
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9/2 ~ 9/7

２０１４夏 

台日交流  in豊橋

（台湾・台中市） 
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はじめに 

 

 

 

年に２回行われる台日交流、そこでは毎回様々なドラマが生まれます。 

 

初めて会う人との共同生活やグループ活動、まずお互いを知ることから始めなければなりません。

多くの人が期待と不安の両方を抱えながら、この活動に参加したことと思います。 

「皆と同じ時間や空間を共有し、いつの間にか、分かち合うことが出来る。」 

それこそが、台日交流の大きな魅力であると確信しています。 

 

2014年、夏の台日交流は日本の愛知県豊橋市で行われました。繁栄していた商店街は、昔と比べ

過疎化が進み、その現状を打破するため、日本各地で地域興しが進められています。また、数十年

前と比べ、町に外国人が溶け込んでおり、異文化を身近に感じることが多くなった昨今の日本。 

今回は地域おこし、多文化共生をはじめとするテーマを通し、普段見落としてしまいそうな日本

の姿を、改めて見つめる機会になりました。 

 

この活動は、主体的・積極的に参加すればするほど、やらなければならない事が多いため、疲れ

や苦しさが溜まり、逃げ出したい気持ちになったこともありました。しかし、それ以上に苦難から

乗り超えられる力を得て、助け合う仲間の存在に気付けたことが、１番の成長ではないでしょうか。 

そして私たちのために忙しい中、時間を割いていただき、多くのことを教えていただいた訪問先

や市役所の方々、先生や家族をはじめとするこの活動を支えてくれた全ての人に、感謝することの

大切さを改めて感じました。 

 

 最後に、私たちは日本側の学生リーダーとして、たくさん人々に支えられ、無事に務めることが

できたことに感謝いたします。この台日交流で多くのことを学ばせていただき、本当にありがとう

ございました。 

 

 

 

 

人間環境大学 ２年    伊 藤  成 正 

愛知大学 ３年    岡田 実緒理 
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楽しかった‼ 

ひと夏の思い出 

目 次 
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大学 学年 名前  ニックネーム グループ 係 

人間環境大 

3年 

阿部 康平 こうちゃん 多文化(外国人経営） 交通・宿泊 

柴田 真衣 まいりん 地域興し（食品・郷土） 副リーダー・記録・文書 

多田 安那 あんな 多文化共生(日本語) 交通・宿泊 

崔 太勲 サイ 多文化共生(日本語) 食事 

2年 

飯沼 伊知子 いち 多文化共生(日本語) しおり・報告 

伊藤 成正 しげ 地域興し(商店) リーダー 

渡邉 研治 もさく 地域興し（農業） 会計・買出し 

1年 

今邨 暢秀 いまむー 地域興し（農業） 食事 

松下 那由 なゆ 地域興し（農業） 宿泊 

葭川 掌生 チョキ 地域興し（食品・郷土） しおり・報告 

愛知大学 

3年 

岡田 実緒里 みおり 地域興し（食品・郷土） リーダー・写真・イベント(送) 

前田 春香 ぱるりん 多文化共生(日本語) 
副リーダー・発表・イベント

(迎) 

堀田 千咲 はせべ 地域興し（農業） 報告書・イベント(送) 

仲神 紗奈 さな 多文化共生(日本語) 写真・イベント(迎) 

2年 山崎 真依 まいまい 多文化(外国人経営） イベント(迎) 

1年 

大竹 真璃奈 まり坊 多文化(外国人経営） 発表・イベント(迎) 

川瀬 真代 まよ 多文化(外国人経営） 報告書・イベント(送) 

永井 彩花 あや 地域興し(商店) 発表・イベント(送) 

重野 綾音 りらっくま 地域興し(商店) 発表・イベント(迎) 

東海大学 

2年 

莊 璦榕 あいよう 地域興し（食品・郷土） リーダー 

卓 吟貞 しおり 地域興し(商店) 副リーダー 

林 雍華 ようか 多文化(外国人経営） 交通 

黃 竹筠 ちくいん 地域興し（農業） 宿泊 

陳 勇全 いずみ 多文化共生(日本語) 補助 

張 芷瑄 クロ 地域興し（農業） 記録 

１年 

黃 于鈴 さわこ 地域興し（食品・郷土） 補助 

吳 崇偉 あゆむ 多文化共生(日本語) 交通 

林 榆玶 アップ 多文化(外国人経営） 食事 

賴 佳欣 くま 地域興し（食品・郷土） 食事 

薛 靜茹 りん 地域興し(商店) 宿泊 

      
人間環境大 

教員 

文野 峯子 QP先生   顧問 

花井 しおり はなちゃん先生   総括 

愛知大学 
梅田 康子 梅ちゃん先生     

佐藤 良子 よっしー先生     

東海大学 工藤 節子 せっちゃん先生     

参加メンバー 
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9/2 火 9/3 水 9/4 木 9/5 金 9/6 土 9/7 日 

6:00 
 

起床 

7:00   
朝食 ・ 清掃 

8:00   

9:00   

グループ

活動 

グループ

活動 

講義 

「豊橋市

の多文化

共生」 

発表会 

準備 

清掃 

10:00   

解散 

11:00   

12:00   
講義と 

試食 

「三河の

地と日本

の菓子 

文化」 

グループ

活動 

昼食 

13:00   グループ

MT/ 

送別会 

準備 
14:00 集合 

15:00   
発表会 

16:00 

歓迎会 

夕食準備 

17:00 

夕食・入浴 送別会 18:00 

19:00 

20:00 グループ

MT 

全体 MT 

21:00 グループ MT   

22:00 消灯 
 

23:00 就寝 

 

 

☆朝ごはんは６時に起きて、夜ご飯は夕方から取り掛かり大変でしたね！ 

毎回、慣れない手つきで教え合いながら作りました。 

☆グループ MTでは、特に発表前日は２４時過ぎまで話し合い、パワーポイントにまとめるという作業

に苦労しましたが、非常に達成感を感じることができました！ 

 

日 程 表 
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講義 感動の再会 真剣な眼差し 

 

  

 
 

 

外野…(後方メンバーの反応)笑 

 

 

ＭＥＭＯＲ  Ｙ
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じゃんけん みおり～ 
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各係りの役割 

 

☆事前準備 

活動内容：Skype会議、調査地決め、アポ取り等 

感想・反省点：顔を合わせたことのない人たちと文字や音声だけでやり取りすることは、対面して話し

合うことに比べ、少し苦労するなと感じました。Skype 会議に関して、グループリーダーなど誰か会議

の流れを仕切る人がいると、とてもスムーズに話し合いが進みます。各々が調べたいと思っていること

を、どうグループ全体のテーマとしてまとめるか、そしてメンバーの予定を合わせ Skype会議を行うな

ど、大変なこともあるので、メンバー間での情報共有、積極的な意思表示が大切だと思いました。その

ためにも、活動中は Facebookをこまめにチェックすることを心がけるべきだと思います。 

（さな） 

 

 

☆宿泊施設の下見 

活動内容：最寄り駅(電車)から宿泊施設までの交通手段であるバスの大きさ、所要時間などの確認。宿

泊施設、最寄り駅周辺でグループ活動中に利用できそうな施設を確認。宿泊施設、歓迎会会場の下見 

苦労した点：宿泊先である青少年センターとなかなか都合が合わず、下見の見学日が遅くなってしまっ

たため、全体的にいろんな係りの活動が遅れをとる形になってしまった。 

反省点：人環大は二回の下見を合わせ計四人が実際に活動場所へ訪れたが、愛大は私だけだったので日

程を早めに決め、各大学で２，３人ずつ参加できればよかった。 

（みおり） 

 

 

☆宿泊係報告 

活動内容：履修登録者名簿･宿泊者名簿の作成、宿泊施設の下見、注意事項作成、部屋割り、掃除･入浴･

食事順の分担、宿泊係に関係するしおり項目の作成 

苦労した点：ゴミ捨て場所の整理、シーツの紛失･返却忘れ、最終日の片付けは、労力を使いました。

やることが多くて、その場にいる人に頼んだことがたくさんありました。引き受けてくれた皆さん、あ

りがとうございます！  

反省点：宿泊施設が、食事場所は皆一斉に出来ない広さであったり、和室と洋室（二段ベット）の部屋

タイプがあったり、構造上の問題から起こる不便さはいくつかありました。今後の活動で、選択の参考

にするといいです。  

宿泊施設の管理人さんから最後に「またいつでも利用して下さいね」と、言葉を頂きました。また、

ゴミの一部を引き受けてくださり、センターの協力も得られました。特に大きな問題が起こることもな

く過ごせた事は、何よりです！            

（なゆ） 
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☆しおり係 

活動内容：愛知大学と人間環境大学が使用するしおりの原案作成 、ページの各項目（周辺地図など）

の作成を人間環境大学の各係りに指示する  

苦労した点：項目を係りにふりわけること、しおり係を二人で分担したため、しおり作成の作業を二人

で共有できるようにと考えてコミュニケーションを図った。  

宿泊施設への下調べが遅れ、注意事項など宿泊に関する作業ができなかったこと、当初決められていた

期日に間に合わず、変更せざるを得なかった期日がいつか示されなかったため少し混乱した。  

反省点と感想：結果として、宿泊係りのなゆさんに、大きく負担がかかってしまいました。宿泊係りの

しおりの項目の作成をほかの誰かに分担するべきだったかもしれません。最終的なしおりのレイアウト

を愛知大学に任せることになりました。最も大変な作業だっただろうと思います。ありがとうございま

した。  

（いち） 

 

