圈。孫文記念館（移情閣）所在的

舞子公園周圍景色優美，緊鄰雄偉的明石海峽大橋，公園的鮮綠草地配上藍色的

海，是個美麗的景點。 
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【 Gina 】 

 

孫文記念館は移情閣とも言います。

日本にはこの記念館があることを初

めて知った時、ちょっとびっくりし

ました。この記念館にはたくさん孫

文に関する歴史文物、文献資料など

のことを展示しています。他には、

孫文自身のことや彼と日本、神戸の

間の歴史淵源の紹介もあります。  

孫文紀念館又稱移情閣，當知道

日本有這個國父的紀念館時，心中有

些訝異，在這個館內有展覽許多與孫

文相關的歷史文物、文獻資料等，以

及對於孫文本身以及他與日本、神戶

間的一些歷史淵源的介紹。  

 

--------------------------------------------------------------------- 

神戸 元町 三ノ宮 

―○――○――○―  

華僑博物館 

旧居留地の近くは華僑博物館があ

る。同じく華僑の集中するところの

近くにある。華僑博物館に入って、

たくさん華僑に関するものを見た。

例えば、華僑は日本に来て、持てい

る中国のものがある。小学校の習作

の本とか、理髪店が必要なさみだ。

そして、以前の南京町大通りがどの

ように計画を立てたの紙を見ること

ができる。カラーの切り紙細工も見

た。 

 

    華僑博物館位於舊居留地附近，

也在華僑聚集的地方附近。一進到華

僑博物館就可以看到許多有關於華僑

移民到日本所帶的東西，或之後所使

用東西，例如小學的習作本，開理髮

店的剪刀。而且還可以看到以前南京

町的街道是如何規劃的。還看到了做

工很細的剪紙，甚至連彩色的都有。 

 

【 かぎ 】 
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清朝末期から中華民国初期までの

移民史を聞きながら、破損がある資

料を見ていて、その頃の神戸へ移民

していた人々がどんな気持ちを持っ

ていて、手続きをしたことを想像で

きました。 

一邊聽著從清朝末期開始到民國

初期的移民史，一邊看著已經多有破

損的文本紀錄，能夠想像得出當時移

民到神戶的那些人是抱著怎樣的心情

以及如何辦理手續。 

 

【 ルル 】                       【 キラ 】 

                              

この博物館は神戸華僑の生活と歴

史についての文物と文献を展示して

います。副館長の林さん（林正茂）

も華僑で、自分からの経験を説明し

てくれました。だから、私達はよく

分かりました。 

這個博物館則是記錄了有關華僑

在日本的相關歷史和發展，副館長林

正茂先生也是位華僑，他非常仔細地

為我們解說，有時候也會以自己的例

子來為我們說明，這讓我們能更深切

地去了解事情是如何發展的。 

 

 

這天來到外國人居留地一帶的華僑博物館，華僑博物館空間雖然不大，但裡頭存

放著許多珍貴展品，每樣都是在述說中國人與日本人交流的重要歷史，展示華僑

們在日本的生活，我認為這真的是很難得的博物館，應該很少有博物館那麼專門

的介紹華僑的世界，我們也透過華僑林先生的詳細解說，伴隨著許多貴重的文物

文獻了解到在日華僑這段比較少為人知的歷史部份。 

 

 

【 マキ 】 
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【 ゆつき 】 

 

「華僑と華人が違うよ」と館員さ

んはそう言ったとき、頭がちょっと

混乱した。でも、簡単に言えば、居

住国の国籍を持っているか持ってい

ないかということだな。見学で一番

印象を残しているのは「三つの刀」

だ（九つの刀という台湾の作家を思

い出す）。「三つの刀」とは包丁、は

さみ、剃刀のことだ。海外へ移民す

れば、この三つの刀は重要な生活道

具で、職業と言えば、料理人、仕立

屋、床屋だ。技術を持っている人は

外で生活しやすいということだな。 

聽館員說華僑與華人是不一樣

時，我突然有些搞混，但簡單來說就

是國籍的不同。在參觀過程中我最印

象深刻的是「三把刀」（聯想到作家九

把刀）。「三把刀」指的是菜刀、剪刀、

剃刀，是移居海外時的謀生工具，也

分別指的是廚師、裁縫師，及理髮師。 

 

 

 

 

 

  

   

 華僑歴史博物館に入ると、頭を上げ

て、目に映すのは「落地生根」四字

が書いてる扁額です。華僑歴史博物

館の中で華僑社会の発展歴史、文物

などを展示しています。例えば、神

戸中華同文学校の歴史発展沿革紹介

や当時が使っている教科書。他の展

覧物には剪紙などもあります。その

展覧物の中で、一番印象が深くのは

無数の字で描いた孔子の画像。 

在進入華僑博物館參觀時，一進

去就看到了一個匾額，上頭寫著「落

地生根」這四個大字。華僑博物館館

內介紹展示了華僑社會的發展歷史以

及一些文物，例如，神戶中華同文學

校的歷史發展沿革及他們當時所用的

教科書與作業簿等。其他的展示還有

像是剪紙等等，其中，令人感到印象

較為深刻的就是一幅由無數小字所描

繪而成的孔子畫像。  

   

 

【 Gina 】 
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海外移住と文化の交流センター 

 

 

 

 

 

 

 

【 かぎ 】 

 

海外移住と文化の交流センターで

日系のブラジル人が日本に来るいく

つかの関連している背景を調べて、

了解した。日本人がブラジルへ移住

する関連の設備も見学した。またブ

ラジルのコーヒーを飲んで、ブラジ

ルのコーヒーは普通のと違う。甘い

だと思った。午後、子供たちが海外

移住と文化の交流センターである授

業を見学した。彼らと会って、彼ら

がすべてとても明るく、元気だと感

じた。 

在移民文化中心大致上瞭解了有

關日裔巴西人來日本的一些相關背景

也參觀了當初日本人移民巴西的一些

需要做的相關設備。還喝了巴西的咖

啡，巴西的咖啡跟一般的不同，不需

要加任何糖就帶有甜味了。 

    下午參觀了孩子們在移民文化中

心上的課程，也跟他們做了接觸，覺

得他們都好活潑開朗，而且看到他們

因為來這裡上課、交流，所以認識了

不同年紀的人，而且玩在一起。 

 

【 ルル 】 

 

南米系日系人を中心とした南米系

日系人について歴史を紹介している

海外移住と文化の交流センターの中

で、一番印象が深いのはこの建物の

内部設計です。その設計は船倉の内

部の構造で建ちました。それは在住

外國人にもっと安心に活動を参加し

て学んで、安全感と帰属感をもてい

るために建った建物です。ここに在

住外國人の子供に対して、母語の教

育や母国の習慣と文化の授業もあり

ます。 

在以南美系日系人為主題，介紹

南美系日系人相關歷史的移民文化中

心裡，我覺得很用心的地方是此建築

物的內部是以船艙內部的構造來建造

的，主要是為了讓這些在住外國人能

夠安心地在這進行活動、學習，重拾

以前長期在船艙中生活的感覺，相對

於一個不熟悉的環境中，喚起當時的

安全感與歸屬感。在此，對於這些在

住外國人的子女們，也有進行母語教

學以及母國的習慣和文化學習等等的

課程。 
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【よしこ】 

 

海外移住と文化の交流センターは

わたしが神戸ツアーで一番好きな日

程かもしれない。子どもが好きなの

で、特にセンターのブラジル人の子

供たちはとてもかわいくて元気もい

いだ。わたしたちは名前が DAIGOの

子供としゃべった。最初から、その

ところが喧しくて DAIGO の言うこと

はあまりわからない。さらに、わた

したちが何も言わない状況もあった。

そのとき、わたしは突然に彼は男の

子でブラジル人だから、「好きなス

ポーツは何ですか」と聞いた。果た

して答えのはサッカーで、そのうえ

好きなサッカー員はブラジル人の

CACAだ。わたしもサッカー試合を見

たって、ちょっと彼と話しできた。

うれしかった！ 

    移民中心或許是我最喜歡的地方

吧。因為我也很喜歡小孩子，尤其移

民中心的小孩也相當的可愛而且很活

潑!我們先和了一個移民中心的小孩子

聊天，他的名字叫做 DAIGO。一開始

因為太吵的原因，還要他回答了好幾

遍覺得有點不好意思。 甚至接下來不

知道該問什麼比較好，就安靜下來

了。但我突然想到他是男孩子又有巴

西的血統，於是問他你喜歡什麼運動

呢，果然回答是足球!而且他喜歡的足

球員也是巴西人的卡卡。剛好我也有

看足球，就能和他有所回應了。很開

心! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑松原さんのお話をうかがっている 
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【 リンゴ 】  

 

 

神戸はさまざまな外国人が移住したところである。なぜ神戸を選んだでしょ

う。その原因は昔から神戸が日本で最も重要な貿易港で、移住することもほか

の地域に比べて移住しやすいのである。ただし、なじみのない国で言葉も分か

らないし、新しい生活を始まるのは非常に大変だと思う。そして、自分を認め

ること、つまりアイデンティティーのことが無視できないことになる。 

 

 海外移住と文化の交流センターへ見学に行くとき、松原マリナさんは彼女の

経験を私たちに教えてくれた。マリナさんは日系ブラジル人で、二十年ぐらい

日本に暮らしている。今は交流センターで日系ブラジル人の子供たちにポルト

カル語を教える先生である。 元々マリナさんは日本語が分からなかった、日

本語は小学生の娘さんと一緒に勉強したという。また、ドラマや大河ドラマな

どを見て日本語を勉強する。ですが、今でもマリナさんはドラマが伝えたい意

味やシンボルが理解できない場合もあると言った。言語はペラペラになったと

はいうものの、言語が生まれた文化などを詳しく知らなければ、ちょっと残念

と思う。ところで、マリナさんは言語はとても重要なものだが、交流の上で使

わないと、意味もないと言った。私もそう思う。台湾の学生たちは、小学校か

ら英語を勉強し続けている、どの学生も十年ぐらい英語を勉強したが、英語で

話せるようになる人は非常に少ない。それは台湾の学生にとって、英語は交流

するツールではなく、テストや学力試験のために勉強しなければならないもの

である。日常に英語を使わず、試験のときしか使わない、もちろん勉強した効

果が低い。だから外国人にあったら、交流もできない。 

 

 私、英語があまり好きではない。そして台湾人や中国語を分かる華人にとっ

て、沢山漢字がある日本語はほかの言語に比べて学習しやすい。しかし、多く

の専門語は英語や外国語からカタカナを書く、もし英語が分からないなら、専

門語の意味もわからない。だから、英語が嫌いな私は英語の大切さを感じした。 

言語は大切、そして交流するために使うのは正しい使用方法だと思って、一つ、

二つ言語を分かるだけではまだ足りない、できるだけ様々な言語を勉強する、

そしてこれで交流する、その結果、様々な人と情報や文化についてのことを交

換できるし、自分の考えも広くなる。馴染みのない国に暮らしているのは大変

なんだが、その困難をチャンスとして見ると、いろいろな体験や貴重な経験を

させてもらったことはとても珍しいと思う。 
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Day４記録と感想 ７月２７日（水） 

大正 芦原橋 今宮 

―○――○――○―  

人権博物館 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権博物館へ行く途中で今度泊ま

っているところと大きいな違う景色

が発見しまった。人権博物館の一帯

の環境が泊まっているところより汚

いと感じた。 

人権博物館の中へ入っていく後で、

私のもとを想像した人権博物館とぜ

んぜん違うと気がつかせた。もとが

中がたくさん人権の展示に関してあ

るものと思って、しかし今すでにほ

かの展覧が多くになった。 

 

在要去人權博物館的路途中，發

現了沿路上的風景跟在這次住的地方

有很大的不同。在人權博物館的這一

帶感覺環境比較不像住的地方那樣的

乾淨，比較髒亂，而且沿路也有看到

請飼主不要讓狗狗隨地大小便的標

語。 

而在進去人權博物館後，讓我發

覺到了這跟我原本想像的人權博物館

完全不一樣，原本以為裡面會展示許

多有關於人權的展示，可是現在已經

變成很多的展覽了。 

 

【 マキ 】 

                            【 かぎ 】 

 

