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    台湾中国文化大学新聞伝播学院新聞学科 

     日本上智大学文学部新聞学科学術交流会 
2006 年 9 月 20 日(水) 
14:30 台湾桃園中正空港着。ホテルへ向かう。  
 士林夜市観光（予定） 蕭先生 

平野孝治院生 
2006 年 9 月 21 日(木) 
9:00 バスで出迎え 
10:00 中国文化大学着 

蕭先生 
 

10:00 ～

10:30 
中国文化大学校舎見学 
中国文化大学新聞学専攻主任徐振興先生と挨拶 

蕭先生 
徐振興主任 

10:3～11:00 中国文化大学校長李天任（学長）と挨拶 李天任校長 
徐振興主任 
蕭先生 
平野孝治院生 

11:00 ～

12:00 
中国文化大学新聞伝播学部学部長沈慧聲先生 
新聞学科の先生方 
新聞学専攻学生達との交流会 

12:00 ～

13:00 
文化大学構内菲華樓 202 で昼食 

沈慧聲学部長 
徐振興主任 
蕭先生 
平野孝治院生 

13:20～ 出発 
14:00 ～

15:00 
三立テレビ局見学 

15:30 ～

17:00 
Taipei Times 及び自由時報新聞社見学 

17:00～ ホテルへ戻って自由行動 
1８:00～ 夕食 

蕭先生 
徐振興主任 
平野孝治院生 

2006 年 9 月 22 日(金) 
9:00 ホテルのロビー集合、９時に出発 
9:30～12:00 故宮博物院見学 
12:0～14:00 昼食 
14:00～ 午後自由行動 

蕭先生 
平野孝治院生 
王寅任 

2006 年 9 月 23 日(土) 
15:50 台北発 
20:00 成田着 

 

蕭素翠先生:0926-182-661           平野孝治院生:0922-711-323      2006.09.15 作成  
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台湾・メディア・学生交流 

 
A0519011 市村佳織 

 
 2006 年 9 月 20 日～23 日の 3 泊 4 日で、台北でゼミ合宿を行った。台湾は初めての上、

まったくの予備知識なしでの旅行だったので、正直不安でいっぱいだったが、中国文化大

学の学生との交流など、とても勉強になることが多く、楽しい合宿だった。 
 初日の夜には、台北の夜市、ナイトマーケットへ向かった。屋台の看板には漢字が使わ

れていたが、理解できるものはあまりなかった。現地でお世話になった平野孝治さんや、

文化大学の王さんらに教えてもらい、中華まんのようなものや、名物パールミルクティを

堪能した。台湾は物価が安いと聞いていたが、屋台で売っているものは本当に安く、日本

でいう駄菓子やのような感覚で、ボリュームたっぷりのお惣菜を満喫することができる。

一方、一般のカフェ、日本にもあるスターバックスコーヒーなどの値段は日本とは大差な

いように感じたが。 
 2 日目には中華文化大学、三立テレビ局、台北タイム

ズを見学した。この合宿期間中もっとも勉強になった 1
日であった。中華文化大学は、規模の大きな大学で、設

備 新。それだけでなく、非常におしゃれなのだ。コン

ピュータールームが印象的だった。（写真） 

新聞学科では、学生がラジオ番組を制作し放送したり、

学内随所にあるモニターで流すニュース番組を制作した

りしている。実践的な学習が多いように感じた。 
 昼時には文化大学の大学院生と会食をした。このとき

驚いたことだが、おおくの学生が日本に興味を持ってお

り、日本の音楽、映画、ドラマ、アイドルなどにとても

詳しい人が多かった。日本を訪れたことがあるという学

生もいて、日本のソフトパワーを実感した。ナイトマーケットのにぎわう通りに面したゲ

ームセンターでは日本のプリクラ機が設置されていたりと、それは旅行中さまざまな場面

で感じた。 
三立テレビ局は、日本では見ることができないほど細部まで、テレビ局の中を見学させ

てくださった。編集ブースでは、台湾で今もっとも高い視聴率を誇る『微笑 PASTA』な

どの編集が行われていて、技術・流行ともに 先端の現場を直に見させていただけたこと

にとても感動した。滞在中はデモ隊が大きなニュースになっていたが、それを報じている

ニュースの撮影現場も見ることができ、忘れられない体験になった。 
 台北合宿で一番思い出に残ったことは、何よりも文化大学のみなさんと交流できたこと

だ。新聞学科の学生の方と、どんな勉強をしているか、どんなことをしてみたいかなど真

面目に話す機会もあり、自分自身とても刺激になった合宿だった。 
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三立テレビ・台北時報 