 

☆食事係り 

活動内容・苦労した点：実際に厨房で働いた経験もあり、10年近く自炊しているため、料理をすること

自体に不安はありませんでしたが、問題は、食事当番のグループが作れるメニュー、楽しく食べてもら

える献立を考えることでありました。そこで、一種の自己流のアンケートを行い、前回の台湾交流会の

参加者の方々にも尋ね、支持が多かったメニューを元に、それなりの献立を立てました。  

反省点：市場調査や用意する材料の分量、調理にかかる時間やレシピ等に関して、事前準備や調べが不

十分であったこと。各グループの食事準備に混乱を招いた点、食事係りとして深くお詫び申し上げます。

手を抜いた準備にも関わらず、グループ全員で助け合い、協力し合って食事の準備をしてくれた各グル

ープの皆さん及び、陰ながら助け舟を出してくれたあるお爺さん、そして、わざわざ来ていただいて、

手伝いをしてくれた卒業生の皆さんにお礼申し上げます。  

全てが素晴らしい食事でありました。心から感謝致します。  

（サイ、いまむー） 

 

 

☆会計係  

活動内容：全体の経費の計算、参加費の決定、食材の買い出し 

苦労した点：まず、全体の経費がどのくらいかかり、みんなからいくら集めたらよいのか、二千円に決

めるまで、ずいぶんと悩みました。さしあたって用意する物を合宿前に揃えなければいけないので、合

宿の１週間前までには学校なり、学生支援課の補助の一部を前渡し金でいただけると良いと思いました。

今後、若い学生が会計になったら大変だろうと思いますので、今後の課題です。  

反省点：買い出しの立て替えも（領収書の保管も含め）、みんなにさせるのはまずいだろうと思って、

ほとんどのものは、私のいるグループの人に手伝ってもらって買い出ししました。時には不足するもの

があって、各グループ料理に困ったことがあったかも知れませんがお許しください。  

（もさく） 
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☆交通係 

活動内容：歓迎会後のオレンジプラザから青少年センターまでのバス移動の引率 

苦労した点：豊橋に全然詳しくなかったので、最寄りのバス停を探すこととそのバス停までの行き方を

調べるのに苦労しました。  

反省点と感想：今回バスを使うということで、普段バスでの移動をしたことがなかったので乗り方や料

金の払い方など不安な点ばかりでしたが、周りのみんなに助けてもらい、なんとか無事に移動できて本

当に良かったです。また、バスの回数券をみおりが用意してくれていて、本来なら僕らがやらなければ

いけないことをやらせてしまったと準備不足を痛感しました。  

（あんな、こうちゃん） 

 

 

☆歓迎会係 

活動内容：歓迎会の内容決め、会場準備、司会、タイムキーパー、ゲーム説明等 

感想・反省点：多少の余裕をもって時間配分をしたつもりでしたが、やはり予期せず始まりが遅れたり、

予定より時間がのびたりする場面もあり、どう時間調整するかということが難しかったです。今回、会

場とする部屋の下見ができなかったのですが、前もって部屋の大きさや、机・椅子の配置などを確認で

きていれば、事前にどのように会場をつくるかを考えることができ、当日よりスムーズに準備ができた

かなと思います。しかし、準備から片づけまで、係りなど関係なく、みなさんが協力して進めてくれた

ので、大きなトラブルもなく終えることができました。台日交流の始まりであり、初めて全員が顔を合

わせる場だったわけですが、そうした協力や、歓迎会を通して打ち解けることができ、とても良いスタ

ートがきれていたように思います。ありがとうございました。 

（さな） 

 

 

☆送別会係 

活動内容：発表会・送別会の準備、プログラムの作成、司会の進行、プレゼントの回収、バス・電車の

時刻の下調べ、夕食の手配 

苦労した点：時間内に発表会・送別会をスムーズに行えるようにプログラムを考えなければならず、愛

大の豊橋校舎への誘導を含め、時間内に終わらせることはかなり大変だった。また、急きょ豊橋校舎を

使用することになったため、夕食の手配においても苦労した。 

反省点：活動前に決まった事項が多かったので、前もって集まって話し合っていれば時間に余裕が持て

たのかなぁと思いました。夏休みといっても意外にメンバーの予定が合わず集まることが難しかったの

で、休み時間（昼休みなど）をもっと利用して集まることも大切だと思いました。 

最後に一言：歓迎会・送別会をスムーズに進められるか不安だったけど、当日たくさんの人が準備を

手伝ったりしてくれてすごく助かりました。おかげで無事、発表会・送別会を終わることができました。

手伝ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。 

（まよ） 
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☆報告書係 

活動内容：台日交流後の活動報告書作り 

苦労した点：自分一人で作成するわけではないので、指示を出して取りまとめることや、さまざまな資

料を Facebookで集めることが大変でした。この係は交流後の活動がメインであるため、夏休み明けの

大学との両立に苦労しましたが、やりがいのある仕事であり達成感を感じています。 

反省点：前回の報告書を活動前に見ておくべきでした。特に私のような初参加の人には、いくら説明し

てもらってもイメージがわかず、迷惑をかけてしまいました。そしてパソコンの扱いに慣れている方々

に、たくさん救われました。愛大のメンバー、先生方、積極的に協力していただき、感謝でいっぱいで

す。 

 この報告書を見て、あの時の楽しかったことや辛かったことなど、台日交流の思い出を感じていただ

ければ、幸いです。私たちの参加した交流が、冊子という目に見えるもので残され、その工程に加われ

たことに嬉しく思います！ 

ぜひ大切に保管してくださいね＼(^o^)／ 

（はせべ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１１ 

 

講義 「三河の地と日本の菓子文化」 

 

日時 2014年 9月 3日 13時～16時 

講師 須川妙子教授 (愛知大学短期大学部) 

 

【日本の菓子の歴史において「三河」（愛知県）は重要！】 

 三河の人は「菓祖」（菓子の神様）を祀る文化を持つ。 

 日本に饅頭を伝えた林浄因が、三河の塩瀬村（愛知県新城市）に疎開した。 

 江戸時代の茶人である山田宋徧は、吉田城（豊橋市）に仕えた。 

お茶とお菓子を一緒に食べる習慣は、山田宋徧が作った。 

 コンビニで売られているお菓子の多くは、三河で作られている。 

 

【講義の後は…おまんじゅうの試食】 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１２ 

 

新聞に掲載 

 

台日交流の活動中、愛知大学短期大学部の須川先生を招いて、日本の菓子の発展と三河の地との関連

について講義を受けました。お菓子の歴史を学びつつ、三河と関わりの深い塩瀬まんじゅうを試食しま

した。そこには中日新聞の記者の方も来てくださり、台湾の東海大学のリーダーのあいようと、愛知大

学からは私、まいまいがインタビューを受けました。 

 

新聞の取材を受けるのは初めてだったので少し緊張もしましたが、愛知大学・人間環境大学・東海大

学という３つの大学が行っている、この台日交流という活動を少しでも多くの人に知ってもらいたかっ

たので、しっかりとアピールすることができました。 

 

 

 

☆愛知大学のホームページに、台日交流の報告ブログが掲載されています。ぜひご覧ください！ 

 

「さくら２１プロジェクト」  Bｙ まよ 

http://www.aichi-u.ac.jp/global_project/blog/?p=2594 

 

「アイブロ」          Bｙ あや 

http://www.aichi-u.ac.jp/aip-aiblo/?p=9038 
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講義 「豊橋市の多文化共生」 

 

日時 2014年 9月 5日 9時～12時 

講師 原田 佳樹さん、鵜飼 ジュサラさん（豊橋市役所 多文化共生・国際課） 

 

【内容】 

 豊橋市で暮らす外国人は、豊橋市民の総人口の約３％にもなり、そ

の中でもブラジル人の割合は豊橋市で暮らす外国人住民の４８．７％

を占める。外国人が多く暮らす豊橋市では、日本人と外国人住民の共

生はどのように行われているのだろうか。 

豊橋市役所 多文化共生・国際課の職員の方にお話をうかがった。 

 

豊橋市では市内在住の外国人を対象として、 

・ポルトガル語・英語などでの行政情報の提供ができる外国人相談室を設置する。 

・市内在住の外国人市民による会議を設置し、意見交換を行う。 

・日本で生まれ育ったブラジル人に、母国の文化などを紹介する講座を行う。 

以上のような、多文化共生のための様々な取組を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

・日本語があまり話せない外国人への災害時対策 

・外国人と自治体との関わり方 

・外国人の子供の高校への進学 

 

【感想】 

 日本人と外国人が同じ町に暮らしていくためには、お互いがお互いを尊重し合い、興味を持つことが

大切だ。現在、日本で暮らすために外国人が日本人の生活スタイルに合わせることが一般的であるけれ

ど、共存していくためにはもっと日本人側の歩み寄りも必要だと思う。異なる文化や慣習を受け入れる

ことで新しい考え方が生まれ、より良い街づくりに繋がっていくと考えたからだ。外国人と日本人の両

者が意見を交換し合い、行政へ積極的に参加できるような環境を、協力して作りたいと思った。市民全

体が日本人、外国人という枠組みを越えて「同じ町で暮らす共同体」であるという意識もてれば、両者

にとって住み良い街づくりが実現できるのではないか。                 （あや） 
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地域興し（農業グループ） 

 

活動内容 

9/2 a.m.  