這天到大阪人權博物館一帶，一出車站走在街道上四處都可看到「鼓」的裝

置藝術，從電話亭到路邊長椅等都有鼓的形狀，經老師解說後才明白，這裡以前

是部落民聚集的地方，而這裡大多是從事殺取動物皮的職業，所以這裡有很多製

作鼓的店家，而就在這麼有人權議題的街道中漫步前往人權博物館開始了這天的

主題。一到人權博物館，看到裡面陳列的展示品及解說會覺得很清楚明白，也看

到許多小學生前來這裡做功課報告，讓我想起了台灣的科博館，我們之前也曾有

過這樣做作業的經驗呢。 
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【 ルル 】   

 

 人権博物館の中で性別、人種など

の人権問題を了解しました。この社

会の中でどのぐらいの事件はそっと

行われているか、どのぐらいの人は

そっと救うことができない深淵の中

に陥っているか、或いはその結果は

どのように発生したか、全部は欲求

の尽きることがない人間なので、発

生しています。 

例えば、館内の展覧の中に水俣病

という問題の討論があります。その

問題は地域の問題ではありません。

それは全世界的な問題です。台湾に

はこのような疾病もあります。だか

ら、私達は他の生命をよく考えなけ

ればならないと思います。 

在人權博物館中，了解到性別、

種族等等的人權問題。在這個理所當

然的社會中，有多少事件正悄悄地被

進行中、有多少人正悄悄地陷入無法

挽救的深淵裡、這些慘忍的結果是如

何產生的，追根究底還是我們這些慾

望無窮的人類。 

例如：館內展覽有提到的水俁病

這個問題的探討，這已不是區域性的

問題，是全球性的問題，包含我們台

灣也有這類的問題，在這些成功獲取

利益的人們背後，隱藏了多少個被害

的無辜生命，希望我們能更將心比心

的為同是地球村的同伴們多多想想與

反省。 

 

 

【 よしこ 】 

 

 

今日参加したのは人権博物館だ。

わたしたちそとで太鼓を打つ人の彫

像を発見した。先生はわたしたちに

日本で太鼓を打つ人を尊敬するが、

太鼓を作る人を差別すると言った。

その仕事は身分のいやしい人がする

ことだ。それは不公平のことと思う。

人権博物館に入ったから、その中で

展示するものとわたしが想像するの

はちょっと違うだ。その中で展示す

るのは子どもに対して感じで、多く

の道具がある。あまり展示するテー

マがわからない。しかし、ある解説

員はわたしたちに部落問題を解説し

た。意外に日本でそのような古い問

題がある。びっくりした。 

今天要參觀的是人權博物館。我

們在外面發現了一些打太鼓的人的雕

像。老師和我們說，在日本打太股的

人很受看重，但製作太鼓的人卻是受

到歧視的，那些人可能都是身分卑微

的人才會去做的事情，我覺得這是一

件很不公平的事。後來進去博物館參

觀之後，卻覺得他裡面展示的東西和

我當初想像的不太一樣，裡面幾乎很

像給小孩子看的東西和展示了很多的

小道具。而且有點不知道他的重點在

哪裡。不過後來有一位導覽的先生帶

我們去參觀關於部落名的東西和解

說。聽完之後覺得很不可思議，原來

日本到現在還會存留這種舊時代的觀

念。 
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【 ゆつき 】 

 

芦原橋駅の壁に「人の心を傷つけ

る差別落書をなくしましょう」とい

う標語が貼ってあって、それにちょ

っと驚いた。もうこの辺の歴史を聞

いたが、今までもアピールしている

ことに本当にびっくリした。身分制

度はもう廃止されたのに、現在の社

会にも差別を残っている。 

 博物館の展示が変わったと先生か

ら聞いて、前の光景に好奇心が出た。

自由行動のとき、ある館員さんは私

に話をかけた。留学生ですかと聞か

れた。そして、館員さんはいろいろ

な展示物を紹介してくれた。「交流」

という課題が上達したいので、館員

さんと話をして、本当に嬉しかった。

展示の内容が分かりやすくて、多元

性もある。館員さんたちにも有り難

うございました。特に説明が貼って

ない物を詳しく紹介してくれた。絵

の意味や情報などをたくさんもらっ

た。 

 

我很驚訝在芦原橋站下車時就看

到了有關「不要歧視他人」的標語。

雖然先前就已經聽說這邊的歷史，但

我還是對於現在也還在做宣導的這件

事感到訝異，畢竟廢除階級制度也已

經很久了，但現代社會仍殘存著部分

歧視。 

聽老師說博物館的陳設跟以前不

同，讓我對以前的樣子感到相當好

奇。在自由活動時，有館員向我搭話，

問我是不是來留學之類的，之後很熱

心地向我介紹展區的東西。想要在「交

流」的這個課題上有所進步，所以我

很高興館員先生跟我說話。博物館的

介紹相當多元、明瞭，也很感謝館員

們的解說，不然我真的漏掉了許多地

方，也有很多地方是未特別標明解說

的，單靠自己是無法了解其意義的。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
↑部落解放運動団体–水平社の荊冠旗 
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【 Gina 】 

 

 

大阪人権博物館に行く途中、その

街は想像とは違って、他の街と比べ

ると、そんなにきれいではないと思

います。そして、途中にも「あらゆ

る差別の早期撤廃と人権尊重」など

の標語が見えます。人権博物館に入

ると、館内の展覧は意外と人権に関

わるものはそんなに多くないです。

逆に生物多様性など人権にあまり関

係がない展覧があります。他の展覧

内容については、例えば、子供虐待、

DV 暴力などの主題もあります。これ

以外、館内である撮影展を見て、昔

文学史の授業で見た「血と骨」とい

う映画の中、豚を殺す時の画面が頭

に浮かびました。 

在來到大阪人權博物館前的路

途，並未如想像中和其他日本的街道

一般的整潔，此外，在路上還有看到

如尊重人權廢除歧視等的標語。進到

人權博物館內，館內的展示並未如預

期一般有許多和人權相關的東西，反

而有像生物多樣性等看似與人權沒有

多大關係的展覽，至於其它的展覽內

容還有像是兒童虐待、DV 暴力等主

題。此外，在館內的某一區所看到的

攝影展，讓人想起以前在文學史課上

所看的一部名叫「血與骨」的影片當

中宰殺豬隻時的片段。 
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蛍池 石橋 上田 

―○――○――○―  

大阪大学 ＆ 広田先生の講演 

 

【 かぎ 】 

 

大阪大学のキャンパスは大きいと

思った。キャンパスの中へ入って、

広田先生はすぐ私達を連れて、新し

い建てる建築物を見学した。中は以

前、学校の目標を放して、学生の訓

示の類の文章に対して神棚がある。

このものは以前の校長にとって生命

より大切にした。重要なものだ。聞

く後で、とてもびっくりした。その

後広田先生を聞くから三つの話題だ。

日本人の日本語の教育する問題、原

発事故の問題と宝塚歌劇の問題だ。

その中、原発事故の問題の話題を言

った後に、私に台湾の第四原発発電

所について思い付かせた。あるニュ

ースを見た。、台湾の業者はもし原

発を使わないなら、電気代がもっと

高いと言った。これはまったくあり

得ない。業者はただもっと多い利潤

を儲けたい。 

 

大阪大學的校地占好大的面積，

一進去校園內，廣田先生馬上帶我們

參觀了最新蓋好的建築物，裡面有一

個是以前放類似學校的目標、對學生

的訓示之類的文章的某個像神龕的東

西。聽說以前的校長就算是死也不能

把這個東西被敵人拿走，是比生命更

重要的東西，這是我第一次聽到這樣

的事情，覺得很驚訝。之後就聽廣田

先生說有關於日本人日語教育的問

題、核能發電的問題以及寶塚歌劇的

問題。其中講到核能發電的相關的話

題之後，就讓我想到台灣的核四發電

廠。我記得曾看到某則報導，台灣的

業者講說如果不使用核能發電的話，

電費將會提升很多而且他們一定會做

好安全措施。這簡直是不可能，業者

只是想賺更多利潤才這樣說的，而且

竟然連媒體都這樣報導出來，讓我覺

得太糟糕了。 
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【 ルル 】 

 

 

広田さんと談話の中で「近代日本

の差別」についての議題も話しまし

た。「日本人の日本語教育の問題」と

「宝塚歌劇の問題」と「原発事故の

問題」という三つの問題から分析し

て討論しました。生活の中で具体的

な事例から、事件の結果はどのよう

に発生するかや事件をもたらした原

因は何かを分かりました。 

   在與廣田先師的談話中也談及到

相關的議題<近代日本的差別>，從日

本人的日語教育問題、寶塚歌劇的問

題和原爆事故的問題這三個議題來討

論人權問題，藉由生活中具體的範例

來討論結果形成的背後所有的原因與

因素，來了解事件的來龍去脈。 

 

 

 

【 ゆつき 】 

 

 

広田先生は三つの題目を講演して

くれた。その中に一番興味があるの

は宝塚歌劇団の話題だ。話題に歌舞

伎も述べられて、一方は全部女性で、

一方は全部男性で、それでジェンダ

ーのことも出て来た。あのとき、歌

舞伎の俳優は男性だということを忘

れた。よく考えて本当にそうだった

な。二つとも見たことがないので、

また日本に旅行するとき必ず日程に

入れるね（笑）。 

廣田老師為我們做了三個主題的

探討，其中我對於寶塚歌劇團的議題

最有興趣；問題中也連帶提到了歌舞

伎，一邊清一色女性，一邊清一色男

性，性別的議題探討也隨之而來。我

那時還真的不清楚原來歌舞伎都是由

男性來演出，想一想才發覺真的是如

此。兩者的演出我都沒有看過，不管

哪一個我都很想看看，以後去日本旅

遊時我一定要排到行程裡（笑）。 

 

 

 

【 マキ 】 

 

 

這次真的很高興藉著神戶之旅的機會能到大阪大學參觀，讓我又多到過一 

所大學，大阪大學環境優美，也看到學生們的活力，校園內有許多社團活動的宣

傳，學生食堂裡的電視也播著學生們的影片或學校的宣傳影片，另外，令我印象

最深刻的是學校也重視對於古蹟的維護。真的很感謝広田先生在大阪大學為我們

所準備的課程。 
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【 リンゴ 】 

 

大阪大学の広田先生は私たちに近代日本の三つ差別を教えてくれた。それは

日本人の日本語教育の問題、宝塚歌劇の問題、原爆事故の問題である。その中

で宝塚歌劇の問題は最も興味がある。 

 

 宝塚歌劇団には日本だけではなく、海外でも有名な歌劇団である。なお、「東

の東大、西の宝塚」と称されている。ちなみに、未婚の女性だけの劇団である

ため、男性の役も女性が演じる。宝塚の歌劇はとても素晴らしいだが、団員が

女性だけで構成されているので、「歌舞伎（男性だけで構成されている歌劇団）

の女形は女よりも女らしく演じる」と批判された。その契機で、女性の能力に

ついての問題を深く考えたいと思う。 

 

 昔、女性の能力や身分が低かったのは周知の事実である。ジェンダーの差別

も重視されなかった。それにかかわらず、第二次世界大戦終了後、女性も家を

出て労働できるという運動が再び盛り上がり、「男は外で働き、女は家で育児

や家事などに従事する」という傾向が弱くなっていて、女性が育児や家事など

に専念させられるのは女性差別だという意見が主張されることが多くなった

が、女性差別も消えないと思われる。 

 今、「男尊女卑から男女同権へ」という観念が強くなっているが、現在でも

社会の中で成功している男性は成功している女性より多くいる。例えば有名な

美容師やシェフ達は女性ではなく、男性である。女性は男性と比較して妊娠と

いう特別な能力が持っているので、育児の責任があるはずだと言われる。なぜ

なら、「日経 BPソフトプレス」のエディターの中西佳世子によると育児と仕事

の両立のために女性だけを支援すれば、育児を女性だけに押し付けることにな

ると述べている。 

 

 さらに、現代もし仕事をしている女性に子供ができたら、女性は、自分の 

キャリアを諦めなければならなく、家に戻って育児に専念すると考えられる。 

それゆえ、女性が職場を長く続けることはできない。すなわち職場で成功と呼

ばれるができないことである。だが、それは女性の能力が不足なのではなく、

機会を逃がすだけである。本当に女性の能力が低くなる原因は女性自身にある。

いつか結婚しなければならないので、学業も事業も気にしなくてもいいと考え

ている女性は多すぎる。このような女性は自分が良い母になることしか考えな

いので、育児以外のことに関心を持たない。或は、子供の面倒を見なければな

らないなら、勉強している物理や音楽などが未来の生活に対して意味もないと

考えている女学生は、職場で働くつもりがなくなって、学業もしたくないと思

われる。 
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 結婚して育児をすることは女性に多大な損害を持たしたと考えられる。それ