 
A0519024 木村和加子 

 
初めての台湾、そしてゼミ合宿は、期待していた以上に充実したものとなりました。台

湾という国に触れられたばかりでなく、ごく一部分ではあるけれど、台湾の文化やメディ

アの現状を知ることができ、加えて現地のメディアを学ぶ学生と触れ合えたことはとても

いい経験になりました。 
現地に着いてまず感じたのは、街並みが日本と似ているな、ということです。しかしな

がら、看板の文字が違うこと、全体的に建物の色彩が赤みを帯びていること、スクーター

の驚くほどの多さから、やはりここは異国であるのだな、と感じさせられました。夜に行

った士林夜市は、原宿をもっと賑やかに、乱雑にしたような雰囲気のところで、現地の人々、

特に若者達の勢いを感じました。案内をして頂いた平野さんと王さんによると、夜市は休

日前の深夜一時頃が も勢いを増すらしく、沢山の学生でごった返すそうです。毎週のよ

うに夜市に繰り出して友達とご飯を食べたり買い物をしたりする

若者の姿を想像すると、きっとここは彼らの掛替えの無い楽しみ

の場所になっているのだろうな、と思い、なんだか暖かい気分に

なりました。日本には、深夜まで学生で賑わうような勢いのある

街はないので、ここはいいところだな、と感じました。そして何

より特筆すべきは、食べ物の美味しさと物価の安さです。この夜

食べた写真の海鮮鍋は美味しく安く量もたっぷりで、やっぱりこ

こはいいところだな、と感じました。 
翌日は中国文化大学訪問＆交流会、三立テレビ局見学、台北時報（自由時報新聞社）見

学とぎっしりのスケジュールでした。どの場所もとても綺麗で明るく、居心地がいいだろ

うな、と感じさせる雰囲気でした。まずは大学の設備の充実度に驚

き、現地の学生達が日本についてよく知っていることに驚き、コミ

ュニケーションをとる上での言語の大切さを改めて実感しました

（英語って必要！）。テレビ局・新聞社は、日本でも見学したことが

なかったので、こんな風になっているんだ！ と感心することが多

かったです。特に三立テレビ局は、職場環境の良さが際立っていた

と思います。写真からも分かるとおり、落ち着いたトーンの建物で

した。新聞の印刷工場では、人間の紙の消費量と情報の消費量を実

感しました。 
これは翌日に行った故宮博物館や 101タワー、淡水や民權西路駅付近、台北駅付近など、

全ての場所を通して感じたことですが、台北は、新しく開発・建設された場所と、昔の状

況を保っている場所が、自然に溶け込んでいるところであると思いました。東京よりも人

間的な匂いがして、パワーが感じられました。まだ見ていないところが沢山あるので、近々

また台湾に行ってみたいです。一方、日本にもあるだろう台湾とはまた違った種類のパワ

ーに、今一度目を凝らしてみたいな、と思います。 
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今回の合宿でお世話になった皆々様、本当にありがとうございました。 
 