 p.m. 歓迎会準備→オレンジプラザにて歓迎会 

 感想  今日は歓迎会がありました。最初は全員で自己紹介ゲームをして遊び、そのあとにみん

なでご飯を食べました。その後、各グループのメンバーや内容を発表しました。その後

センターに戻り、寝ました。                     今邨暢秀                             

9/3 a.m. 青少年センターでグループ MT（アンケート持ち寄り確認・フィールド活動の確認） 

 p.m. 青少年センターにて全体講義「日本の菓子文化史における三河の重要性」 

 感想 今日は食事当番だったので、料理をひたすら作り続けたというのが印象的です。料理

を三食すべて作るのは大変でしたが、失敗をしながら徐々にグループのメンバーとも仲

良くなり、台日交流に参加して本当に良かったです。午後からの菓子文化と三河の関係

の講義を受け、塩瀬饅頭を試食しました。               はせべ 

9/4 a.m. 横地愛菜園 

 p.m. 道の駅「赤羽ロコステーション」 

 感想 今日、横地愛菜園に行きました。愛菜園でたくさん野菜見ました。たとえば、ニラや

小葱などです。愛菜園でいろいろな話を聞いて、勉強になりました。中国からの研修生

に話を聞いて、中国の農業はよく農薬を使っていることがわかりました。午後、道の駅

に寄って、野菜を売っている場所も見学しました。海は綺麗ですね！   ちくいん 

9/5 a.m. 青少年センターにて全体講義「豊橋市の多文化共生」 

 p.m. ウズラ舎の河合さん・ｸｳｪｰﾙｺｽﾓｽ→道の駅「めっくんはうす」地産地消の売り場見学 

 感想  今朝は、青少年センターで多文化の紹介を聞きました。豊橋での多文化について話を

たくさん聞きました。午後はウズラ舎に行き、ウズラ舎の河合さんにインタビューしま

した。河合さんにいっぱい知識を教えていただき、ウズラの「原点技術」を勉強できて

面白かったです。でも、ウズラが住んでいたおりは小さくて、せまいです。かわいそう

と思います。また、道の駅も行って、見学しました。           クロ         

9/6 a.m. 青少年センターで発表準備 

 p.m. 愛知大学にて発表会＆送別会 

 感想 活動最終日。発表の為のPPTを作成する。役割分担をして、皆で一つの形に仕上げた。

どのグループも実りある発表であった。各々の得意を活かし、補い合い、形にすること

の凄さとパワーに感動！たくさんのOG・OBも参加。送迎会ではゲームと参加者全員から

合宿に参加した感想を聞け、笑いあり涙ありで、無事に終わった。    なゆ 
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＜メンバー＞ 

人間環境大学 …… もさく、なゆ、いまむー 

愛知大学 ………… はせべ 

東海大学 ………… ちくいん、クロ 

＜調査と活動の流れ＞ 

① 日本と台湾の農業を現状から調べ、実情から『農業を元気にするにはどうしたらいいか？』とい

うテーマを持ち、調査を進める。 

② 消費者の意識調査として、アンケートを実施。 

③ フィールドワークでは、環境に配慮した農業の見学と体験、販路開拓の方法のひとつ“地産地消”

の売場見学。 

④ 事前調査と農家の方のお話から、後継者ができる農業・儲かる農業のあり方を考え、見つけたい。 

 

＜結果＞ 

現状：日本→耕作面積と農業従事者は共に毎年減少傾向にあり、現在も続いている。 

   台湾→自給率の減少傾向が続く。米の自給率は 100％を超えているが、食べる量は急速に減少。 

アンケート：若い世代に農業に関心がない傾向が見られた。また、年長世代は農作業を経験したことが

あるのに対し、若い世代はほとんど無し。有機野菜の認識はほとんどの人にあり、農業を

したいと思う人の傾向では有機農業を挙げている人が多かった。普段の買物では自国産を

選び、新鮮さを重視して農産物を選んでいる人が多い。今後の農業を考える上で、後継者

育成に関心を持ち、また、農業だけでなく体制から改革を望む声もあった。農業を経済で

考えることより、安心安全を求めている声が多かった。 

農家訪問： 

田原の横地愛菜園さん 

小ネギ、ニラ、セロリ等を育てている。特徴は

出稼ぎとして、中国人研修生を受け入れており、

こだわりは低農薬、JAを通さないルートを開拓し

ている点である。 

横地さんは、今後は儲かる農業へ変わると予想

し、若者の参入を期待している。また、自然や人

と触れ合いながら農業することを大切にしている。 

 

 

 

 

 

 

 

ウズラ舎の河合さん 

５万羽以上のウズラを飼育し、成分は鶏卵に比

べ栄養は最大３倍、脂質半分であった。創水装置

で太古の水を再現しミネラルを生み出すこと、微

生物の働きで自然に近い飼料を作ることに、独自

の強いこだわりを感じた。 

今後は日本の農業を改革し、技能に基づいた農

業に戻るべきだと断言していた。 
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＜考察＞ 

 農家を訪問して感じたことは、経済以外に農業への思い入れや愛着を抱いて取り組まれ

ている、ということであった。土地が狭い日本では大規模農業ができないが、それは、人

と人とのふれあいを感じながらできる農業であり、四季を感じられる幸せがある日本の農

業の良さであると、教えてくれた。ただ、農業を元気にするには、と考えるとき、そこに

は、現在の農業の姿の歴史的背景や国の経済問題も大きく絡んでいる現状があった。 

 二件の訪問を通して、自分は農業を仕事にしたいか、の問いに私たちの間に YES は出な

かった。農業は週 40時間以上の労働の現実がある。数時間の訪問のみで、私たちが知り得

たことは一面的な側面でしかない。今一度、真剣に考えるならば、次回は農家のお宅で寝

食共にさせていただきながら、体で感じることが大切ではないだろうか。 

 農業を知ってもらうために、街に住む若者と農家の人が、地域を一緒に歩いて農村の良

い所を再発見してもらうこともひとつの方法である。アンケートでは少数ながら、食の大

切さから農業のあり方を真剣に考えている若者世代の意見もあった。若者に関心を持って

もらうことが課題のひとつでもあり、“農業を元気にするには？”の問いは、今後も考えて

いく必要があるであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

クロ 

はせべ 

ちくいん 

 

 

いまむー 

もさく 

 
田んぼには 
どんな虫が 
いるかな？ 

全然臭くない！  

 なゆ 
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地域興し（食品グループ） 

 

活動内容 

9/2 a.m.  

 p.m. 豊橋駅西口集合→オレンジプラザ歓迎会 

 感想 オレンジプラザまで東海大学と愛大が歩いて移動し、歓迎会の準備をしました。人環大

が夕食を作ってくれました。今回初めて参加する人が多く、歓迎会の準備などは少し時

間がかかりましたが、無事おわることができ、ホッとしました。       みおり                          

9/3 a.m. グループミーティング 

 p.m. お饅頭のスピーチ 

 感想 今日はみんな一緒にお饅頭のスピーチを受けて（あの・・自分の日本語の能力があんま

り上手じゃないのて、たくさんのところがわからないけど、先輩からの通訳を聞いてか

ら、大体わかった）、お菓子を食べて、日本茶を飲んて、本当に嬉しかったね！！初め

て日本に来て、みんなと日本の文化を体験できて、よかったなぁ～～：）  さわこ 

9/4 a.m. 鈴木さんにインタビュー 

 p.m. 喜多生さんでカレーうどんを食べてインタビュー 

 感想 今日の朝９；３０に鈴木さんにインタビューしました。とても感動しました。豊橋市地

域おこしのことをいっぱい話してくれました。可愛い缶バッチをもらいました。それか

ら、カレーうどんを食べました。本当においしかったです。チョコレートが入っていま

した。びっくりしました。今日本当に楽しかったです！！！！！！！ くま、ちょき 

9/5 a.m. 多元文化のスピーチ 

 p.m. 発表会の内容を考える 

 感想 今日は食事担当だから、朝５時半起きて準備をしてとても疲れました。午前中は多文化

共生についてのスピーチを聞いて、いろいろなことを勉強しました。疲れたけれど、午

後は外に出て、発表会についてを考えました。午後４時頃皆と一緒に晩御飯のカレーを

作りました。皆が美味しいと言って、本当に良かったです！ 

でも本当に疲れましたなあ。                      あいよう                              

9/6 a.m. 発表会準備 

 p.m. 愛大移動→発表会→送別会 

 感想 発表会では、今までグループで調べてきたことをまとめて発表しました。パワーポイン

トの資料はうまく作れたと思っていましたが、発表本番ではうまく説明がまとまり切れ

ていなかったのが反省点です。送別会では、たくさんのOBやOGの方が集まってくれてい

て、この活動の絆の強さに感動しました。これでお別れになってしまってさみしいけど、

この経験や絆を忘れずに過ごしていきたいです。             まいりん 
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〈調査動機〉  

ブラックサンダー 

台湾で今人気のお菓子として売られているため、どうして人気なのか、日本と台湾では

認知度等はどのように違うのか知りたいと思った。  

豊橋カレーうどん 

豊橋の地域おこしとの関係性を調べると同時に、名物となった理由について知りたいと

思った。また、純粋に豊橋カレーうどんについて興味があった。  

 

〈メンバー〉  

人間環境大学：まいりん、ちょき  

愛 知 大 学 ：みおり  

東 海 大 学 ：あいよう、さわこ、くま  

 

 