ゆえ、 中西佳世子によると男女が対等な個人として社会に貢献するためには、 

これまでに機会に恵まれてこなかった女性を支援し、必要ならば男性も支援す

る、と考えることが必要だろうと言われている。当然、女性自身も頑張らなけ

ればならないと思われる。 

 

 宝塚の男役は男らしく、いいえ、完全に男が演じるような気がする。 

男に負けることなく、男に勝る宝塚歌劇団。 

 

 

【 Gina 】 

 

大阪大学に到着して、広田先生は

私達を大阪大学会館を連れて行きま

した。館内は「奉安庫」というもの

があって、このものは建物が改築す

るために、壁を壊す時発見されまし

た。これは教育勅語などのものをお

くためのものです。後、私達は広田

先生の談話を聞いて、先生は日本人

日本語教育、原発事故、宝塚の問題

について、色々なことを話しました。

話を聞いてから今の現状を思い出し

て、中には色んなことは私達とちゃ

んと考えて、反省することがありま

す。 

    

進入大阪大學後，由廣田先生帶

我們去參觀了大阪大學會館，在館內

有一個外觀呈金庫型被稱做「奉安庫」

的東西，它是在建築改建時破壞牆壁

時所發現的，據說是用來放教育敕語

等。在之後，我們去聽廣田先生談論

關於日本人的日語教育、核能發電、

及寶塚歌劇等問題，其中有許多都會

讓我們想到目前的現狀並值得我們去

好好反省、思考。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 

広田先生、講演中 
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夜は居酒屋！！！ 

【 ゆつき 】 

 

 

初めての居酒屋体験だ。先生たち

はお酒を注文して、お酒をあまり飲

まない私はりんごジュースしか注文

しなかった。電車中のポスターある

いは自販機で、日本のどこでもよく

お酒を見られるのだな。印象の中に

サラリーマンはよく仕事が終わった

後、お酒を飲みに居酒屋へ行く。隣

の座敷にはちょうどサラリーマンが

いた。でも、酔って騒いだのは恐か

った。 

  第一次的居酒屋體驗。老師們都是

點酒類，不太喝酒的我只好點蘋果汁

了。不管是電車內的廣告，還是路旁

的販賣機，在日本到哪都很容易看到

酒呢！印象中上班族下班後會去喝個

幾杯，我們隔壁的包廂好像就是上班

族在應酬，不過醉到有點吵鬧讓我有

些嚇到。 

 

 

 

 

【 マキ 】  

 

之前也有到過日本幾次，但這是我第一次來到日本的居酒屋用餐，還是跟老

師們一起，真的是很緊張呢！還好過程中大家聊得很愉快，還在居酒屋裡進行了

這天的反省會，這真是一次很特別的經驗。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ↑居酒屋で晩ご飯、そして反省会！？ 
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Day５記録と感想 ７月２８日（木） 

桃谷 鶴橋 玉造 

―○――○――○―  

鶴橋 

 

 

【 かぎ 】  

 

鶴橋駅に到着して、近くが濃い韓

国の風情をすぐ見えた。そばの店は

ほとんど韓国の物品を売て、食品、

服はまだ用具で、何でもそろってい

た。その後、韓国城に着いて、中も

たくさん韓国の物品を発見した。あ

る店の韓国人は二十年前日本に来た。

私たちは彼女に台湾から着ました大

学生だと言った。でも、彼女は台湾

とタイを間違った。とてもびっくり

しまった。なぜ台湾がしらないだろ

う。 

 

一下鶴橋站馬上就可以看到附近

充滿了濃濃的韓國風情。旁邊的商店

街幾乎都是賣有關韓國的物品，不管

是食物、衣服還是用具，都應有盡有。

之後到了韓國城發現裡面更是五花八

門，而在裡面有一家店的韓國店員二

十年前來到了日本。因為他聽到我們

不是講日文所以問我們是從哪裡來，

我們回答台灣，可是他卻以為台灣是

泰國。這讓我覺得很驚訝，畢竟是同

在亞洲的國家，怎們會不知道附近有

哪些國家呢? 

 

【 よしこ 】 

 

鶴橋は韓国のものがいっぱいある

ところだ。いろいろな韓国の食べ物

や服など商品がある。しかし、元気

がないようだ。きれいじゃないで古

いだ。 

 

鶴橋有許多韓國的東西，有賣了

許多韓國傳統的小吃和衣服等等。不

過那裡感覺有點不太有朝氣的樣子，

也不太整齊不像日本商店街的樣子，

很古老。  
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【 マキ 】 

 

 

一走出鶴橋車站就明顯感覺到跟之前到過的其他地區有很不一樣的風格， 

這裡從車站周邊開始就有著濃濃的韓國風情，店家賣的東西也大多跟韓國有相

關，如泡菜、韓服、還有時下流行的韓國偶像團體的相片及周邊商品等等玲瑯滿

目。同樣是在日本，這裡有著不同的風情，可說是名副其實的韓國街呢。 

 

 

 鶴橋の市場は台湾の伝統市場みた

い。違いはここにキムチを売ってい

る店がとても多いことだ。あとの二

つの商店街で、韓国のアイドルの商

品を売っている店がよく見えた。商

店街に自転車で移動する人が多いな。

よく自転車の乗り手から注意をうけ

た。 

鶴橋市場的感覺就像是台灣的傳

統市場，就差在這裡賣泡菜的攤販超

多。之後的兩條商店街裡也不時可以

看到賣韓國偶像商品的商店。不過商

店街裡騎腳踏車的人真的很多，我們

走在路上時不時被鳴鈴提醒呢！ 

 

 

 

【 ゆつき 】         【 ルル 】 

 

鶴橋地域は皆が知っているコリア

タウンです。ここでは勿論韓国の商

品を売っている店が存在しています。

ここと台湾は少し似ていて、特に市

場の部分です。最近、韓流という潮

流は日本で大幅上昇するので、韓食

や韓服に比べると、韓国のアイドル

の商品を売っている店が多くなりま

す。 

鶴橋商店街一帶也就是我們所謂

的韓國街，當然一定是賣著有關韓國

的商品，整體走了一回後覺得和我們

台灣的形式很類似，尤其是菜市場的

部分，特別有感覺。而最近韓流趨勢

在日本大漲，相對於韓國飲食、服裝

方面，那些販賣韓流周邊商品的店家

也不少。 
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【 Gina 】  

 

鶴橋一帯に行って、別の場所とは

違う雰囲気を感じました。ここの街

は人に一種の衰退感を与えられまし

た。ここの商店街は韓国に関するも

のをたくさん売っていて、この市場

は台湾の市場と似てるような感覚を

感じさせます。それ以外、韓日両語

が同時にあるポスターはとこでも見

えます。 

到鶴橋商店街一帶時，就感受到

和他處不一樣的氛圍，它的街道給人

一種衰頹的氣息。在它的商店街販賣

了許多和韓國相關的東西，而它的菜

市場則給人一種像是來到台灣菜市場

的感覺，此外，隨處可見張貼韓日語

雙語的海報。  

 

 

   

 

-------------------------------------------------------------------- 

高仁鳳さんのお話 

 

【 かぎ 】 

 

着いた後に、高仁鳳さんと奥さん

は私たちにとても親切な招待をした。

高仁鳳さんは私たちに多くの朝鮮人

に関して日本まで移住することと言

った。その上、大阪は多い朝鮮人が

いた。以前、済州島と大阪は 1ヶ月

１つの固定的な航路があった。ある

韓国と北朝鮮の関係のことを聞いた。

そして、韓戦後設けた南と北韓国の

境界線があったのは米国と蘇聯が自

分の合意だと聞いた。とてもびっく

りしまった。 

 

在逛完鶴橋商店街之後，沿著道

路走下來就到了高仁鳳先生的家，一

到了之後，高仁鳳先生的太太以及高

仁鳳先生很熱情的邀請我們入內。之

後高仁鳳先生跟我們說了很多有關於

朝鮮人移民到日本的事，而且大阪有

特別多的朝鮮人是因為之前濟州島跟

大阪有一個定期且固定的航線。還有

講到關於南韓跟北韓的相關事情。而

且談到了韓戰後所設的南北韓界線其

實是美國跟蘇聯自己協議的，韓國人

完全不知道，這是我第一次知道這樣

的事情。
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高さんは昔の韓国のとこ、何故外

の地域より大阪一帯には韓国人が多

かったのも話した。話の間にも幾つ

歴史的事件に触れて、それらの事件

経過があまりわからなかったことに

私は気付いた。もう一度歴史をちゃ

んと勉強しなければならないと思っ

た。高さんのインタビュー記事を読

み終わって、本当に凄いと思った。

ハングルを印刷するのは活版印刷し

か使わないあの時代、電算写植で印

刷するというアイディアが出て来て、

着実に行動に変わって、成功に理想

を実現した。 

 

高先生跟我們說了許多以前韓國

的事，以及大阪這一帶為什麼韓國人

比較多。談話之間也提到了一些歷史

事件，這時才發覺我不太清楚這些事

件的整個經過，讓我覺得該好好複習

一下歷史。讀完高先生的訪談資料

時，我覺得高先生很厲害，在印製韓

文時只能靠活字印刷的當下，想到利

用電腦做電算排字，把想法確實地化

為行動，成功地達成了目標。 

 

 

 

【 ゆつき 】           【 よしこ 】 

 

高仁鳳さんは在日コリアンだ。彼

はわたしたちに多くの在日コリアン

のことと韓国について歴史を教えた。

最近韓国と北朝鮮の状態は差し迫っ

ている。高仁鳳さんもそのについて

を言った。様々なことを勉強した。 

高仁鳳先生在日的韓橋。他和我

們說了許多在日韓橋的事情和一些關

於韓國的歷史。尤其現在北韓和南韓

情勢緊張，他也稍微提到了不少。學

到了不少相關的知識。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 

高さんのお話を 

うかがっている 
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在鶴橋商店街吃過中餐後，我們接著來到了高仁鳳先生的地方，高仁鳳先生

夫婦很親切的接待我們，還和我們分享了他的工作，及他的生長歷程。夾在兩個

國家民族之間的確是件辛苦的事，其實我也在想如果是我，我或許會認為不論是

哪邊都是和自己有關係的，會覺得兩邊都不想拋棄的，都想珍惜的！ 

 

【 マキ 】 

【 ルル 】 

 

在日朝鮮人の一方で高さん（高仁

鳳）と話しました。高さんは親切に

たくさん話してくれて、在日朝鮮人

についての歴史を詳しく説明しまし

た。その中でびっくりしたことは韓

国の済州島はほとんど北朝鮮派です。

つまり、済州島で北朝鮮を支援する

人は南朝鮮より多いです。 

 

在在日朝鮮人這一方面，我們和

高仁鳳先生進行了訪談，高先生熱心

地和我們聊了許多，了解到許多相關

的歷史，還有聽到一些讓我們很驚奇

的故事，例如：由於地理位置的關係，

我們都以為濟州島應該是支持南韓

的，結果，反而它與北韓的關係度勝

過於南韓，在那裡的大部分人民是支

持北韓的，這讓我有些驚訝。 

 

 

【 Gina 】 

 

午後、高仁鳳さんを訪ねてきて、

話しました。高仁鳳さんは在日朝鮮

人です。話の途中で、高さんは私達

に韓国に関する歴史をたくさん話し

ました。例えば、韓国は日本に侵略

されて、国連軍隊が入り、韓国は二

つに分けられました。しかも、それ

はアメリカとロシアが勝手に決める

のです。他に、済州島と大阪の間に

定期的な航路があるので、大阪には

たくさん朝鮮人がいることも話しま

した。 

在下午，去拜訪了高仁鳳先生並

和他做訪談。高仁鳳先生是在日朝鮮

人，在訪談過程中，他和我們講了許

多與朝鮮相關的歷史，像是韓國由於

受到日本侵略、聯合國軍進入，導致

韓國分成兩半，且是美蘇兩國擅自的

決定，另外，還有像是濟州島和大阪

間有定期航路，因此大阪有許多朝鮮

人等。  
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Day６記録と感想 ７月２９日（金） 

御影 岡本 甲南山手 

―○――○――○―   

甲南大学 

【 かぎ 】 

 

甲南大学の入り口に入る時、甲南

大学の学生は私たちに挨拶をして、

これがとても不思議だと感じた。甲

南大学の学生はみんな元気だと思っ

た。今度も甲南大学の学長と面会っ

て、本当に緊張していった。その後、

甲南大学の学生食堂へ食事をした。

初めて日本の学生食堂へ行って、新

しい経験を受けた。中に学生が自分

で取って、無料の茶があって、とて

も便利だと思った。 

 