台湾文化とメディアに触れて 

 
A0519043 尾崎 仁美 

 
 今回の台湾でのゼミ合宿は、とても有意義で素晴らしい体験になったと心から思ってい

る。とても楽しかった観光から、中国文化大学への訪問・三立テレビ局、台北タイムズへ

社の見学と、盛りだくさんの内容でとても勉強になったし、刺激を受けた。 
 まず、台湾の街を歩いていて感じたことは「広告」と「模倣品・海賊版」そして「日本

のもの」で溢れているということだ。日本も十分街中は広告で溢れかえっているが、台湾

には負けるだろう。何せ、エレベーターの機体にも清涼飲料水の広告が一面に施してあり、

地下鉄の切符もカード式で広告になっていた。ちなみに降車時に回収されるので何度も使

用できるリサイクル式になっていて、素晴らしいアイディアだなと感じた。また、繁華街

を歩けばルイ・ヴィトン、グッチなど無数のブランド品の模倣品が破格で販売されていた。

話には聞いていたが日本の CD や DVD の海賊版がひしめき合っているのにも驚いた。中

にはついこの間終了したばかりのドラマの DVD もあり、その迅速さ、そして日本文化が

いかに台湾で流布しているかということを肌で感じてとても衝撃を受けた。それは文化大

学の学生の方と話していても感じたことである。 
 ２日目に訪問した中国文化大学では、学生の方の積極性と実行力にとても刺激を受けた。

各自の専攻によって、テレビ番組の制作・ラジオ番組の制作・新聞の製作などが授業内で

というよりは日常的に取り組まれていて、校内や Web で公開されているのだ。私たちが学

内施設を見学しているときも、真剣にビデオやカ

メラで私たちの姿を撮影していた。同じ大学生で

もここまでやっていることに差があるのかと、私

は日頃の自分を反省した。これからはもっと積極

的に学ぶ姿勢を心がけようと切実に感じた。 
 三立テレビ局、台北タイムズではスタジオや編

集室を見学させて頂き、日本とは異なる体系のジ

ャーナリズムの現場に触れることができてとても

興味深かった。印刷工場では巨大な印刷用のロー

ル紙を前に、普段あまり意識することのない資源

問題についても考えさせられた。 
 後に、一番心に残ったのは人々との交流である。蕭先生ご夫妻、中国文化大学の平野

さん、王さんなどたくさんの方々に暖かく迎えて頂き、とても親切にして頂いて充実した

思い出に残る４日間を過ごすことができた。言葉では言い表せないほど、感謝の気持ちで

いっぱいである。中国語はおろか英語さえまともに話せない自分が情けなくて仕方がなか

った。 低限でも、勉強してから行くべきだったと思う。そうすれば、もっと理解が深ま

ったと思うととても悔しい。そんな後悔もあるが、この合宿で得たたくさんの素晴らしい
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ものを活かしながら残りの大学生活、勉強に励みたいと思う。 
 
 

プーアル茶と私～台湾ゼミ旅行～ 

 
A0419001 天野 泉 

 
9 月 20 日朝、成田空港。集合場所に集まったゼミ生を見渡すと……あれ、なんか少ない

ぞ？幹事さんもいないよ？3 年これだけ？ 
ということで、去年より若干(だいぶ？) 少なめのゼミ合宿がスタートした。 
行きの飛行機は、愛する雄雅先生とお隣の席♪ 機内販売のブランド品をおねだりして

断られたものの、先生とたくさんお話できて嬉しかった。 
3 時間ほどであっという間に台湾へ到着。着くなり気の強そうな女性の添乗員に連れら

れてお茶の専門店へ。この手の実演販売の手法は、去年の韓国のキムチ専門店でも体験済

みである。もう胡散臭いものにはだまされないぜ…と強い意志をもって挑んだものの、プ

ーアル茶の痩身効果に惹かれ、なぜか全員フェンディの制服の従業員、そして怖い添乗員

の女性に勧められるがままに購入していた。 
このあと、このプーアル茶が恐ろしい事態を招くことになるとは、知る由もなかった…。 
1 日目は台湾の余市へ。平野さん曰く、若者からお年寄りまで集まる新宿のような街ら