〈調査結果〉  

ブラックサンダーについて台湾のメンバーが自国でアンケートを取ったところ、認知度

は 99%と高く、「おいしいと思うか」という質問に対しては、「はい」「普通」と答えた割

合が 90％を占めていた。しかし、日本での活動期間中に豊橋でアンケートを行う予定でい

たが、街中の人数が少ないことや場所の確保ができなかったことから行うことはできず、

日本との対比はできなかった。また人気の理由についても明らかにはならなかった。  

豊橋カレーうどんは、5年前の B級グルメブームを発端として、豊橋の町を全国の人に知

ってもらおうと、豊橋観光コンベンション協会の方と麺類組合の話し合いや試行錯誤の末

に誕生した豊橋のご当地グルメである。ある条件を満たせばアレンジは自由なため、店に

よって味や盛り付け等が違っており、出しているお店は 50軒を超える。発売当初は爆発的

にヒットしたが、その後は集客数が減少傾向にあるようだ。PRの方法として、テレビ、新

聞、情報誌への掲載、イベントの開催等を行っているということであった。  

 

 

〈考察〉  

台湾でのブラックサンダーのアンケート結果より、台湾ではとても人気であることが明

らかとなった。  

豊橋カレーうどんについては、問題点として、店により集客率が異なっているというこ

とや売り上げが減っていること、認知度の少なさが挙げられた。その解決策として、広報

での宣伝、カレーうどんのマップを置く場所を増やす、以前にも行ったスタンプラリーを

もう一度開催する、ファンクラブ会員がイベントを行うという案が考えられるのではない

かと思われる。  
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地域興し（食品）グループ  

 

  
 

 街で見つけた路面電車。

  「ブラックサンダー」

実際に豊橋カレーうどん

を食べてみました。  

みおり あいよう 
まいりん

  

ちょき 

くま 

さわこ 
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地域興し（商店グループ） 

 

活動内容 

9/2 a.m.  

 p.m. 歓迎会 

 感想  今までSkype会議で声だけしか知らないメンバーと初めて会えて嬉しかったです。初め

て会った感じがしなくて不思議な感じでした。人環の方が作ってくれたご飯もとてもお

いしかったです。                            （あや）                               

9/3 a.m. グループ MT 

 p.m. おまんじゅうの講義 

 感想 午前のグループMTでは掃除の分担や、これからの活動内容の再確認などをしました。 

午後からは、おまんじゅうの講義でお菓子の歴史について学んだあと、お茶とお菓子を

いただきました。田道間守についての話はとても興味深く、お茶やお菓子もとても美味

しかった。お菓子の歴史についての話を聞いてからのお菓子は、なんだか普段と違うよ

うな、不思議な感じがしました。                     (しげ) 

9/4 a.m. 花園商店街振興組合へ取材 

 p.m. 花園商店街にて街頭アンケート 

 感想 グループメンバーと、かおりさんとマニーさんと一緒に、花園商店街に行きました。理

事長に取材をして、組合はみんなで協力して商店街を盛り上げる組織だとわかりました。

昼は豊橋カレーうどんを食べました。午後は、街頭アンケートを行いました。お客さん

がとても少なく、現実は厳しいと感じる今日この頃……       （りらっくま） 

9/5 a.m. 研修 

 p.m. グループ活動 

 感想 今日朝「多文化共生講義」を聞いた。聞いたとき、あまり意味が分からないけど、たく

さんの漢字があるから、意味は大丈夫！ 後で、歩いて中華料理を食べに行った。中国

人の店員さんには中国語で注文しても大丈夫！そして、明日の朝ごはんは私達が作るか

ら、スーパーへ行った。食糧が重たかったから、みんなお疲れ様！      (りん)                  

9/6 a.m. 発表会・送別会準備 

 p.m. 発表会・送別会 

 感想 今日5時30分でおきて、朝ご飯と昼ご飯担当です。 

ご飯を作ることは本当に大変なことでした！だから、これからはどんな料理を作るとき

でも感謝の気持ちを持って食べると思います。そして、毎回もそう思う「時間をすぎる

こと本当に早い」あしたこの活動もうすぐ終わります。少し悲しいと思う。もっと皆と

一緒にいたいな～(しおり) 
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＜調査の動機＞ 

 日本の商店街について台湾のメンバーに説明していくなかで、日本と台湾の商店街には

違いがあると気づいた。私たちが特に注目したのは日本の商店街にある組合という組織だ。 

 組合とは、同じ商店街にある店が協力して商店街全体の管理・運営を行う組織だ。台湾

には組合がなく、店同士が共同で何かを行うことは殆どないという。そこで「日本と台湾

の商店街の比較」にテーマを設定して、日本と台湾の商店街を調査すると共に、組合の活

動内容についても調べた。 

 

＜メンバー＞ 

 人間環境大学……しげちゃん 

  愛知大学 ……りらっくま、あや 

  東海大学 ……しおり、りん 

 

＜活動結果＞ 

組合の活動は、加盟店同士の意見交換、経済事業（例えば、広告活動や設備投資など）

を共同で行う、商店街の環境の管理などが主としてあげられる。 

組合について更に調査するために、豊橋市にある花園商店街で現地調査を行った。なぜ

花園商店街を調査しようと思ったかというと、様々なイベントが企画されたり、新しい取

り組みが行われていたからである。商店街活性化のために、組合の活動も盛んに行われて

いると考えた。現地調査によって、花園商店街はイベントなどが無いときは、まだまだ客

足が少ないことが分かった。しかし、インタビューをさせて頂いた花園商店街振興組合の

理事長さんは、「学生や市民団体と共同でイベントを企画したりするようになって、メディ

アに取り上げられ、客足にも変化が生まれた」と語っていた。商店街を活性化するための

活動は、一つの店で行うことは難しい。しかし組合があれば、たくさんの店が協力し合え

るため、活動が行い易くなることが分かった。 

活動の結果、組合には、利点（団結できる,協力してイベントを企画できるので人を集め

やすい等）と欠点（お金がかかる,集団だから目的を明確にするのが難しい等）があるので

はないかと考える。 

 

＜考察＞ 

 組合という組織は台湾にはない。したがって、台湾の商店街の活気が無くなった場合は、

活性化させようという取り組みが行われず、商店街自体が無くなる場合が多い。しかし、

台湾の商店街のように組合が無ければ、早く商店街が無くなって、他にもっと良いものが

出来るかもしれない。組合があることで生まれる問題もある。したがって、組合のある日

本の商店街と、組合のない台湾の商店街、それぞれにプラス面とマイナス面が存在すると

私たちは考える。   
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花園商店街にて 

 

 

 

 

 

 

 

HANACOYAでインタビュー 

 

 

 

 

全体ミーティング         意見交換中… 

 

  

地域興し（商店）グループ 
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多文化共生（日本語グループ） 

活動内容 

9/2 a.m.  

 p.m. オレンジプラザで歓迎会 

 感想 人環大は豊橋青少年センターへ先に来て、部屋、食事などの準備をしていました。忙し

かったです。歓迎会について、私は 2回目の参加ですが、春の活動には病気で参加でき

なかったので、歓迎会を新鮮に感じました。                (いち)                             

9/3 a.m.  

 p.m. おまんじゅう講義 

 感想 今日から交流活動もそろそろ正式的に始まりました。飲食がまだ慣れませんけど晩御飯

の冷やし中華は本当に美味しいですからいっぱい食べました。講義で須川先生に三河地

方のお菓子の歴史を教えてもらい、塩瀬系饅頭をいただきました。知識もお腹も充実し

ました。                               （いずみ） 

9/4 a.m. 朝食準備、宮崎さんにインタビュー 

 p.m. 夕食準備 

 感想 本格的にグループ活動が始まりました。インタビューでは、最初はみな緊張した様子で

したが、積極的に質問している姿を見て、私自身刺激を受けました。そして今日は食事

当番でもあったので、グループ全員で協力し合うことが多く、グループ内の交流をより

深めることができたと思います。                    （さな） 

9/5 a.m. 豊橋市の多文化共生講義 

 p.m. 豊橋市国際交流協会 

 感想  いい天気。今日私たちは豊橋市国際交流協会にインタビューしました。押川さんは優

しい人でした。生徒の授業について紹介してくれた時、自分の問題点を発見しました。

だんだんと日本語教育を理解しました。夜の時、みんなでテーマを相談しました。明日

は発表会なので、皆はちょっと困ってました。大変ですね。でも一緒に仕事を頑張るこ

とは、本当に素晴らしいね。明日の歓送会は楽しみにしています。                                                                                                  

（あゆむ）＜いち編集＞                 

9/6 a.m. 発表会の準備 

 p.m. 発表会及び送別会 

 感想 今までの活動で得た情報や感想等をまとめ、作成したPPTを元に発表会が行われた。 

単に日本語教育に関する調べで終わるのではなく、日本語教育がどのように多文化を受

容しているかを知り、発表を通して台日交流会に参加した人々と共有できた点が記憶に

残る。送別会を通して、活動期間中の反省や気づいたもの、これから大切にしていくこ

と等について改めて悟られた。何より、かけがえのない人々と人間関係を築いたことは、

嬉しいことこの上ない。                        （さい） 
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＜調査の動機＞ 

① 豊橋市における海外からの移住者などへの日本語指導がどのように行われているのか？ 

② 日本語指導を受ける目的は何か？ 

③ 受講者に配慮すべき点は何か？ 

④ 豊橋の NPO団体の取り組み、日本語学校の取り組みについて。 

⑤ 台湾での日本語の勉強の仕方と日本（豊橋）と台湾の勉強の仕方の違いについて。 

これらの下調べを行い、現地へ取材し考えた。 

 

 