    在要進去甲南大學的門口時，有

三位甲南大學的學生主動的對我們問

好，覺得這是個很奇妙的感覺，雖然

有點突兀，不過會讓我覺得甲南大學

的學生很有朝氣。而這次也跟甲南大

學的校長會面了，真的很緊張，因為

連自己學校的校長都沒有面對面的見

面。之後到甲南大學的學生食堂吃

飯，第一次看到原來日本的食堂是這

樣子的，而且裡面有免費的茶水可以

供學生自行取用，我覺得超方便。 

 

【 よしこ 】 

 

今日甲南大学の校長先生と会った。

珍しい経験で、とても緊張した。し

かし、校長先生は親切な人で、お土

産をくれた。そして、甲南大学のキ

ャンパスで散策した。昼のころ甲南

大学の食堂で食べた。新鮮な感じ

だ！ 

    今天和甲南大學的校長會面，十

分的緊張，因為感覺是很難得的機

會。但是校長感覺十分的親切，還送

了我們禮物。然後還逛了甲南大學的

校園，中午也在他們的食堂吃飯，一

切都很新鮮。 
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【 マキ 】 

 

    這次神戶之旅很難得有這個機會可以拜訪我們的姐妹學校的甲南大學，更沒

想到可以和甲南大學的校長會面，感謝甲南大學這麼正式的接待我們，還讓我們

帶回精美的紀念品。在甲南大學的校園中，充分感受到學生們的活力，我們也在

學生食堂吃午餐，我很喜歡參觀別的地方的大學，甲南大學舒服的環境讓我留下

美好的印象。 

 

 

甲南大学に到着する時、その大学

生は親切で元気な挨拶をしました。

その後、うちの先生と一緒に甲南大

学の校長に会いました。談話の中で

両方の学生はどのように国際的な交

流をするか、どうすれば、国際学生

の交流はもっと国際化になるか、或

いは、国際学生にとってどんな問題

があるかを話して討論しました。そ

して、学校の食堂で昼ごはんも食べ

ました。ここで日本のキャンパスの

生活や文化を見えます。 

到了甲南大學時，感受到大學生

的熱情，隨後我們跟著老師的帶領和

甲南大學的校長進行了小小的見面

會，其中談論到本校和貴校甲南大學

如何在這幾年進行國際交流、或者如

何讓國際學生的交流更加國際化、國

際學生所會面臨的問題等等，做了些

討論；會後我們便在甲南大學的學生

食堂用餐，在此過程中，了解到日本

學生校園的生活狀況和文化。 

 

 

 

【 ルル 】           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 

中畠先生の 

研究室に行った 
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【 キラ 】 

 

朝 6 時に新幹線に乗って、広島か

ら神戸へ帰りました。そして電車を

乗り換えて、甲南大学に皆さんと会

同しました。私たちは大学の内部を

観覧して、東海大学と比べて、甲南

大学の施設はさらに先進的だと思い

ます。学生食堂の食事も全部食べて

みたいと思っています。 

早上 6 點搭新幹線從廣島回到神

戶，再轉電車到甲南大學與大家會

合。我們參觀了大學內部，與東海比

起來，甲南大學的設備似乎更加先

進。學生食堂的餐點也讓人很想每一

樣都嚐嚐看。 

 

 

 

今日は甲南大学の学長と面会した。

接待レベルの高さに緊張した（笑）。

私たちは簡単な自己紹介をして、先

生はツアーのことを話した。その後、

学園史資料室を参観して、明治時代

の大礼服を見た。漫画でほぼ同じよ

うな服を見たので、現物を見て心か

ら喜んだ（笑）。昼ご飯は食堂でして、

有名な甲南カレーライスを食べた。

これで、大学の食堂で食事する願い

が叶った（笑）。 

今天跟甲南大學的校長見面，會

面規格正式到讓我還滿緊張的（笑）。

同學們做個簡單的自我介紹，老師則

是介紹我們這次的行程。之後參觀了

學校的小展館，看到了明治時期的文

官禮服，因為在漫畫裡看過幾乎一樣

的禮服，所以看到實物時內心相當激

動（笑）。午餐在學生餐廳享用，我點

了聽說很有名的甲南咖哩，也終於達

成在大學餐廳吃飯的願望了（笑）。 

 

 

【 ゆつき 】 
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【 Gina 】 

 

甲南大学に行った時、心がちょっ

とわくわくして、緊張しています。

興奮する原因といえば、今回は初め

て日本の大学に行って、日本の大学

と台湾の大学はどう違いですかとち

ょっと興味があります。そして、今

回も甲南大学の学長との面会がある

ので、緊張しています。面会が終わ

ってから、学校の食堂に行きました。

外国の食堂で食事をすることを初め

て体験しました。甲南大学を出て、

駅に向かう途中で、ある告示を見ま

した、告示の上に近くにいのししが

出没して、えさを与えないようにす

るということを書きます。それは面

白いと思います。  

剛到甲南大學時，心中懷著既興

奮又有點緊張的情緒，之所以興奮是

因為這是第一次參觀日本的大學，有

些好奇日本的校園和氛圍和台灣有什

麼不同。至於，緊張則是因為要和甲

南大學的校長會面。在會面結束後，

去了學校食堂，在裡面初次體驗到在

國外的學校食堂裡用餐的感覺，它們

的食堂設備相當的方便，例如飯後餐

具回收的部分。另外，在出甲南大學

後到車站的路途中，經過像是住宅區

的地方看到了一個告示牌，告示牌上

警告附近有山豬出沒請不要餵食，感

覺相當有趣。  

 

 

  

 

 
↑甲南大学の校長先生と撮影 
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Day７記録と感想 ７月３０日（土） 

須磨海浜公園 鷹取 新長田 

―○――○――○―   

鷹取教会 

 

 教会の中で紙教会堂を見学して、

本当にきれいだと思った。太陽の移

動に従って、光線が投げる教会堂の

天井板の時間は異なって、たくさん

形を形成した。ここでみんなもいっ

しょにわいわいラジオ放送局に行っ

た。初めの放送の経験で、本当に刺

激した。そして、鷹取教会が南投と

原住民にどんな助けを初めで了解し

た。 

在教會裡參觀了紙教堂，只能說

實在是太漂亮了，隨著太陽的移動，

光線投射到教堂天花板的時間也不一

樣，形成了很多不同的形狀。而在這

裡大家也一起上了わいわい電台，第

一次的廣播經驗，實在是太刺激了。

還有了解到了當初應取教會的人是如

何的到南投幫忙蓋紙教堂及幫助原住

民做一些事。 

 

 

【 かぎ 】                     【 よしこ 】 

 

鷹取教会で紙の聖堂を見た。大震

災についての話も聞いた。一番びっ

くりしたのはそこのイエスの彫像。

そこで災難が起こることがあった、

しかしイエスの彫像だけは壊さない。

そして放送番組を参加した。珍しい

経験と思う！ 

在鷹取教會我們見到了紙教堂。

印象最深刻的是有一座耶穌雕像，雖

然曾經發生災難，但奇蹟的是只有雕

像還存在著。然後我們還參與了日本

當地的廣播節目，很緊張但也感到很
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新奇。  

【 マキ 】 

 

幾年前曾去參觀過在台灣埔里的紙教堂，那時只知道那是日本神戶某個教會

於阪神地震後所蓋的，而在台灣發生 921 大地震時贈給台灣，但沒想到這個教會

就是這次神戶之旅有造訪的鷹取教會，在鷹取教會也看到了新的紙教堂，教堂內

充滿著新奇的設計，讓人不時發出「哇」的驚嘆。不過，更讓人驚奇難忘的是，

我們居然上了當地的廣播節目，第一次的廣播經驗在「FM わいわい」，真是令人

緊張，我覺得這個廣播電台的構想很棒，用了多國語言讓主要對象的在日外國人

們也可以有溫暖，不知道台灣有沒有這樣的電台呢？ 

 

【 ルル 】 

 

今日の訪問の中で一番印象が深い

のは鷹取教会です。台湾には鷹取教

会から手伝って建った「紙教堂」と

いう教会があります。それは台湾の

南投県の桃米コミュニティに存在し

ています。そして、南投県は私の故

郷なので、とても不思議だと思いま

す。南投県は９２１という地震があ

って、大地震を記念するため、「紙教

堂」という教会を建ちました。 

それ以外に、幸い、「エフエムわい

わい」という放送局の放送に参加し

ました。日本のみなさんに台湾の東

海大学からの元気な挨拶を聞かせる

のは嬉しいです。 

 

    我對於今天參訪的鷹取教會印象

特別深刻，因為在台灣有一個地方接

受過此教會的幫助建立「紙教堂」，就

位於南投縣的桃米坑社區，也是為了

紀念大地震所帶來的災害和創傷，而

這個建築剛好位於我的家鄉南投縣，

所以特別有感觸。 

此外，我們也很幸運的上了當地

FM わいわい電台，很 

高興讓日本的朋友聽見我們來自台灣

東海大學的熱情問候。 
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鷹取教会に行って、教会堂を参観し

ました。教会堂の中で、椅子がすべて

紙から作れられたが、かなり丈夫です。

そして、教会堂での光と影はとてもき

れいで、内部は荘重で和やかな雰囲気

にが漂っています。後、私達は意外に

当地の放送に参加しました。この経験

はとても貴重で、おもしろいと思いま

す。 

到了鷹取教會後進去參觀了教

堂，教堂內的椅子均由紙做成，但卻相

當地結實，而教堂內光影的投射則美麗

得讓人難以言喻， 整個內部呈現出既

莊嚴又和諧的氛圍。之後，我們還意外

地上了當地的電台，感覺相當的新奇有

趣。  

   

【 ゆつき 】                      【 Gina 】 

  

台湾にあるペーパードームは鷹取

教会から運ばれてきた。このことを

私は初めて知った。ペーパードーム

を取りはずす有り様や、昔この一帯

が大火事に遭ったことなど歴史の跡

を写真で見た。私は鷹取教会のデザ

インが好きで、木材を無駄にしない

椅子を気にいって、布から光が漏れ

る採光も綺麗だった。帰るとき、突

然ラジオ番組に出るかと誘われて、

本当にびっくりした。初めてスタジ

オに入って、そしてみんなと一緒に

始めに言うセリフを練習したな。 

 

今天才知道原來台灣的紙教堂是

從鷹取這邊移過去的，透過照片了解

到當時拆解的情形，以及這一帶以前

曾經發生過大火的事等等。我很喜歡

這裡教會的設計，不浪費木頭所設計

的椅子深得我心，陽光映照在布簾的

天然採光也很漂亮。然後突然地參加

廣播節目，真是又驚又喜啊！第一次

進到廣播工作室裡，大家還一起練習

開頭要講的台詞呢！ 
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鷹取教会のデザインには驚嘆しま

した。観覧する時に、鷹取教会も台

湾の桃米郷ではイベントを推し進め

て、難民を救済しました。 

  鷹取教會的設計實在令人驚嘆。

在參觀時，也注意到了鷹取教會在台

灣桃米鄉所推行的活動和救濟災民。 

 

【 キラ 】 
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神戸 元町 三ノ宮 

―○――○――○―  

海外移住と文化の交流センター 

【 よしこ 】 

 

また移民センターへ行った。今回

移民センターの子供たちと交流した。

みんな床で座って、互いに自己紹介

した。その中である女の子はダンス

が好きで、韓国のグループの少女時

代も好きだと言った。だから、交流

の時間が終わったから、わたしはそ

の子供に、「少女時代も好きですよ」

と言った。彼女も愉快に韓国のグル

ープについてしゃべった。わたした

ちも一緒に写真を撮った。本当にう

れしかった。 

 

去了前幾天去過的移民中心和那

邊的小孩子們做交流。大家坐在地板

上互相自我介紹。其中有個小孩說到

他喜歡跳舞，提到他喜歡韓國團體的

少女時代。於是結束之後我問了那個

女孩，我也很喜歡少女時代!而他也很

高興的回應了我並聊了一些韓國團體

的事情。真是令人驚喜。後來也一起

拍了合照!真是個很棒的經驗。 

 