しいが、新宿よりも活気溢れるところだと思った。屋台のご飯はチープな上に美味である。

これは韓国より期待できる！と胸を膨らませた。一番楽しかったのは日本のドラマの海賊

版 DVD 専門店だ。明らかにジャケットがおかしい DVD があったりと、とにかく爆笑だ

った。 
2 日目は中国文化大学へ。山の上にあって学生は毎日通学が大変だろう。しかし学校の

設備は超一流！ 新聞学部はコースが細かく分かれていて自分の好きな分野を深く掘り下

げることができる。ラジオ局もあり、図書館や体育館の設備も充実、カフェなんかもお洒

落につくられていて、上智大学完敗、という感じだ。 
交流は去年のようなミステリーすぎるツアーもなく、淡白なスタンスが好印象。台湾の

女の子はおしゃれにも関心があってかわいい子が多い。そして何よりお肌と髪の毛がとて

も綺麗！日本の芸能人やドラマに詳しくて驚いた。多チャンネル化が進み、日本番組専門

チャンネルも多数あると事前学習であったが、それも需要があってのことだと改めて感じ

る。 
テレビ局はすぐそこで見ていたニュースの収録が放映されていたり、番組制作の現場を

肌で感じることができた。ニュース番組のスタジオセットでは、雄雅先生の久米宏さなが

らのキャスターぶりに胸がきゅんとした。むしろ久米宏より素敵だった。いずれテレビ番

組に出演して頂きたい。 
そのあと台北タイムズ(Taipei Times)を訪問。内装は全て大理石という、とても立派な

ビルの一フロアにある。 
台北タイムズに通された私たちはお菓子で迎えられる。台湾の新聞は日本で言うスポー
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ツ新聞のような印象で、時事問題から芸能まで盛りだくさん。休日版はさらにエンターテ

イメント性の高い内容となっていて、台湾の新聞は日本のように堅いものではなく、若者

も気軽に接触しやすいメディアだと思う。その夜夕食で訪れた小龍包のお店に感動。美味

しいもの大好きな松岡は、興奮のあまり椅子を倒していた。 
さて、あのプーアル茶は日本円で 2000 円程したので、だまされた感が否めない私は、

意地になって毎晩ホテルでお湯を沸かして飲んでいた。この日も脂肪燃焼♪ とばかりに

5～6 杯(お茶のおばさん曰く一回で 2 リットル分抽出できると聞いたのでとにかく煎れま

くった)ほど飲んで就寝。 
ところが朝方、気分が悪くて目が覚める。昨晩の小龍包が消化できずに胸やけを起こし

ていたのだ。そのまま三日目の故宮博物館へ。何千年も前の作品にもかかわらず、繊細な

つくりの彫刻や絵画に、当時から芸術面が重んじられ、技術も相当なものだったことがわ

かる。翡翠の白菜の置き物が有名らしく、お土産ショップでも人気の一つであるという。 
そのあと蕭先生が連れて行ってくれた豪華な台湾料理。みな舌鼓を打つも(隣の松岡も大

興奮)、私は胸やけのせいであえなく途中退場。本当はフルコースを味わいたかった。 
雄雅先生をはじめ、皆様にはご迷惑をお掛けしました。原因は食べ過ぎ、そしてプーア

ル茶の飲みすぎにより胃が荒れていたせいだと思われます。そういえば、お茶って飲みす

ぎると胃を悪くするっていいますもんね…。 
昼食後は台北の新名所、101 階建ての巨大ショッピングビル街へ。見上げても上が見え

ないくらい高い！ しかも入っているテナントのショップも高い！夜は足つぼマッサージ

や大衆食堂に行った。 
終日の朝は問屋街に行ったりと、今回の合宿も食と切り離せない旅になった。したが

ってまた食についての感想文になってしまって、雄雅先生ごめんなさい。 
私は去年の韓国より台湾の方が楽しめた。ごはんはおいしく日本人向けのものも多いし、

台湾の人はみな親切で感じが良く、そして何よりも若者にパワーがあり、街全体に活気が

溢れていた。また、日本文化に詳しい人が多く、自分の国を好きだといってくれるのはと

ても嬉しいことだ。 
今回お世話になった蕭先生、平野さん、王君、ビックフェイス君、浅利さん、白さん、

そして雄雅先生、ありがとうございました。 
 
 