＜メンバー＞ 

人間環境大学   あんな、サイ、いち 

愛 知 大 学   ぱるりん、さな 

東 海 大 学   いずみ、あゆむ 

 

 

＜結果＞ 

 NPO団体や日本語学校の教師への取材から、当初考えていた子供が受講者の大半を占める

だろうという予想は覆された。豊橋では大人の受講者がほとんどだった。受講者は、国際

結婚、研修生、労働者、進学、など様々な環境にいる人々で、目的も様々なようだ。そし

て、NPO団体もしくは日本語学校で学ぶのか、受講者の目的で変わるようだ。 

 また、文化や習慣の違いがコミュニケーションに影響するだろうと考えていたが、今回

の取材ではそれはあまり感じられなかった。 

 授業形態は日本語学校と NPO 団体では異なっていた。授業形態は NPO 団体のほうが自由

度が高いようだ。台湾での日本語の勉強では馴染みがないため、いずみは NPO 団体で行わ

れていた個人授業に興味を持っていた。 

 

 

＜考察＞ 

 日本語教育を受ける目的は様々で、受講者一人ひとりによって目的が異なる。社会環境

が大きく影響するため、その目的は地域によっても異なると考えられる。豊橋の日本語学

校と NPO団体では、受講者のほとんどを大人が占めており、受講した目的は様々だったが、

目的の中心にあるのは周りの人とコミュニケーションしたいという思いで一致していた。

様々な国から来た人々が、日本人と日本語で繋がろうとしていることが分かった。多文化

共生で大切なことは、「自分の意見や考えを伝える」ことと、「相手の考えや意見を知ろう

とすること」なのだと分かった。    

 



２８ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２９ 

 

 

 

 

          

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

 
 

          

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

 
 

          

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           



３０ 

 

 

活動内容 

9/2 a.m. 移動していた 

 p.m. 歓迎会 

 感想 ようやく豊橋市に来ました。交通時間が長くて、とても疲れました。でも、皆に会って、

楽しいでした。歓迎会の自己紹介ゲームは少し複雑だったけど、ほかの人に知り合うこと

ができて、よかったと思いました。最初ちょっときまずいと思ったけど、だんだん親しく

なりました。明日からのグループ活動を楽しみしています。        （アップ）                               

9/3 a.m. 清掃、グループ MT 

 p.m. おまんじゅう講義、全体 MT、グループ MT 

 感想 おまんじゅうの講義では、お菓子の歴史や今に至るまでの経緯が聞けてとても勉強になり

ました。抹茶は久々に飲んだので苦くてびっくりしました。グループMTでは発表に向けて

足りない点や補ったほうがいい事項についての確認をしました。明日からいよいよフィー

ルドワークなので、聞き忘れたことがないように全力を尽くします。  （こうちゃん） 

9/4 a.m. 清掃、グループ MT 

 p.m. インド料理店にインタビュー、グループ MT 

 感想 午前のグループMTは、昨日のグループMTの続きで質問事項の確認をしました。インド料理

「モティ,マハール」でネパール人の経営者にインタビューをしました。インタビュー内

容は、なぜ日本で店を経営しようと思ったのか。などの店の経営関連だけではなく、日本

の印象はどうか。という母国との違いもお聞きすることができました。明日もインタビュ

ーをして今日の店と比較したいと思います!(^^)!             （まり坊） 

9/5 a.m. 清掃、市役所の人の講演「多文化共生」 

 p.m. インド料理店「カナマ」にインタビュー、グループ MT 

 感想 午前は市役所の人からの話を聞き、自分たちのテーマにも関わるところがたくさんあった

ので、すごく参考になりました。午後は昨日に引き続きインド料理店をインタビューしま

した。昨日とは違い、お店の人が日本語を話せなかったので苦労しましたが早速講演で教

えてもらった「やさしい日本語」が使えてよかったです。これで取材も終わったのであと

は発表に向けてTPPの作成を頑張りたいです。               （まよ）                  

9/6 a.m. 発表の PPTの作り 

 p.m. 発表 

 感想 台湾でskypeで会議を行った時、たくさん状況があって、心配していました。発表会の時

緊張してうまく言いませんでした。それでも、皆さんはよくやりましたから、今回の発表

は大成功だと思います。送迎会の時、台日交流活動の先輩たちが来て、自己紹介が面白く

て、楽しいでした。今日は台日交流活動の最後の日で、時間を経つのが早いと思います。

いつの間にかみんなと仲良くして、台湾に戻りたくなくなってしまいました。 （ようか） 

多文化共生（外国人経営グループ） 
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☆メンバー☆ 

人環大  こうちゃん 

愛大   まいまい まよ まり坊 

東海大  あっぷ ようか 

 

☆動機☆ 

豊橋市は日本で二番目に外国人が多い市であり、その中でもブラジル人が半数近くを占

めている。豊橋市にある外国料理のお店を見ると圧倒的にインド・ネパール料理が多いの

が気になりました。なぜブラジル料理ではなくネパール料理のお店が多いのか、なぜ母国

ではなく日本でお店を開こうと思ったのか、理由を探すため、今回はネパール料理に焦点

を当てて調べることにしました。 

またその中で、外国人の方が日本でお店を経営する上で困難な点はどんなところなのか、

お店を出して良かったと思うところは？なども、インタビューで質問してみることにしま

した 

 

☆結果☆ 

実際にネパール人が経営の店を訪ねてお話を伺ったところ、日本で店を経営する上で困

難な点は、保証人だとおっしゃっていました。日本に来たばかりで日本の知り合いもいな

いケースがほとんどだそうで、今回インタビューさせていただいたお店の方も保証会社に

20万円という大金を支払って、保証人になってもらったそうです。 

また、ネパール料理の店が多い理由としては、 

① インド人に連れられてきたネパール人が自分で日本にお店を出すようになり、 

仲間が日本で店を出しているのを見て「自分も」と次々店を出した 

② 日本はネパールより物価が高いため、ネパールへの仕送りが増える 

③ ビザの関係上経営者の方が滞在期間が長いため 

と、大きく３つに絞れることが分かりました。 

そして、今回インタビューさせていただいた方は、売上の 1～2％を学校支援として寄付

しており、そのような貢献がやりがいとなっているとおっしゃっていました。 

 

 

☆考察☆ 

インタビューをして、以下の流れでネパール料理店が増えてきていると感じました。 

ビザの関係で工場などで労働ができず店を出し、日本人向けに味を変えている。 

→日本人のカレー好きと合い、顧客を獲得し利益が出る。 

→それをみた仲間が店を出す。 

今回はネパール限定でしたが、もっと他の国の方が経営されている店について調べ、比

較すると面白いと思いました。 
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参加者の感想 

《人間環境大学》 

☆しげ

「この活動には不思議な魅力がある」と、先生方や OBが口を揃えて言っており、前回・

前々回の活動に参加したときは、それを感じることが出来ませんでしたが、今回、3回目の

参加でようやくその片鱗を感じることができました。私にとって、この活動の不思議な魅

力のひとつは、「自分自身の再確認・新発見」です。 

今回、リーダーとして参加したのですが、活動の準備においてあまり主体的に動くこと

ができず、先生に言われたことをやっているときの自分が情けなく思い、投げ出したくも

なりました。そして、活動中もいろんなことでイライラしたり、自分を責めたりと、活動

準備中と活動中の私の心は、負の感情にあふれていました。しかし、活動最終日の発表会

を終えたあとには、なぜかそれらの感情が吹き飛び、私の心は達成感と爽快感に満ち溢れ

ていました。また、活動全体を通して自分の弱点、未熟さに気づき、これから生きていく

上での課題を見つけることもできました。自分自身の性格や言動、その他様々なことがら

を、自分に再確認・新発見させる。これは、ほかの授業や活動、日常生活などではなかな

か経験できないのではないでしょうか。 

私は、自分自身についてもっと深く知りたいから、自分を成長させたいから、この活動

を続けているのでしょう。今回も勉強させていただきました。またリーダーをやれる機会

があれば、ぜひやりたいです。 

 

 

☆まいりん 

私は今回初めて参加して、様々な経験をさせていただきました。私は、人現環境大学の

サブリーダーをやらせていただいていましたが、何分初めてでなおかつ大きな団体行動で

すから、中々自分の考えるとおりというわけにはいきませんでした。それでも、大学内会

議を進めていくに連れて、少しずつ発言は出来るようになりました。それは、グループの

スカイプ会議も同様でした。グループでは、人数が限られていて日本側がちゃんと仕切ら

なければという思いから、積極的に発言し、仲間の意見を聞き、まとめたり調べたり。企

業へのお願いの電話やメールも最初に行動を起こすのはかなり勇気が入りました。不安し

かなくて、すぐに拒否されたらどうしようかと。いざやってみたら、自分が思っていたこ

とが馬鹿馬鹿しく感じるほどに丁寧な対応をして下さり、内心ホッとしました。 

準備を終えて９月になり、台日交流の６日間。愛知大学や東海大学のメンバーとも相見

え（あいまみえ）、日本のお菓子についてや豊橋の多文化共生についての講義、グループ 

単位での食事作り、ミーティング等を行いました。事前の準備をちゃんとしていても、や

はり当日には想像以上に忙しなく動いていたという印象がありました。  
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そして、私たちのグループは、以前から決めていたことが活動の１週間前に出来なくな