海外移住と文化の交流センターで

教育の参観と文化の交流をしました。

教育の方法は塾に似ています。レベ

ルでクラスを分けて、別々に授業を

やります。授業を受ける雰囲気は楽

で、大きいストレスはありません。

それから、文化を交流する時、両方

の学生の問答と簡単な言葉の交流で、

両方の文化に対してもっと了解しま

した。私にとって、今回の経験は貴

重な経験です。 

我們在移民文化中心進行教學觀

摩和文化交流，教學的方式類似補習

班的教法，採程度分班，分別進行個

程度所需要的課程，上課的氣氛也較

輕鬆，不會給學生太大的壓力；此外，

在文化交流的時間時，透過雙方學生

的問答和簡單的語言教學，讓我們對

彼此的文化有更進一步的了解，氣氛

也相當融洽，大家都不分你我互相討

論起來，好不熱鬧，對我來說是個很

珍貴的經驗。 

 

【 ルル 】 
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【 マキ 】 

 

這天來到移民文化中心，參觀了裡面的展示品還仔細的為我們解說，讓我們

更了解當初他們移民的辛苦過程及現在所遇到的狀況，難得的是還讓我們參觀旁

聽了他們的語文課程，也和這些大朋友小朋友交流，真的很開心，即使現在依然

記得他們的笑容，而且他們有的還是從大阪等關西各個地方聚集在這裡，大家一

起學日語，學葡萄牙語，大家互相交流、幫助的這種感覺真好，會覺得有這樣的

一個交流場所，有這樣的一個機構真的很棒，希望還有機會再來這裡看看。 

 

 

【 キラ 】 

 

私たちはここに昔の移民状況や現

在の在日外国人の子供達はどう母語

を勉強するかを了解しました。神戸

の移民史を観覧する以外、彼らの授

業の形を観覧しました。塾での小さ

いクラスのような教育です。 

  我們在這裡了解了以前的移民狀

況，以及現今的在日外國人的孩子們

如何學習他們的母語。除了參觀神戶

的移民歷史之外，也參觀了他們的上

課方式，看起來就像是補習班的小班

教學呢。 

 

 

【 Gina 】 

 

移民センターで、昔の日本人がブ

ラジルに移民する時のことの紹介や

当時が使っている道具、乗る船、航

行路線などを見ました。そして、私

達も彼らが授業を受ける時の状況を

見ました。彼らは程度によって違う

クラスに分けられて、授業をします。

そこの学生はみんなとても元気で、

彼らと交流するのは珍しい経験です。

これ以外、あそこでは初めてブラジ

ルのコーヒーを飲みました。 

在移民文化中心，看到了日本人

移民到巴西的相關介紹以及當時所需

的器具、乘坐船隻和航行路線等。此

外，我們還參觀了他們上課的情形，

他們有進行類似程度分班來去教學，

那邊的學生都顯得相當的活潑，和他

們的交流是很難得的體驗。而在那

裏，也第一次品嚐到所謂的巴西的咖

啡。 
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【 ゆつき 】 

 

今日、当時日本人はブラジルへ移

民する状況を見学して、日系ブラジ

ル人とは何ですかとはっきり分かっ

た。展示室を見たあと、子供たちと

交流して、お互いに質問とかを聞い

た。時々いい答えを返事したいけど、

どうやって伝えたらいいなと考えて

時間を流して、最後返事しなかった

ようになってしまった。本当に恥ず

かしかった。私たちは中国語を教え

て、彼らはポルトガル語を教えた。

今、私はポルトガル語の「こんにち

は」、「おはよう」、「ありがとう」し

か覚えていない。 

 実は、２６日に移民交流センター

にもう行って、松原さんの経験を聞

いた。自分の言語と異なる国で生活

して、この国の言語も分からない状

態で、生活するのは大変なことにな

ると私はずっとそう思っている。松

原さんも最初日本に来たとき、いろ

いろな悩みがあった。でも、今日本

語をすらすら言って、そして、子供

たちに日本語とポルトガル語を教え

ている。 

 

今天參觀了當時日本人前往巴西

移居時的情況，也了解了何謂日系巴

西人。之後與小朋友們做交流、互相

問問題，有時真的不知道該如何回答

對方的問題，而導致好像沒有答覆對

方問題的樣子，自己也覺得很不好意

思。最後我們教他們中文，他們教我

們葡萄牙語。只是，現在我只記得葡

萄牙語的「你好」、「早安」跟「謝謝」

該怎麼講。 

    其實在 26 號時，就有去拜訪移民

文化中心了。那時松原小姐說了她來

日本時的經驗。我一直覺得，當人要

在一個與自己語言不同的國家生活，

又加上不懂此國的語言時，那生活將

變成件艱辛的事。松原小姐當初也有

過不少煩惱，但現在則是說著一口流

利的日文，教著小朋友們葡萄牙語及

日語。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはよう 

早安 

Bomdia 

 

一緒に遊ぼう 

一起去玩吧 

Vamos brincar 



 49 

 

 

 

Day８（ ７月３１日 ）記録と感想 

 六甲 御影 岡本 

―○――○――○―        

 

甲南ミーティング 

in甲南大学平生記念セミナーハウス 

 

 

【 かぎ 】 

 

この日、甲南大学の学生と一緒に

課程を討論した。その中、印象がと

ても深いのは Dクラスの一つの課程

だ。Dクラスの学生にとって本当に難

しすぎて、私もとても難しいと思っ

た。それから私は良いことを感じた。

東海の側の学生と先生がいるから、

課程を聞き終わった後で、課程に対

して検討することができた。最も良

い課程を討論した。 

 

 

 

這天是跟甲南大學的學生一起模

擬教學的日子。因為是 A 班的學生所

以模擬交學是從 B 班之後的開始聽。

其中印象很深刻的是 D 班的狀聲詞的

課程，完全沒想過可以自己看突然後

創造狀聲詞。不過對於 D 班的學生來

說真的是太難了，因為連我都覺得好

困難。然後我覺得很好的是，因為有

東海這邊的學生跟老師在，所以聽完

模擬教學後可以針對課程檢討，根據

學生們所會的程度還討論課程會不會

太難或太簡單，然後再來調整，討論

出最適合的課程。 

 

【 よしこ 】 

 

甲南大学の学生たちは今年の甲南

キャンプのために練習した。わたし

たちも一緒に聞いた。しかし、ある

グループはちょっと難しすぎる。た

とえば、日本語を一回勉強しない人

に日本語を教えたら、五十音を教え

るのは難しすぎる。わたしはＧＴじ

ゃないですけど、様々ことも勉強し

た。関西弁を勉強して、おもしろい。

今までも覚えている。 

因為甲南大學的學生為了今年的

甲南營上課的內容而作模擬教學，我

們也和他們一起聽一起做示範。不過

有些有點太難。像是有一組要教從沒

學過日文的學生，如果要交 50 音的話

就會太難。雖然我不是 GT 也學到了不

少有趣的東西，像是 

關西腔，真是的非常的有趣，到現在
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我都仍然還記得怎麼說！  

 

【 ルル 】 

 

この会議は甲南大学の学生たちが

日文營という活動でやる内容を皆に

現れます。うちの東海大学の学生と

先生も一緒に参加しました。その後、

先生からの意見を受けて、もう一度

調整します。ここから見ると、甲南

大学の皆さんはまじめに準備するこ

とを見えます。面白い経験ですね。 

 

 

 

 

這個模擬教學主要是請甲南大學

的同學將要在日文營的授課內容呈現

給各位同學和老師們看，我們東海大

學的同學也一起參與課程的進行，每

個段落結束後會經由大家的意見或建

議來決定這個課程的適合度，再進行

適度的調整。過程中看得出來甲南大

學的同學們非常精心地準備這次的活

動，活動中都充滿著元氣和溫暖的關

心，有種在學習中又可以交到朋友的

感覺，是個有趣的體驗。 

 

 

【 マキ 】 

 

這天很高興讓我們一起參與了甲南大學學們的會議，讓我看到了他們對於這

次活動—甲南營的用心，他們想了許多日語的教學方法，很有趣、生動，看了他

們的試教的內容會很期待之後的甲南營呢！ 

 

 

【 ゆつき 】 

 

午後私たちは学生として甲南キャ

ンプの模擬授業に参加した。C 組は

オノマトペを紹介した。よく漫画で

オノマトペが見られたが、突然穴埋

め問題を答えるのは本当に難しかっ

た。台湾版の漫画であまり翻訳され

ないとか、特に辞書で意味を調べて

いないとか、これらの理由でオノマ

トペの認識が足りないのだ。今度の

接触こそ、オノマトペをちゃんと勉

強したいという思いができたな。 

下午進行甲南營的模擬教學，我

們則是充當學生聽課。有一組的同學

是介紹擬聲擬態語，雖然平常在漫畫

上常看到，但突然出填空題可真是難

倒我了。擬聲擬態語在漫畫裡不是很

常被翻譯出來，在加上也沒有特別去

查字典，所以對於這類詞彙的了解實

在是很少。不過也因這次的接觸而產

生了想要好好學習擬聲擬態語的念頭

呢！ 
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【 Gina 】 

 

この会議で、甲南大学の学生はみ

んなとても真面目で、甲南日文営と

いう活動の課程内容を私達に見せて、

私達の意見で、内容と難易度を調整

します。この会議を参加する間に、

もっと知識を勉強する以外に、彼ら

と交流することもできます。この課

程内容で、一番印象深いのは擬声語、

擬態語の部分です。図を見ながらふ

さわしい擬声語あるいは擬態語を書

くのはとても難しいだが、面白いと

思います。  

在模擬教學當中，看到了甲南大

學的同學相當認真地將之後甲南日文

營的內容呈現給我們看，並藉由大家

的意見等來對課程內容及其難易度做

出適當調整，在參與模擬教學的過程

當中，除了能夠學習到更多的知識，

還能和他們去做交流。在課程當中，

印象較為深刻的就是狀聲詞的部分，

看著圖片然後去填入適當的狀聲詞著

實相當的困難，但卻也相當有趣，這

也才更加了解到日文中狀聲詞的豐富

程度。 

 

【 キラ 】 

 

会議で皆さんが超まじめだと思っ

ていました。授業の形も厳しくない

んです。五つグループがあるので、

ちょっと時間がかかりましたが、楽

しかった。 

會議中的大家超認真的，而且上

課的方式也放得很開，非常會帶動氣

氛。因為有五組人員，所以會議持續

了很久。不過也覺得非常開心。 
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神戸ツアー感想 

松永稔也 

2011年夏・神戸ツアー 

1 はじめに 

 

 2009年の夏から始まった神戸ツアーも 3年を迎えた。毎年新しい学生の参

加があり、リピーターがあり、おなじみとなりつつある教員がおり、というな

かで 3回目のツアーも終えた。年に一度しか会えない懐かしい方々との再会、

さまざまな方々からのご紹介で生まれる新しい出会いなど、毎回すばらしい交

流をさせていただいている。 

 まず、以下では、活動の様子と感想を時系列に沿うかたちで述べてみたいと

思う。 

 

2 ツアーの日程・感想 

 

2011年 7月 24日（日） 

 

 私の 2011年神戸ツアーは、2011年 7月 24日（日）に、いつも利用させて

いただいている甲南大学平尾記念セミナーハウスへの集合で始まった。この日

は、甲南大学の中畠先生とゼミの学生さんたちが集まって歓迎の会を催してく

ださった。たくさんの料理も準備していただき、また、差し入れもたくさんい

ただきました。多謝。次の日からの活動の大きな力となりました。 

 また東海大學日本語文學系 OGの蔡薰婕さんも手みやげ持参で参加してくれ

た。 

 

2011年 7月 25日（月） 

 

 この日は、神戸市内、特に山の手側から南京町付近までを歩くやや軽い日程

である。午前中は、留日神戸華僑總會の事務所を訪問した。この建物自体が「異

人館」の一つである。久しぶりに事務をつとめる石さんとも再会。続いて、異

人館方面へ歩を進める。道中、ヒンドゥ教の寺院に出くわす。神戸にはキリス

ト教系（旧教、新教、正教など）の他、イスラム教のモスク、そして今回見た

ヒンドゥ教など実に多くの宗教施設がある。異人館の集中する山の手の高台に

は神社もある。ここは、神戸市内を一望できるので、なかなかよい写真の撮影

場所でもある。 

 

 午後は、南京町界隈を散策し、この日は早めの帰宿。 
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2011年 7月 26日（火） 

 