ってしまって、代わりに豊橋のカレーうどんについて調べることになりました。急なお願

いであったにも関わらず、豊橋コンベンション協会の方やカレーうどんを出しているお店

の方が快く引き受けてくださり、インタビューをすることが出来ました。このグループの

活動で学んだのは、初めから１つだけに候補を絞らないことでした。あらゆる可能性を考

えて、いくつかの候補について調べたり、連絡をしておく必要があったのではないかと感

じました。  

４月から９月までの約半年間。短い期間ではありましたが、私の中ではとても充実した

活動でした。〝国〟という枠組みを超えて、顔も名前も知らなかった仲間とともに、悩ん

で、苦しんで、協力し、助け合った時間は、私にとってかけがえの無いものです。この経

験を生かして、これからの生活を過ごしていきたいです。 みなさん、ありがとうございま

した。  

 

 

☆こうちゃん 

僕は今回台日交流に初参加ということで、不安とワクワクでいっぱいでしたが、愛大の

みんなも東海のみんなもとても優しくて、本当に参加して良かったと思います。グループ

ワークも他のメンバーにたくさん助けてもらってなんとか無事に終えることができました。 

ただひとつ思ったことは、自分も中国語を話せたらもっと東海のみんなと話すことがで

きたのではないかなということです。東海のみんなは日本語で頑張って話してくれている

のにこっちはなんの努力もしないというのはなんか嫌なので、次も絶対参加して、その時

までには中国語を少しでも覚えて東海のみんなと話したいです！  

 

 

☆あんな 

今回、台日交流初参加でした。準備の段階では、実際に自分が参加したことないことと

初参加者が多かったことがあり、何をすればいいのかイメージするのが難しかったです。 

グループが決まり、メンバーも分かり、いざ Skype会議となってもなかなかまとまらな

いし Facebook内では言い合いが起こるし、最初は本当に大変でした。そのたびに先生も仲

に入ってくださってたくさんご迷惑をおかけしました。 

台日交流がはじまり、顔を合わせましたが、やはり最初はまとまりません。共同生活や、

発表内容についてたくさん議論し、各々寝る間を惜しんで考える中でだんだんまとまって

きたように感じました。  

 この活動を通して、グループメンバー全員の思いをひとつにまとめることの難しさ、難し

さ故の出来上がったときの感動を心から感じることができました。この活動に参加したす

べての人に心から感謝申し上げます。 是非、春の台日交流も参加したいと思いました。 

 

 



３６ 

 

☆サイ 

結論から申し上げますと、人と人との関わりが、どれ程人を試し、削り、そして満たし

てくれるかを肌で実感できた良ききっかけでありました。地球全体の規模からすれば、極

めて少人数の集まりでしたが、一騎当千として考え、「人と共に生きる」というものは、

部屋で頭だけで考えて理解できるのではなく、直接ぶつけ合い、触れ合いから理解し合え

ることに繋がる。それに気づかれました。一人ひとりの個人ではない。共に生きる。それ

を悟らせて頂いた抱えきれない幸せな体験でした。  

 

 

☆もさく 

今回の台日交流は準備の段階から全体に係わってきました。そこで、つくづく意思を正

確に伝達するということの難しさを感じました。  

最終的に決まった宿泊場所は、実際に合宿をしてみて交流を深める機会を考えた場合、

沢山の不便さを感じました。申し訳なかったと思います。そして、いろいろな場面でうる

さく指示をしたり大きな声を出したりして、みなさんには煙たがられたのではないかと心

配しています。本当は静かで優しいおじさん（？）なんですよ。台湾に行ったときは優し

くしてね。  

ところで、今回農業グループは、「農業を元気にするには」というテーマでしたが、掘

り下げが足らなかったことを、グループのみんなにすまなく感じています。それから、ウ

ズラ農家の河合さんの話は早くてながい話だったのに、ちくいんやクロに充分伝わったの

か確認をしていなかったことも謝ります。そして、十分にフォローしてくれたなゆさんと

はせべに感謝します。そして、ＰＰＴの作成が思いの外、遅くなって心配したけれど、ち

くいんとクロがアンケート結果をわかりやすい円グラフにしてくれたことや、いまむーの

見やすいＰＰＴデザインなど、グループのみんなのがんばりで立派なＰＰＴができたこと

を感謝します。（その間、横の椅子に寝転がって、おやすみできました） 

もう一つうれしかったことは、ちくいんが、狭いゲージに沢山のウズラが詰め込まれて、

ウズラの羽根が抜けていることを最後の感想に上げたことです。どんなに優れた実践をさ

れている農家であっても、その全てを評価するのではなく、問題点は指摘できる見識を持

つことが必要だということを示してくれたことです。（なお、農業グループ以外の仲間に

誤解を与えてはいけませんので、河合さんを擁護する説明を加えます。ウズラ舎内が臭く

ないのですが、微生物のちからで発酵させた飼料を与え、ウズラの健康、ひいてはそれを

食べる人間の健康に配慮されているからです。他の一般的なウズラ舎や、鶏舎などはもっ

と臭いものです。）本当にありがとう！  

農業を真剣に取り組まれている人の姿を見て、そこから、もう一歩農業への考えを深め

ていきたいと思います。  

 

 

 



３７ 

 

☆いち 

私は最後までこの活動に参加できたのは今回が初めてです。前回春に参加したときの東

海大学主導とは違い、今回は人間環境大学が主導するということ。また先輩方が参加しな

いことで、経験の浅いメンバーが多い中、私はうまくいくのだろうか、と不安でした。最

初は何をするべきなのか分からず、試行錯誤していました。先生方やみんなに迷惑をかけ

たと思います。関わる機会が多かったのは人環大のメンバーでした。 

人環大のみんなは個性豊かで、得意なことも様々です。活動が無事に行えたことはみん

なで力を結果なんだなあ、と改めて思いました。 

 

 

☆いまむー 

 今回僕は大学に入学して、初めて自分から参加した活動が台日交流でした。最初にこの

活動を知ったのは、入学してすぐの４月でしげちゃん先輩からお知えてもらったことがき

っかけでした。そのときはそんなに興味もなかったが、本格的にはじまろうと募集をかけ

ていたときに単位が取れるならという理由で参加していました。 

 ですが、実際に参加してみると台湾のみんながとても良い人ばかりで、今までこういう

活動に参加したことがなかった僕にとってとてもよい研修になりました。グループでの活

動では目だった活躍などはしなかったのですが、迷惑をかけないようにやるべきことはし

っかりやりました。 

 ６日間と短い期間でしたが、今回の研修や交流は、今までの人生の中で体験したことな

かった貴重なことでした。できるならまた来年参加したいと思っています。 

 

 

☆なゆ 

他大学のメンバーと意見を交わしながら取り組むこの台日交流は、前期の授業の中で一

番充実したものになりました。学年と大学の枠を超えて、ひとつの事に取り組める経験は

多くありません。週に一度、PCの前が国際交流の場になっていることに家族は驚いていま

した。今回の交流の中で、東海大と愛知大のメンバーの積極的な姿勢と意欲は心に響きま

した。やる気と目的意識が高く、係りやグループ活動を通して、一緒に出来る喜びを感じ

ていました。宿泊係は細かいやり取りが多く、その対応でリーダー方は素早く動いてくれ

て、本当に助かりました。グループ内では各自の得意を活かして最後のまとめまで作り上

げた事、これはみんなの力で、誰一人として欠けてはいないグループの姿がありました。 

同じ部屋で過ごしたメンバーとは、係やグループから離れて、いろんな話ができて交流

の場にぴったりでした。ドラえもんの寝床の話から、日本の押し入れミニ講座になり、忘

れられない話になりました。１年で初参加ながらも、どんどん舞い込んでくる頼まれごと

に、やることがいっぱいだなぁと思いながらも、同じくらいに出会えてよかったなぁ、と

感じる場面がたくさんありました。この活動に参加できたことに感謝です。ありがとうご

ざいました！ 



３８ 

 

☆チョキ 

私たち食品グループは、豊橋市の地域おこしの一つ「豊橋カレーうどん」について調べ、

初めて食べに行きました。私は豊橋のカレーうどんについて全く知らなかった為、ルーの

中にとろろとご飯が入っていて、店によって工夫の仕方が違うと聞いたときは驚きました。

グループワーク２日間の昼食をカレーうどんにするくらい、豊橋カレーうどんは美味しか

ったです。洗濯や掃除、料理などの自分があまり行わないことをするのは大変でした。  

今回の台日交流は初参加で会話が苦手だった為に緊張してばかりでしたが、多くの人と

交流することで、人と話すことに慣れてきました。とても充実した楽しい６日間でした。

皆さんありがとうございました。  

 

 

 

《愛知大学》 

 

☆みおり 

二度目の台日交流を終えて  

春に参加した初めての台日交流は台湾で迎え、初めて台湾に行った私は全てのものが新

鮮に見え、毎日ただ楽しい日々を過ごしました。今回は日本で迎えるということで、私が

感じたような気持ちを、今度は台湾の人たちに感じてもらいたくて、リーダーという役目

を自ら務めました。選考から始まり、愛大での会議を開催する日にちや内容を決め、先生

と何度も話し合い、そして人環大の代表たちと宿泊先の下見へ行き、それからまた話し合

い、そんな数ヶ月を過ごしました。フェイスブック上の文字でのやりとりは完全に伝え合

うことができず、グループでのスカイプ会議が順調でもアポ先はなかなか決まらず、誰に

何を伝えたらいいのか分からなくなり、何度も途中で逃げ出したい気持ちになりました。 

そんな気持ちのまま実際に日本での台日交流、豊橋青少年センターでの生活が始まりま

した。久しぶりに会えた台湾のみんなや人環大の人たち、そして初めて出会った人たちと

の一週間の共同生活は楽しいことや嬉しいこと、反対に面倒くさいことや辛いこともたく

さんありました。性別から年齢、生まれ育った場所や考え方もそれぞれ違う人たちとの共

同生活は、普段なかなか気付くことができない大切なことをたくさん教えてくれました。 

人は一人では生きることはできず、共に支えあい、人に絶望しては人に感動させられる。

最終日前夜の朝三時過ぎまで台日交流とは一体何か、と先輩たちと私は熱く語り合いまし

た。答えはもちろん人それぞれですが、その中である先輩が言ってくれた言葉が私の胸に

響きました。この活動は喜怒哀楽全ての感情が表れる。それはとても疲れることだが、全

ての感情を出すと人はすっきりする。決して変わることはできないと思っていた人がいい

方向へ変わったり、自分のことばかりでなく相手を支えられる人に自分も成長する。そし

ていつの間にかこの台日交流の魅力に染まってしまうのではないだろうか。  



３９ 

 