 午前、まずは、孫文記念館へ向かう。ここから、東海大學日本語文學系 OG

の郭穂君さんも参加。辛亥革命 100年の今年、「國父孫文」を記念するこの場

所で何が行われるか、ということについては大きな関心があったが、訪れてみ

て感じたのは「特別な行事等を行う予定は無い」という雰囲気であった。 

 午前中は続けて、神戸華僑歴史博物館も訪問した。博物館の林正茂副館長に

は毎年お世話になっている。今年も、展示物について詳しい説明をしていただ

いたり、博物館所蔵の資料をまとめた資料集をいただいたりと本当にお世話に

なった。毎回訪問するたびに、さまざまな出自を持つ神戸華僑たちが「日本社

会」との橋渡しとして生きている歴史と現在を、ツアーに参加する若者たちに

対して熱心に語ってくださる。 

 

 午後は、これも毎年お世話になっている関西ブラジル人コミュニティ（CBK）

を訪問した。松原マリナさんとも一年ぶりの再会。にこやかに迎えてくださり、

CBKの活動の様子や、松原さんご自身の日本での生活の変遷についてお話しい

ただいた。いつもニコニコとお元気で優しくて力強くてまた本当に暖かい松原

さんであるが、これまでの日本での生活を振り返るお話のなかで相当のご苦労

もあったことがうかがえた。 

 移民はその地域で生まれ育った受け入れ側の人たち（“hosts”）よりも、よ

りいっそう辛い経験を余儀なくされる存在なのだろうか。こうした状態は、世

界中の移民にとって一般的な、普通のことなのだろうか。だとすれば、そもそ

も「移動する生き方」は「普通ではないこと」「できるだけするべきではない

こと」ということになってしまう。あるいは人生は辛い、移民も同様に辛い、

それだけなのだろうか。私自身の立っている位置も含めて、これからも「移民」

「移動者」のことを考えていかなければと、つくづく感じる。 

 今回の滞在中に、にもう一度松原さんたちとお会いすることをお願いつつ、

この日は CBKを後にした。 

 

2011年 7月 27日（水） 

 

 この日は、午前中に大阪人権博物館（リバティ大阪）を訪問した。昨年のツ

アーで初めてここを訪れたときには、人権をテーマとしているということ、展

示する側と展示される側の境界・区分の再考を意識した展示手法、訪問者の学

習や発見の効果を高めようとするためのさまざまな工夫、等、かなり感銘を受

けた（学芸員の一部には少 「々高飛車」な感じを受けたし、職員の「公務員的」

雰囲気を感じないでもなかったが）。ひろたまさき先生に案内していただいた 



 55 

 

こともあり大変刺激的な訪問となった。去年の残像が強烈で、今年もぜひツア

ー参加者にこの博物館の良さを体験してもらいたい、と思ったのであるが、結

果としてはずいぶんと残念なところが多い再訪となってしまった。 

 「残念」だったところを簡単に説明するならば、人権「問題」に真剣に向き

合う姿勢が薄れ、「大阪ええとこでっしゃろ、元気でっしゃろ、自慢できる産

業がありますねん」的なありきたりの地域紹介が大幅に増加していたこと、と

言えるだろう。自分自身のよってたつ場所や立場、出自などを反省的に顧みる

作業はつらい。自分のダメなところ、地域の抱える問題をことさら披瀝してど

うする。地域の代表として見せるべきは「自分たちのすばらしさ」であるべき

だろう、という意見も分からなくもない。 

 博物館ではどうやら行政主導で「批判的思想・批判精神の変更を迫るイデオ

ロギー的な抑圧」が行われているらしい。その兆候は以前からあったという指

摘も聞く。関西地域においても、「主流」に属することを是としつつ、非主流

派によるさまざまな「異議申し立て」（あるいは非主流派存在そのもの）を嫌

い排除しようとする、そうした思想性を持つ団体・集団がある。たとえ明確な

集団性を帯びていなくとも、また明確な活動を行っていなくても、「思想」が

「流派」を形成することもある。この博物館でも、このような「思想」を持つ

「集団」による圧力に屈していく姿がたびたび見受けられていたらしい。とす

れば、今回の展示の「改悪」も残念ながら予想の範疇、ということなのかもし

れない。 

 それが「展示内容や表現技法の明示的かつ大幅な変更」として示されている

という意味では、「思想が見える（良い？）展示」とも言えるのだろう。しか

し、もちろん、これは以前の展示を見る機会に恵まれた者にしか享受できない

鑑賞方法である。もはや「人権博物館は終わってしまった」のだろうか。 

 実は、ボランティアで展示説明をしてくださっている方がたからも博物館の

あり方のここ数年の変化を憂いまた静かに憤る声が聞かれた。展示についてじ

っくりと話してくださる姿には、せめて現場で展示説明をするときには、人権

にかかわるさまざまな視点をできるだけ多く伝えていきたい、という気持ちが

強く表れていたように思う。この博物館はまだ完全に絶命してしまった訳では

ないようである。 

 

 午後は、大阪大学の名誉教授であるひろたまさき先生や畏友藤井幸之助さん

と一年ぶりにお会いした。一緒に大阪大学に向かい、東海大學日本語文學系碩

士班 OBの富永悠介さんも合流し、つい先頃発見された「奉安庫（天皇・皇后

の写真、教育勅語等を納めるための金庫型の構造物）」を見学した。その後、

ひろた先生には文学部の教室を会場にして「近代日本の差別 三題噺」と題し

て講演もしていただいた。 
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 「日本人の日本語教育の問題」、「宝塚歌劇を巡る議論」、「原発事故の問題」

という一見すると関係が薄いように見える各問題を論じる中で、「実はこれら

の問題には通底する「問題」が横たわっているのである」と論が展開していく。

水俣病の問題、戦争、文化表象、オリエンタリズムなど、具象・抽象を織り交

ぜながらの論の展開に圧倒される。すばらしいお話だったのだが、私の頭の方

が夏休み状態でどこまで理解できたか分からないところが恥ずかしく、また、

申し訳ない限り。 

 夜は、大学院の授業でもお世話になっている杉原達先生が中心となって、大

阪大学の最寄り駅石橋の居酒屋さんで飲み会を開いてくださった。あちこちで

いろいろな話の花が咲き、本当に楽しい夜となった。学生たちにとって、掘り

ごたつの日本居酒屋での「飲み会」というのは多分初めての経験であり、とて

も面白かったのではないだろうか。 

 

2011年 7月 28日（木） 

 

 この日は、大阪鶴橋から桃谷へと在日コリアンの生活を見るツアーとなった。

昨年、藤井幸之助さんに案内していただいた道を独自になんとかたどってみよ

うという試みだったが、なんとかおおよその道程を再訪できたのではないだろ

うか。古い建物と新しい建物の混在の様子、いたる所に見られる多言語表記、

エスニシティを感じさせる商品の数々、旧地名の表示や看板、神社の遥拝所な

ど、この街の人たちが経験してきた時間を思い出させるものも多く見ることが

できた。朝鮮初級学校では、校舎の 4階からクラブ活動中の児童たち手を振り

ながら「こんにちは〜」と呼びかけてくれたのが印象に残っている。「よそ者」

が地元の人たちに迎えいれられたときの気持ちの暖かさを心から感じた瞬間

だった。 

 

 ゆっくりと南下しながら歩いてたどり着いたのは桃谷にある「KBSまだん」。

ここで、在日コリアンである高仁鳳さんと奥様に再会した。今回も歓待してい

ただき、昨年同様、仁鳳さんのご経験や思いについて語っていただいた。 

 朝鮮半島は国家的・政治思想的に大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国のふた

つに分断されて久しいが、このような思想的に分断状態のなかで、在日コリア

ンの人たちが日本での日々の生活のなかで相手国側「同胞」に対して実際に感

じている思い・想いについても語っていただいた。「同じ民族やから仲良く」

ということがそれほど簡単には実現できない様子も感じられ、何とも言えない

気持ちになる。民族内の対立、ではあるが、これは世界を大きく分けた二つの

イデオロギーの間の代理戦争の結果（あるいは結論の出ない長い対立状態）で
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もあるわけで、その意味では日本や台湾も直接・間接にかかわっている話であ

る。 

 道中に購入した山芋のキムチとイカキムチを食べるために、米を少しだけ買

って宿舎に帰宅。ご飯みそ汁キムチそして中畠先生差し入れの美味しい豆腐の

4点セットで美味しくいただきました。 

 

2011年 7月 29日（金） 

 

 午前は、甲南大学の学長を表敬訪問。お茶をごちそうになりながらいろいろ

なお話をし、お土産までいただいた。また、中畠先生の研究室にもお邪魔した。 

 この日甲南大学ではオープンキャンパスも開催されている様子。 

 お昼は学食でカレーライスを食す。学食のカレー、何年振り（十何年？）だ

ろうか。明日の日本語・母語教室訪問のお願いのために CBK に電話を入れる。 

 

 この日は早めの帰宿。比較的のんびりした日程であった。 

 

2011年 7月 30日（土） 

 

 午前中は、鷹取コミュニティセンターを訪問した。例によって、事前のアポ

イントメントもなく訪れてしまった訳であるが、センター内にあるキリスト教

鷹取教会の管理にもたずさわっていらっしゃる方が、教会の独特の建築様式に

ついて紹介・説明してくださり、普段ならば見ることもできないような建物の

構造部分も見学させていただいた。 

 続いてこれまた毎年お世話になっている FMわぃわぃの金千秋さんと再会。

ツアー参加者全員で、ラジオ番組にも出演させていただいた。 

 

 午後は、CBKの松原さんのもとを再訪した。松原さんのご主人のネルソンさ

ん、日本からの移民経験者である東連寺さんに、CBKのオフィスが入っている

「海外移住と文化の交流センター」に併設された移住ミュージアムの展示を解

説していただいた。 

 続いて、子どもたちの日本語教室・母語教室の様子を見学させていただいた。

ボランティアの先生たちも熱意あふれる指導をし、また、受講する学生さんた

ちもがんばっている。小さな手で大きな鉛筆を持って字を書いているチビちゃ

んたちが可愛い。お子さんたちを連れて一緒に CBKを訪れているご家族たちと

もお話をさせていただいた。CBKはブラジルにゆかりのある方々のコミュニテ

ィセンターの役割も果たしているのである。このときお会いした日系ブラジル

人三世の Claudioさんは、奥さんとともに日本に来て 10年以上が経つ。息子

の Diago君は小学校 1年生、つまり日本生まれのお子さんということだ。これ 
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からしばらく日本ですか、との問いに「このまま日本に住みたいと考えている。

楽しいことはブラジルの方が多いけれど、いろいろと考えると日本の方が良い

と思う。仕事もあって安定しているし。」と答えてくださった。すでに日本語

がとても上手だが、これから日本で暮らすために今でも日本語の勉強をしてい

るとのことであった。 

 

 日本語教室・母語教室の見学をさせていただいた後、学生さん、ご家族たち、

先生たちが集合し、私たちのために歓迎の交流会を多目的ホールで開いてくだ

さった。地球儀や世界地図なども用意し、台湾とブラジルと日本についてお互

いに説明を行い、また Q&Aも行った。さらに、ポルトガル語（ブラジル語）、

中国語、閩南語、日本語による言語教室も開催され、「こんにちは」「ありがと

う」といった表現や「一緒に遊びましょう」といった少々難易度の高い表現も

お互いに教え合い練習も行った。教師が同時に生徒であり、生徒が同時に教師

でもある、そんな素敵な空間だった。 

 子どもたちは、みな本当に可愛くて元気で、またその様子を見守るご家族や

ボランティアの先生たちの様子も優しげで、とても温かい気持ちに包まれた。

そんな光景を見ていて、ふと、「この街でいろいろな人と接しながら暮らすこ

とができたらいいなあ」としみじみと感じてしまった。 

 関西に 15年近く暮らしていた筆者であるが、このツアーに参加するたびに、

長く暮らした場所を一度離れることで見えてくるものがあるのだなあ、という

ことを強く感じる。しかしながら、ここまで強く「こんな人たちと一緒にずっ

と過ごせたらなあ」というような気持ちになるのは初めてのことだった。これ

と似た想いを、このツアーの 1ヶ月後に参加した「岡崎ツアー」でも感じた。

ここ数年のあいだ、生まれた場所や家族と離れて暮らす人たちとの交流を続け

てきたが、そのような交流を通じて私自身が、私の「生まれた場所」や「家族」

との距離感のなかで「なにやら感じ入ってしまう」メンタリティとなっている

のだろうか。なんとも微妙で形容しがたい心持ちである。 

 

2011年 7月 31日（日） 

 