今回私はリーダーとして、すごく貴重な経験をすることができました。これからまたい

ろんな人がいろんな経験をし、自分の成長の糧になることができるならそれ以上の喜びは

ありません。世代が変わってもこの素敵な台日交流をずっと続いてほしいです。  

最後に、私を支えてくれた先生方、愛大のみんな、人環大や台湾の人たち、グループ活

動でお世話になった方、そして先代の先輩方。全ての人たちに感謝しきれません。本当に

ありがとうございました。  

 

 

☆ぱるりん 

私がこの交流会に初めて参加した時から、ちょうど１年が過ぎました。私は、３年生に

なりました。愛知大学の副リーダーになりました。後輩も集まってくれました。「ぱるりん

先輩」と呼ばれることは、未だにすこしくすぐったいですが、ひとつ大きくなったのだな

あと喜びを感じます。 

 交流会で再会したみなさんも大きく成長していました。私と同じく１年前に初参加した

みなさんが、今回の活動では後輩たちをまとめていました。交流会に来てくださった先輩

方（もちろん取材でお世話になった『宮さん』こと宮崎さんも！）もそれぞれの道で活躍

されていました。 

 この交流会を通じて、たくさんの人が出会い、成長していくことは本当にすばらしいで

すね。『卒業生』になるのは、やっぱりもう少しあとになってしまいそうです。来年の春、

また台湾に会いに行きます。ひとつ成長して会いに行きます。 

今回もすてきな思い出をありがとうございました。 

 

 

☆はせべ 

初めての台日交流は、想像以上に本当に充実したものでした。初めて会う人が多く知ら

ない人ばかりだし、スカイプでのグループ会議でも顔が見えないし、「台日交流って、本当

に楽しいのだろうか。」と不安なこともありました。でも、せっかくの機会なので、積極的

に取り組むことを目標に設定しました。 

始まってみたら、優しくてしっかりしているばかりで、東海大学の皆さんも日本語が上

手すぎて、「私も中国語をもっと頑張ろう」と良い刺激を受けました。なんといっても私の

所属する農業グループを引っ張ってくださった、もさくさん、なゆさんには本当に感謝し

ています。何もかも決めていただいて、お二人が居なかったらここまで充実したものにな

りませんでした。そして、初対面から始まり仲良くしてくれた人環大、東海大のメンバー

が居てくれたからこそ、元気に過ごせました！ 

私は初参加ではありますが三年生なので、しっかりしないといけないと思い積極的に行

動しました。リーダーや班長の負担を少しでも軽くできたのなら、幸いです。この活動を

通して、人見知りを克服し、確実に成長できたと感じています。本当にありがとうござい

ました。 台日交流、最高です！！！ 



４０ 

 

☆さな 

私は、今回が初めての参加でした。この台日交流に興味を持ったのは、前回の春の活動

が行われるときでしたが、その時は気持ちが向かず、参加するまでには至りませんでした。 

しかし、そのことを後悔するほど、とても新鮮で有意義な時間を過ごすことができた６

日間でした。もちろん不安や、大変に思うこともありました。それでも振り返ってみると、

楽しかったという気持ちに勝るものはありません。そして、こんな素敵な活動に参加でき

たこと、とてもうれしく思っています。ありがとうございました。 

 

 

☆まいまい 

私は２度目の参加なので、１度目に比べて気持ちの余裕もあり十分に楽しめました。初

めて出会った人達と同じ部屋で過ごしたり、朝早く起きて約４０人分の朝ご飯を作ったり、

どれも日常では経験することのできない良い思い出です。 

また、グループでのフィールドワークも皆仲良く活動できたのもとても嬉しかったです。

中国語・日本語を教え合ったり、顔より大きいナンを食べたり…。活動中仲良くした人達、

お世話になった方々、すべての人に感謝しています。ありがとうございました！ 

 

 

☆まり坊 

台日交流に参加できて本当によかったです。初参加でわからないことが多く、とりあえ

ずその時の話の流れについていくのが必死でした。その中で自分は何ができるのだろうか、

常に考えました。自分からアクションを起こさなければ、この交流でなにも得ることがで

きないからです。 また、台日交流は人と人のつながりが素敵だなと思いました。今回の台

日交流に参加したメンバー、OB・OG、台日交流を大切に思っている人がたくさんいて、本

当にその中の一員になることができ嬉しかったです。 

また絶対、台日交流に参加してみんなと会いたいです‼ 次回までに、「やさしい日本語」

や「中国語」も使えるようにしたいです。本当にみなさんお疲れ様でした。ありがとうご

ざいました！ 

 

 

☆まよ 

私は今回初めて参加してたくさんの仲間と出会い、いろいろな経験をすることができま

した。イベントをみんなで企画したり、グループことに取材にいったりと「学生が一から

自分たちで作り上げていく」、そんなすばらしい活動ができました。特に参加して一番良

かったなぁと思ったことは、一つの出来事においてみんなで協力し合うこと、そして台湾・

人環と他大学のメンバーと一緒に生活し、講義を受けたり・インタビューをしたりするこ

とができたことです。 



４１ 

 

普段生活していては感じることができない日々を仲間とともに送ることができました。ま

た、自分にとっては台湾のメンバーと話していく中で文化の違いを直に感じることができ、

まさに「異文化」を体験した生活でもありました。 

台日交流を通じて、自分にとって刺激をうけたことがたくさんあったので「これからも

いろいろな活動に生かすことができればいいなぁ」と思っています。 

 

 

☆あや 

台日交流会に参加して、辛くて泣きたいこともたくさんありました。でも皆さんが頑張

っているのを見て、私も最後までやり遂げることができました。交流会が終わったとき、

参加して心から良かったと思えました。それは、きっと辛いことがあったからこそだと思

います。そして、たくさんの人と出会えて、たくさん助けられて、感謝感謝の活動でした！ 

この活動にまた参加して、みんなに会いたいと思います。まだまだ未熟な私ですが、そ

の時はどうぞよろしくお願いします。  

 

 

☆りらっくま 

初参加の台日交流でした。 

とても楽しかったです。新しい友達との６日間の共同生活で、いい刺激をもらったから

です。特に東海大学の学生の日本語のすごさから、自分も中国語を頑張ろうという気持ち

を湧き立たせられました。  

しかし、準備段階の Skypeや Facebookでの顔が見えないコミュニケーションと、４０人

分の食事作りは苦労しました。  

次回は今回の経験を踏まえた行動をし、中国語をもう少し話せるようにしたいです。  

（来年の春は留学前の２月頃に、そして夏は岐阜県・高山市でやりたいです！）  



４２ 

 

《東海大学》 

 

☆あいよう 

去年の夏、初めてこの活動を参加して、今度はもう三回目になりました。去年の私はま

だ何も分からない一年生で、日本語を話すのも恥かしかったです。でも一年を過して、今

は先輩になって、東海のリーダーになりました。最初、リーダーとしてあまり自信がなか

ったが、日本の皆も、東海の皆も私にいろいろな手伝いとアドバイスをくれて、最後やっ

と皆と一緒にこの活動を完成して、感動しました。 

この活動の準備本当に大変だし、怒ったことと泣いた時もあったし、煩いと思って、逃

げたい時もあったが、最後皆と一緒に笑って、泣いて、本当に嬉しかったです。これから

もこの活動を続きたいです。だから、次の春台湾で日本の皆を待っています。  

 

 

☆しおり 

今回の活動は前の活動よりもっと疲れたと思う。今回新しいメンバーが多いし、先輩た

ちも参加しないし、活動の準備のとき本当にいろいろなことを心配かけた。でも日本に到

着して、活動をはじめって、最後の発表のためは大変だったが、この間楽しいこともいっ

ぱいあった。「もう疲れたよ！」「やめたいよ！」毎回の活動はそう思ったが、活動の最

後きっと「やはり次の活動も参加しよう」と思った。大変なことがいっぱいあるけれど、

充実感もいっぱいある。これはこの活動の魅力だと思う。 

最後、今回のメンバーに言いたいのは、本当にいろいろお世話になりました。今回の活

動も楽しかった！皆お疲れ！次の春ぜひ台湾に来てね！ 

 

 

☆ちくいん 

夏の台日交流が今回は二回目でした。今年の夏去年より涼しかったです！でも、今年選

んだテーマ去年より難しかったです。でも、たくさん勉強したと思いました。グループ活

動にいろいろ助けてくれて嬉しかったです。今回の新しいメンバーが多いですが、皆楽し

く一緒に問題を解決したり、話をするのは良かったですね！  

皆は一緒に大きな和室で泊まることはないですが、四人で違う学校ひとつの部屋に泊ま

って、夜一緒に話をして、台湾と日本の文化の違いを交流するのは大切な思いでした。で

も、朝食や晩御飯は皆で一緒に食べることじゃなくて、グループ別々で集合して、ご飯を

食べるのはちょっと残念だと思いました。空間がないから、それも仕方ないですね。  

 