 この日からは、東海大學日本語文學系で行われる「甲南キャンプ」のための

実習が始まる。私はこの日から帰省予定であったが、時間の許す限りで皆さん

の活動を見学させていただいた。「日本語を教えること」「日本語を学ぶ場所を

作ること」の意味を専門的に考える学生諸氏たちの熱心な活動ぶりに感心した。

この点では、日本語学習者の立場となることが多い東海大學の学生も同様であ

り、学ぶことから教えることを捉える、そのような試みにやはり熱心に取り組

んでいるように思えた。その活動の真の成果は、一ヶ月後の 9月に行われた甲 
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南キャンプの成功が示している通りである。学び・教えるということの「終わ

りの無い」向上に向けてこれからも進んでいってくれればいいな、と願ってい

る。もちろん、この終わらない取り組みは私自身の課題でもある。 

 

 

3 まとめ 

 

 その日の活動の感想、発見したこと、疑問点の共有のため、平均して 2時間

ほどのミーティングを毎晩欠かさずに行った。3年目を終えた神戸ツアーだが、

今年のツアー参加者について特筆する点の一つは、すべての学生が日本語での

感想を積極的に取り入れていたということであろう。そこにあったのは、単純

なあるいは無反省な日本語使用ではなく、ツアー前の準備から始まってツアー

中も含めて、主に日本語を媒介として日々体験してきたことを、学習成果の確

認という意味もこめながら、自律的・恊働的に日本語を使って再現したり共有

したりしようとする、そうした姿だったと思う。彼／彼女らの母語を使うこと

が良いとか悪いとかそういう次元の議論ではなく、日本語で感想発表や議論に

取り組む姿に、ただただ素朴に、かつ新鮮な驚きを感じた次第である。 

 

 東海大學からの参加学生である、陳安（リンゴ）、楊宜珣（ゆつき）、許馨仁

（ジーナ）、林君嶸（えいこ）、徐于茹（ルル）、盧佳宜（よしよし）、黃渝汸（よ

しこ）、謝逸懷（キラ）。 

 みんなよくがんばりました。みんなの姿を見て私も勉強になりました。この

ツアーの意義を後輩に伝えていってください。 

 そして、このツアーでの交流の経験や、ツアーで出会った人たちのことばや

生き方が、みんなの今後の人生の糧となりますように。 

 

 

4 さいごに 

 

 ここ数年、私は、台湾・日本・フィリピンをはじめとするさまざまな移動者

たちの生活について関心を持ちながら、フィリピン人海外移住労働者が長年に

わたり多く輩出される要因、外国籍住民のつくりだす台湾の街の景観、外国籍

住民も参加できる街づくりの可能性などについて、細々と訪問・調査・研究活

動を続けて来た。同年 3月 11日の東北地方太平洋沖地震が発生して以降、地

震防災と移動者の関係に私の関心は向いていたように思う。2011年夏の神戸

ツアーでも多くの方から地震防災についていろいろなお話をうかがい、情報を

提供していただいた。 
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 これまで 3度参加させていただいた神戸ツアー、中部東海地域を巡る岡崎ツ

アー1、そして台湾、日本、東アジアのいろいろな場所の訪問を通して得た情

報やお話をもとにして、2011年、2012年にかけてほんの少しだけ文章を書か

せていただきました2。今後とも、台湾の防災活動、在台湾外国人のための多

言語防災情報の発展について考え、そして実践活動を行っていきたいと思って

います。 

 

 今回のツアーでも本当に多くの方にお会いし、たいへんにお世話になりまし

た。最後になりましたが、以下にできる限り記させていただき、改めまして御

礼を申し上げます。 

 

 甲南大学の中畠孝幸先生、中畠ゼミの皆さん、甲南大学平尾記念セミナーハ

ウスの皆さん、神戸留日華僑総会の皆さん、孫文記念館の皆さん、華僑博物館

の皆さんと林副館長、海外移住と文化の交流センターの皆さん、CBKの皆さん

と松原さん、ネルソンさん、東連寺さん、大阪人権博物館の皆さん、ひろたま

さき先生、藤井幸之助さん、富永悠介さん、高仁鳳さん、タニガワさん、鷹取

コミュニティセンターの皆さん、金千秋さん、蔡薰婕さん、郭穂君さん、Claudio

さん、その他多くの皆様に感謝を申し上げます。 

 一年に一度しかお会いできない方も多いのですが、これからもよろしくお願

いいたします。 

 

 黃淑燕先生：後輩をいつも指導していただき感謝します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://web.thu.edu.tw/toshiya/www/2011-okazaki-studytour.html 
2 松永稔也（2011b）「震災・防災と多言語情報 —台湾・日本の経験からともに学ぶ—」第二屆全國大學院校日本研

究中心聯合年會発表論文，および，松永稔也（2012）「台中からはじめる多言語地震防災情報作成の試みとその課題

－地震防災情報の多言語化の台日比較を通して」『第二屆中台灣日本研究論壇 311代自身後的日本：災後重建中多元

文化的共生與政治經濟的展望 會議手冊』pp.57-74 

詳しくは，http://web.thu.edu.tw/toshiya/www/kenkyu.html に掲載予定 
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神戸ツアー感想 

盧佳宜（かぎ） 

 

今回の神戸ツアーはとても楽しか

った。事前の準備はあまり準備しな

いが、でもやはりたくさんのことを

見学した。その前の数日間はまだ状

況にあまり入らない。だから行くと

ころと夜の会議はあまり知らなくて、

討論しなかった。でもその後で、ゆ

っくりし適応した。だから今回の神

戸ツアーが移住者などの問題を知っ

た。まだ全部のことを理解して、で

も少なくとも理解があって、新しい

ものを学べた。今回の旅行は多くの

初めの経験があって、良い経験があ

って、とても楽しかった。 

 

今回のツアーは街で日本の女生の

服装と台湾の女生のが大きいな違う

と思った。一番違うのは靴だ。日本

の女生はほとんどサンダル、あるい

はパンプスをつけていた。台湾の街

で女生が布靴を着ることを見やすく

て、でも、日本の街でほとんど見て

いない。 

そして、今回のツアーの交通方法

はほとんど電車を乗った。だから、

いくつかの台湾で見えないことを見

ることができる。例えばお母さんが

ベビーカーを電車を乗ることが見た。

このようなことは台湾でほとんど見

えない。日本の関連の施設が良いと

思った。だがら、この短い旅行の中

でよくこのことを見ることができる。 

 

 

這次的神戶之旅整體來說很高

興，雖然事前的準備不太足夠，不過

還是了解到了許多事情。前幾天因為

還不太進入狀況，所以對於要去的地

方以及晚上開會要討論的事情，還有

點迷迷糊糊的，不敢問問題或不太知

道要討論什麼。不過幾天下來，慢慢

的適應之後，就變的比較進入狀況，

知道自己在幹麻，比較敢發表意見。

所以這次的神戶之旅，透過了參觀了

相關的地方、聽相關的人所講的話，

讓我知道了移民、居住等等的問題，

雖然還沒有到那麼了解的地步，不過

至少有了初步的了解，學習到了新的

東西。而且這次的旅行還有很多的第

一次，第一次在日本問路、第一次上

電台、第一次跟校長面對面見面，真

的很豐富。 

 

  這幾天在街上看到日本女生的穿

著跟台灣女生有很大的不同，而最大

的不同我想是鞋子。日本的女生幾乎

都是穿著涼鞋或娃娃鞋，而在台灣街

上很容易看到女生穿布鞋，在日本街

頭幾乎都沒看到。 

     這幾天的旅程，幾乎都是以電車

代步，所以可以看到一些在台灣看不

到的畫面。例如常會看到媽媽推著嬰

兒車搭電車，這樣的景象在台灣幾乎

是看不到的，因為台灣應對的相關措

施做的不完善所以根本都看不到，不

過我想日本做的很好所以才能讓我在

這短短幾天的旅程中常常看到這個景

象。 
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神戸ツアー感想 

黃渝淓（よしこ） 

 

今回の神戸ツアーで一番深い印象

を残したのは人と人の交流。違う人

と会うのはおもしろいで、とくに違

う出身の人。もし旅行社が手配する

スケジュールを参加したら、そのよ

うな経験がない。わたしの日本語の

能力はまだまだ完全とはいかないの

で、いつも相手の話の意味がわから

ない。しかし、勇敢に相手に話した

ら、彼も愉快に答えると思う。 

 旅行の中でわたしも日本人が悪い

ことを知っている。日本でも多くの

世間から忘れられた人があって、関

心を持つことが必要だと思う。しか

し、日本だけでなく、ほかのところ

もあると思う。これ以上はわたしの

神戸ツアーで簡単な感想だ。 

 

  我覺得這次神戶之旅讓我最難以

忘懷的是人與人之間的交流。認識不

同的人是一件很有趣的事情，尤其是

認識不同國家的人。如果是參加旅行

社辦好的行程是絕對不會體驗到的。

雖然我的日文還不夠好，常常聽不懂

對方所說的意思。不過，我想只要勇

敢的去說，努力的表達自己的意思，

他也會愉快的去回應你吧! 

    在旅行中我也知道了不少關於日

本不好的地方，在日本也有許多被世

間遺忘，躲在角落的人們，我想都是

我們必須去關心的。不過，不只是在

日本，其他的地方也是會有的! 以上這

些，就是我對於這次神戶之旅簡單的

感想。 
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神戸ツアー感想 

徐于茹（ルル） 

 

今回の活動はたくさんの経験を学

びました。この活動で、人と人の相

談することの重要性を学んで、或い

は、もし質問があったら、対象にも

う一度確認して、その結果は昔から

ですか、最近その習慣があるかを聞

きます。それ以外に、その活動は自

分があまり知らない人と人の経験を

体験します。台湾でこのような経験

があった時はありませんからです。

今回、皆と一緒にこの経験を体験す

るのはよかったと思います。 

 

自由行動の部分でいろいろな貴重

な経験を学びました。例えば、つい

に授業で学んだ日本語を現実的な日

本の生活の中で使いました。電車に

乗っても、知らない人に聞いても、

或いは、日本人のサービス態度や親

切など、全部のことは私を感動させ

ました。そして、面白いところは、

自分で体験することや自分で人群れ

に接触することなど、どのような事

を自分でやると、自分の経験になり

ます。今回の神戸の旅行は自由行動

の時間があるのは嬉しいです。 

    此次的活動真的讓我受益良多，

藉由此研究活動，學到了人與人之間

對談的重要性、親自體驗有別於以往

書面上的探討，活動中老師也給予我

們一些建議，像是訪談中，如果有問

題的話，可以先向對方確認一下這些

結果是否從以前開始就是這樣，還是

最近才有的習慣；另外，這也是去體

驗自己不熟悉的人與人的經驗，因為

有些經驗是在台灣所遇不到的，我很

高興我能和大家一起體驗這次美好的

旅行。 

 

    在自由活動部分，讓我學到了很

多寶貴的經驗，例如：終於將課堂中

所學習到的日文真實地運用到日本的

日常生活中，不管是搭電車、詢問路

人目的地的方向，或者是當地人的服

務態度和熱情等等，都讓我感動了起

來，親自的去體驗、去接觸人群，才

會發現其中的有趣，很感謝此次神戶

之旅有讓我們自由活動的時間。 
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神戸ツアー感想

楊宜珣（ゆつき） 

 

 この旅は初めての海外旅行だ。こ

の九日を振り返って、とても充実な

毎日を過して、そして、たくさん歴

史の跡も見た。神戸ツアーのテーマ

は、「越境する移動と定住」だ。様々

な人たちを訪ねて、彼らの話を聞い

て、今私たちの立っている場所の歴

史が分かるようになった。最初の日

から電車を追い始めたこと、天神祭

の盛況、各々の訪ねた場所、話の中

に面白い考え方を今でも忘れない。

例えば、広田先生が言った宝塚歌劇

団の話題、高仁鳳さんが投げた「二

次大戦後のドイツのように、もし日

本が関東と関西に分けられたら…」

という仮想に興味が出てきて、同時

に新しい視点をもらって、探求した

い。 

 「初めてのこと」をこの旅にたく

さんあげた。出国、合宿、コーヒー

を飲むこと、牛肉を食べることは全

部初めてだ。ずっとうきうきと道を

歩いたな。これから機会があれば、

日本の各地へ行きたくて、様々な人

たちにも出会いたいと思う。 

 

這趟旅行是我第一次的海外之

旅，回顧這九天下來，每天都過的非

常充實，也看到了許多歷史的痕跡。

神戶之旅的主題是「越境移動與定

居」，我們去拜訪了許多人，傾聽他們

的話語，了解我們現在所處的這個地

方的歷史。我依然記得第一天就開始

追電車、天神祭的盛況、各個我們所

拜訪之處，及談話間那令人為之一亮

的想法。廣田老師所講的寶塚歌劇團

的話題，高仁鳳先生所提的假想「若

日本像德國那樣，被分為關東跟關西

的話？」，都十分引起我的興趣，同時

也帶給我新的視點，讓我想要進一步

去探知。 

    很多的「第一次」都給了這次的

旅行，第一次出國、第一次合宿、第

一次喝咖啡、吃牛肉等等。走在路上

心情一直都是很亢奮的呢！今後有機

會的話，我想去日本各處走走，也想

與不同的人邂逅。 
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神戸ツアー感想 

許馨仁（Gina） 

 

今回の神戸ツアーについては、僅

かな数日だけと、とても充実だと思

います。旅の中で、他の人の話を聴

きながら、自分の考えを頭の中に速

く整理して、自分の意見を出すとい

うことを再び学びました。そして、

違う人と交流することが体験できて、

周りのことをよく観察して、問題を

発見します。今回の旅行はクラスメ

ートと先生と一緒に過ごすのは本当

に楽しかった。これ以外、今回の旅

の中、自分がまだ不足の部分を発見

して、今後もっと注意してから、改

善することができるようになること

にうれしいと思います。 

關於這次的神戶之旅，雖然只有

短短幾天，但卻是過得異常充實。在

這趟旅程中，再次的學習去傾聽別人

的話語，以及如何在腦中快速整理混

亂的思緒並提出自己的意見，此外，

亦親身體驗到與不同人間的交流，及

仔細的去觀察在週遭所發生的事物，

並去發掘問題。很高興這趟旅行能和

同學、老師一起度過，也相當高興能

從中去了解到許多自己的不足之處，

讓自己以後能更加警惕並去做出改

善。 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

謝逸懷（キラ） 

 

私は日本に九日いたが、神戸も広

島もとても暑かったと思いました。

台湾の風土と異なって、道を尋ねる

場合に親切な駅員さんから手伝いを

もらったし、買い物の場合にもいわ

ゆる高価も実感しました。今度の神

戸ツアーは文化的じゃなくて、日常

のこともよく感じました。 

在日本待了九天，神戶和廣島的

天氣同樣熱得要死。在日本，看到了

與台灣完全不同的風土民情；問路的

時候也受到了親切的站務小姐的幫

忙；買東西的時候，也體會到了所謂

的高物價。這次的神戶之旅，不只在

文化體驗上面，日常生活的體驗都有

很大的收穫。 
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神戸ツアー感想 

林君嶸（マキ） 

 

今年的暑假很不一樣，我參加了今年的神戶之旅及甲南營，這趟神戶之旅讓

我體驗了各式各樣從未遇過的經驗，遇見了許多來自四面方的人，也讓我觀察到

了不一樣的風貌。 

神戶，是一個迷人的港都，由於歷史的關係讓有著豐富的異國風情，這是我

的一次到神戶就使我迷住了這裡優閒的氛圍，在日本這個背景中藏著各國的元

素，讓我覺得這裡真的很不一樣。神戶配上我們神戶之旅的主題—越境，移動和

定居再適合不過了。一路上我們遇到了許許多多的人們，不論大家的國籍、民族

到底是甚麼，都很高興大家能在這次的神戶之旅中相遇，也非常感謝一路上幫

助、接待我們的大家。 

藉著神戶之旅這次很難得的有機會參觀到許多的博物館、紀念館，甚至是平

常幾乎不太可能有的行程，像我們進到了平常不會開放的中華民國華僑總會，到

了大阪大學聽了広田先生的談話，跟老師們到了居酒屋用餐，拜訪了高仁鳳先

生，見到了甲南大學的校長，參觀了鷹取教會的紙教堂還上了廣播節目，到了移

民中心看小朋友上課、交流…等，這些都是非常特別且難忘的經驗，一定不會忘

的，謝謝老師們辛苦地安排這次的行程及帶隊為我們解說。 

神戶之旅的過程中，不只是了解到關於越境的問題，也觀察到了人與人之間

的相處的重要性及方法，體驗到了日本的生活模式，例如自己搭了電車，了解了

「一期一會」的道理，在每天晚上的反省會中，大家像聊天一樣說出自己一天的

感想，老師也都鼓勵我們多觀察人與人的互動，我很喜歡這種感覺，透過大家的

話、讓我也可以知道從別人的眼睛可以看到甚麼，這次能從不同角度觀察許多事

情覺得很有趣。真的很幸運今年能參加到神戶之旅，很開心能和同學朋友、老師

們用知性的方式遊日本，我一定會珍惜這次我所獲得的經驗，若往後還有機會還

想再參加呢！ 
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番 外 
 

◆ピースおおさか見学感想 

陳安（りんご） 

 

2011.08.03(水)  

 

神戸ツアーが終わった後、一人で五日間大阪に残った。 

その間、ピースおおさかという平和がテーマの 

戦争の残酷さを記録している記念館へ行って、非常にショックを受けた。 

戦争の残酷さを深く体験した。 

記念館に入ると、二枚の大きくて冷たい焼夷弾が展示されている、大阪では五

十回ぐらい焼夷弾で空襲された。 

あるマニュアルは漫画で焼夷弾が落ちたときの対策を教えているが、 

このアニュアル、実は役に立たなかった。 

なぜなら焼夷弾がただ一枚、二枚落ちるわけではなく、十枚以上の数で落ちる

からだ。 

戦争の恐怖はあの漫画を描く人が絵を描くときでも想像できなかったのでし

ょう。 

 

ピースおおさかも南京大屠殺（日本では「南京事件」、「南京大虐殺」などと呼

ばれる） 

という事件が展示されている、ちょっと意外でした。 

元々日本に対する認識は虐殺を認め、この事件を起こしていなかったような目

で見る。 

つまり、日本は三十万名ぐらいの南京市民を平気で残酷な殺し方をした。 

そういうイメージがあった。 

それにしても、ある南京市民が日本軍隊に殺されたはず有名な写真の説明は、 

 

「空襲警報下、大防空洞に避難した多数の市民が窒息死、圧死するという大惨

事が発生した」と書いている。 

それは私が中学時代に勉強した歴史と違う。 

中国はその人たちは日本人に殺されたと言っているが、日本はその人たちは窒

息死や圧死であると言っている。 

一体どちらが正しいのはもうわからない。 
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そして、ある壁は展示している。 

その壁は昔捕えらた敵が死刑を実施される前に監禁される用の監獄の壁。 

つまり、監獄にいる囚人たちは全部死ぬという事実を受け入れなければならな

い。 

怖くて死にたくないので、壁には沢山爪でひっかいた跡がある。 

その壁を見ると、気持ちがとても複雑だった。 

絶望的な囚人たちは残った力で最後の声を出したが誰も助からなかった。 

きっと怖かったでしょう。私は悲しくて涙が止まらなかった。 

 

戦争は怖い。しかし、戦争は国から起こすものだが、苦しむのは庶民である。 

政府は勝手に、庶民の命をゴミのように見る。 

無実の庶民は戦争で被害を受け、とてもひどいと思う。 

平和を守るために、戦争の怖さを対忘れない。 
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◆ 天神祭 

ゆつき 

 ７∕２５（月） 

 

今回のツアーでちょうど日本三大

祭の一つの天神祭にあった。時間が

あるから、大阪への電車に乗って祭

りを見に行った。祭りのときには台

湾の夜市のような風景をしか見られ

ない。 

剛好這次旅行的期間碰到了日本

三大祭之一的天神祭，在時間允許之

下就搭車至大阪觀看祭典。也只有在

祭典的時候，才能看見像台灣夜市一

樣的一長排的攤位。 

 

 

 

ゲームの屋台にアリドル商品がくた

さん見られた。りんご飴を買った。 

遊戲攤位的獎品好多偶像商品呢！ 

途中買了蘋果糖。 
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＊ 天神祭 ＊ 

日本三大祭（他：京都の祇園祭、東京の神田祭）の一つです。 

全国の天満宮（天神社）で開催されます。 

祭神は学問の神と呼ばれる菅原道真です。各神社で行われる天神祭の中では、

一番有名なのは大阪天神祭です。 

 

～陸渡御～  
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～船渡御～ 
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◆広島へ 

キラ 

 

27 日に新幹線で広島へ行きました。

新幹線は非常に便利だと思います。2

時間ぐらいが経ち、広島に着きまし

た。一日乗車乗船券を買って、Ｊ－

Ｈｏｐｐｅｒｓというホテルで荷物

を置いて、すぐ船で宮島へ行きまし

た。 

宮島に入ると、たくさんのあちこ

ち歩く鹿を見ていた。天気もとても

熱くて、あまり遠い場所に世界文化

遺産にとして記入した厳島神社も見

えました。宮島の景色はとても綺麗

だと思います。昼間にも夕方にも異

なっている景色が感じられます。厳

島神社へ行けば、入って参拝します。

でも私は賽銭を投げ入れる場合に

500円を 50円として投げ入れてしま

いました。 

27 號和學姊一起搭乘新幹線前往

廣島。我覺得新幹線真的非常方便，

因為只花了 2 個小時就抵達廣島了。

我們再將行李放置在叫作Ｊ－Ｈｏｐ

ｐｅｒｓ的旅店之後便搭路面電車前

往宮島。 

 

一進宮島就看到許多的鹿在島上

四處亂走，天氣也非常熱，而不遠處

也可以看到被列為世界文化遺產的嚴

島神社。宮島的景色非常美麗，不管

是白天亦或者是傍晚，都能夠感受到

不同的氛圍。來到嚴島神社自然是要

進去參拜的，不過我在投香油錢的時

候，似乎把 500 日圓當成 50 日圓投下

去了。 
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今日の予定は先にライブの場所へ

行って記念品を買います。行列して

記念品を買いた後、私たちは原爆ド

ームと和平記念公園と和平記念資料

館に行きました。和平記念資料館の

中でこの原爆に関する歴史がありま

す。観覧した後、私と先輩との気持

ちは重たくなりました。 

今天的預定是要先去聽演唱會的

地點先排隊買紀念品。在排隊買完紀

念品之後，我們去了原爆圓頂、和平

紀念公園以及和平紀念資料館。和平

紀念資料館內則是有者關於這一段滄

桑的歷史。在參觀完畢後，我和學姊

的心情都變得很沉重。 
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付 録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲南大学平生記念セミナーハウス 

〒658-0051 

神戸市東灘区住吉本町 2丁目 29番 

15号 

TEL：078-854-1605 

http://www.konan-isc.co.jp/index. 

html 
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孫文記念館 

〒655-0047 兵庫県神戸市垂水区 

東舞子町 2051番地 

TEL：078-783-7172  

http://sonbun.or.jp/jp/index. 

php?option=com_frontpage&Itemid=1 

 

 

 

 

海外移住と文化の交流センター 

〒650-0003 神戸市中央区山本通 

3丁目 19 番 8号 

TEL：078-272-2362  

http://www.kobe-center.jp/index.html 
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大阪人権博物館 

〒556-0026 大阪市浪速区浪速西

3-6-36 

TEL：06-6561-5891 

http://www.liberty.or.jp/ 
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神戸華僑歴史博物館 

〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸

通３丁目１−１ 

TEL：078-331-3855 

http://www16.ocn.ne.jp/~ochm1979/ 

index1.html 

 

 

 

カトリック鷹取教会 

〒653-0052 兵庫県神戸市長田区海運

町３丁目３−８ 

TEL：078-731-8300 
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華僑総会 

〒650-0002神戸市中央区北野町

4-2-1号 

 

 

 

ピースおおさか 

〒540-0002大阪市中央区大阪城２番

１号 

TEL：06-6947-7208  

http://www.peace-osaka.or.jp/ 
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大阪大学 

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 1-1 

TEL：06-6877-5111 

http://www.osaka-u.ac.jp/ja 

 

 

 

甲南大学 

〒658-8501 兵庫県神戸市東灘区岡本

８−９−１ 

TEL：078-431-4341 

http://www.konan-u.ac.jp/ 

 



 80 

 

 

 

２０１１年神戸ツアー「越境する移動と定住」報告書 

2011 年神戶之旅「越境移動與定居」報告書 

 

出版者：東海大學日本語言文化學系 

        2011 神戶之旅參與成員 

協力：日本甲南大學 

地址：407 台中市中港路三段 181 號 東海大學 850 信箱 

電話∕FAX：04-2358-0112（轉 21701~31703）∕04-2359-0258 

指導老師：黃淑燕、松永稔也 

編輯：楊宜珣、許馨仁 

封面封底設計：楊宜珣 

出版日：2012∕5∕ 

 

 