 

 

 



４３ 

 

☆ようか 

今回の台日交流活動はこの前の活動と違って，研修活動が増えてきた。一週間に日本に

暮らしって， 日本語の勉強だけできるわけではなくて，日本の文化とか生活の習慣なども

はっきり知るようになった。それは一番大切なものだと思っている。 

今回は三回目台日交流活動に参加するから，この活動に対する感情が深く持っている。

それで，この活動をやり続けて欲しい。 

 

 

☆いずみ 

夏の台日交流一回目、今回のかかり主には日本側のメンバー達が用意しましたから、先

回春の台日交流より楽々と活動を参加させて感激します。スカイブ会議を始めてメンバー

とテーマについてことを考えて、それて実際に日本へ来て合宿期間に一緒に生活したから、

だんだん皆と仲良くなりました、活動を参加して良かったと思いました。 

この間で笑っても泣いても最初の印象もネットで知り合ったのは全然違いました、やっ

ぱり人を認識する一番方法はネットや携帯ではなく、実際的に向かい合って共同生活する

ということです。 

 

 

☆クロ 

今回の日台交流活動が初めて参加しましたから、会議の前はいつも緊張しました。でも、

スカイプで会議をするとか勉強会とかいろいろなことが学んで、たくさんの知識も勉強し

て、聴解能力も進歩しました。 

元々人としゃべるのが怖いことと思いますが、交流活動の皆さんが親切で、授業の時も

難しいところを教えてくれました。特に印象的なのはグループと一緒にフィールドワーク

の時、日本の農業の姿を見えることでした。農業についてことも続き研究したいと思いま

す。 

 

 

☆さわこ 

夏の台日は初めて参加して、今回が前の参加よりもっとたくさんのことを勉強になりま

した。全体ミーティングの時、みんなの前で今日何をしたのを発表して、いつも緊張しや

すい私にとって、挑戦でしたが、最後勇気を出して、よかったなぁ～春の時に知り合った

友達にまた会えて、本当に嬉しかった。  

今回の食事は各グループを順番担当していたので、日本料理を作る機会があって、グル

ープのメンバーがいろいろな料理を作る方法と食材の切り方を教えてくれて、ありがとう：）

最後、日本側のメンバーがいろいろ準備してくれて、ありがとうございました。 
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☆あゆむ 

今回の活動では思いもしなかったことをたくさん学びました。私と政治学科の先生は、

今台湾の社会問題を研究しています。例えば、国際結婚、ハーフの生徒の授業、外国人の

労働者についての問題です。移民する人は多くなっています。だから、移民の教育問題は

解決なければなりません。 

今回の活動では、豊橋市国際交流協会の押川さんにたくさんのことを学びました。ボラ

ンティアの人たちは力を合わせて、外国人の問題を解決しながら台湾人の教育システムも

完備しました。本当に素晴らしいことを学べました。いい勉強なりました。  

 

 

☆りん 

初めて参加すると一年生から、グループの MTや日本のメンバーに会ったとき、よく緊張

した。でも、皆はいつも優しく説明してくれた。本当にありがとう！skypeと向かい合う

MTがちょっと違う感じと思ったけど、皆が同じ良い人、よかった。 

私たちのテーマは商店街、だから一緒にアクションをした、楽しくて、面白い写真を撮

った、嬉しかった。  

皆さん、お疲れ様！！次の台日交流、よろしく！！！！！！  

 

 

☆アップ 

台日交流は初めて参加して、本当に緊張しました。歓迎会の最初から皆に会って、とて

も気まずかった。でも、勇気を出して、日本人のメンバーと一緒におしゃべりして、だん

だん慣れました。 

グループは外国人経営店で、主な内容は外国人のインタビューでした。日本はまだ上手

じゃないから、グループミーティングのとき、何か話したのはあまりわかりませんでした。

でも、先輩は翻訳してくれて、本当に助かりました。グループ活動はたくさん勉強しまし

た。そして、メンバーと話して、友達になりました。活動がなかったとき、日本人と一緒

に台湾や日本のことをおしゃべりしました。“あ、これは本当に交流だ”と思いました。 

台日交流に参加した前、日本人と日本語でおしゃべりすることはそんなに多くなかった。

台日でたくさんのことを勉強できるし、日本人の友達になれるし。台日交流のメンバーと

して、本当に良かった。  

 

 

☆くま 

夏休み、台日交流すると思います。でも、日本語が下手で、心配です。私はいろいろな

活動を参加していますが、台日交流は一番楽しいの。みんな優しくて、面白いです。ずっ

と説明してくれました、嬉しかった。そして、日本語が絶対に上手になりますと思います。 
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来年みんなとおしゃべりは全部分かられる、でしょう？  

今回は初めて台日交流に参加しますが、本当に感動して、みんな一緒に作ったご飯は美

味しくて、もうみんなに会いたいです。来年の春は行きたいと思います。待ちますよ！今

回は食事グループにいるのは本当に幸せです。日本語はたくさん間違いところがあってか

もしれません、ごめんなさい！いつもお世話になりました、ありがとうございます。 

 

 

 

  

 

《先生方》 

 

☆ＱＰ先生 （人間環境大学） 

今年もまた、感動の最終日にもらい泣きをしてしまいました。それにしても、この活動、

本当に不思議です。事前準備期間も活動中ですら「大丈夫？無事最後の日を迎えられるで

しょうか？」とハラハラさせられるのですが、なぜか最終日には心を打つ何かが爆発する

のです。みんなが心を一つにしなければ決してこの感動は生まれないはずですが、いつ、

どんな力が、どのようにしてエネルギーを集めるのでしょう。今回１７回目ですが、この

疑問は未だ解けません。 

でも、今回も「感動をありがとう」と言うことができたことを幸せに感じています。み

なさん、ありがとう！  

 

 

☆はなちゃん先生 （人間環境大学） 

「それまで」と「それから」  

 ちょっと不思議「タイトル」ですね。この「それ」って、何を指すと思いますか？ 「そ

れ」とは、豊橋市青少年センターでの「活動」のことです。 本当のことを言いますと、今

回ほどハラハラ、ドキドキだった活動というのは、ありません。「活動」の直前まで、イ

ンタビュー先などが決まらなかったのですから。 しかし、ギリギリセーフで、インタビュ

ー先を決めてからの学生達の頑張りは、見ていて嬉しいものがありました。  

そして、この活動で何より大切だと思ったことは、「相手に伝えようと思うこと」、で

す。 言葉の壁を越えるには、ことばだけではなく、こころで、まなざしで、態度やジェス

チャー、ボディランゲージも含めて、とにかく「伝えよう」「伝えたい」「わかってほし

い」と念じること、そして聞き手が「わかろう」、話し手の思いを「くみ取ろう」とする

ことなのではないか、と必死に伝え合っているあなた達を見ていて思いました。「それか

ら」のあなた達が、「伝える」ことに対して、繊細になってくれたとしたら、こんなに嬉

しいことはありません。  
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☆梅ちゃん先生 （愛知大学） 

毎年違う出来事が起こり、毎年新しい出会いがあり、初めて参加した人も何回も参加し

た人も、必ず何かを見つける。それがこの交流活動の一番の魅力ではないかと思います。  

最後のプレゼント交換会だけじゃなくて、この活動が終わって家に帰る道々、何かをも

らった満足感があります。と同時に、「ああすればよかった」という自分への不満もありま

す。その両方があるから、飽きずに毎年来てしまうのかな。みんなはどうだったのって聞

いてみたかった。壁を越えてもっと高いところへ行きたいよね。来年、またね！ 

 

 

☆よっしー先生 (愛知大学) 

今回、愛大チームは、ほんの一部ですが、交流会の役割を担当させていただきました。

リーダーのみおりを中心に歓送迎会を企画してみて、交流会の準備や運営がどれほど大変

なのかを身をもって知りました。それと同時に、人環大と東海の先生方や学生のみなさん

が今まで感じてきた苦楽をほんの少しですが知ることができたように思います。 

毎年、交流会の送別会は、笑いあり、涙ありで締めくくられます。2回目の夏を迎え、そ

の涙のワケを知った合宿になりました。苦しみの中に楽しみがあり、涙の中に笑いがある。

みなさん、どうもありがとうございました。 

 

 

☆せっちゃん先生 (東海大学) 

今年は人間環境大学と愛知大学のみなさんのお世話になりました。特に新しいメンバー

が多かった今年、二つの大学が連絡をとりあって準備を進めるのは本当に大変だったと思

います。でも、ほんとうにいい関係が生まれてよかったなと思います。「この活動って一

体なんなのだろう？」といつも考えますが、どういう言葉で言い表すのがいいのか、未だ

にわかりません。でも１回目はわけがわからない参加であっても、２回目からは先輩とな

り、少し余裕を持って何かができるようになるというのは確かですね。 

人と人が出会い、そこで何かが生まれる、そんな活動のようです。学校の授業ではなぜ

かこういうことが体験できないので、私は今後も続いていってほしいなと思います。  

 

 

 

 

 

 

それでは、また台日交流で会いましょう‼ 

再見～＼(^o^)／ 
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ありがとう 
＼(^o^)／ 