台湾の車窓から 

 
A0419017 伊藤 里江 

 
2006 年夏、鈴木雄雅ゼミのゼミ合宿は、去年は韓国ということで引き続き海外、台湾で

開催されました。そんな怒涛のゼミ合宿の様子を以下紹介したい。 
  

9 月 20 日、いつも遅刻がスタンダードな私たち雄雅ゼミ生。しかしながら、飛行機に乗

り遅れたらもとも子もない、ということで、今回伊藤、天野、松岡は遅刻することなく集
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合時間前に到着。全員集合したところで、参加人数の少なさに驚きつつも白さん、浅利さ

んという心強い先輩方を味方に、気をとりなおして台湾へと向かうのだった。 
 台湾 1 日目の夜、蕭先生と平野さん、王さんが「夜市」を案内してくださった。台湾の

人々は「夜市」で夕食を済ませることが多いという。そこで食べた肉饅頭と台湾風鍋はと

てもおいしかったが、噂の腐豆腐は好きになれなかった。夕食後、士林夜市にある、海賊

版DVDなどがおいてある店へ潜入。そこで驚いたのは、そこにあった日本のドラマのDVD
の数々。明らかにパッケージが不自然なものや、中には前の週に 終回を迎えたばかりの

ドラマのものもあった。日本でもこんな早く出ねーよっ！とツッコミをいれつつ、大奥の

DVD が欲しくてたまらなかった。台湾での日本ポップカルチャーの人気を伺わせるもの

だった。 
 2 日目。文化大学へ訪問と三立テレビ局、台北タイムズ社の見学へ。 
特に印象に残ったのは、文化大学新聞学部のカリキュラムだ。コースが写真、ラジオ、

テレビ、新聞というコースに分かれていて、理論の勉強というよりもかなり実践的な内容

であった。テレビセンターのブルーバックが紙の上智とは大違いだった。 
その後、文化大学の学生との交流。合宿の参加人数が少なかったため、私 1 人に対して

5 人の文化大生という事態に。喋るのに夢中でおいしいお弁当を残すこととなってしまっ

て残念。台湾の女性の間でも、日本のようにミネラルウォーターがはやっているようだっ

た。みなさん英語が上手で、英語の喋れない私はうまくコミュニケーションがとれず申し

訳なかった。そこでも、日本文化の人気を計ることができた。彼らの口からでてきた言葉

は「深田恭子」「Kinki Kids」などの日本の芸能人やドラマの題名。そういえば、前日の

夜市での海賊版の店で、王さんが「松島菜々子が好き」といっていた。 
 次に訪問した三立テレビ局。台湾ではケーブルテレビが普及している、と事前学習で学

んだが、まさにそのとおり、ケーブルテレビのオフィスとは思えない構えで驚いた。編集

室から何まで現代的だった。生放送のニュース番組を外から見学したり、雄雅先生が CG
と合成され、久米宏のようになったり、と楽しんだ。また、三立テレビ局内に、ニュース、

タレントプロダクション、クリエイティブなどすべて揃っていて、テレビ局内でまさに自

給自足といった感じ。台北タイムズでは韓国でも出会った「Kid-O」というお菓子に感動

の再会を果たした。とってもおいしい。金曜～日曜の週末には小さなスポーツ新聞や若者

向けのレジャー誌になる、という仕組みが興味深かった。 
 2 日目の予定が終え、夕飯は松岡がガイドブックで見つけたお

店へ。私がいちばん気に入ったのは烏龍茶味の小龍包だった。忘

れられずに、もうそろそろ 1 ヶ月になろうとしている。近々、新

宿伊勢丹の小龍包屋さんに食べに行く計画を立てている。 
どちらか東京近辺でおいしい烏龍茶の小龍包を食べれるところ

を知ってる方はいませんか？ いましたら、至急、伊藤まで！ 
 さて 3 日目。午前中は故宮博物館へ。ガイドのおねえさんが翡

翠の白菜を見ましょうとみんなで小走りをして移動していたとき

だった。私のおしりをペロンと触るものが…。私はいつものよう

に松岡だと思い込み、振り向くと、そこには小さなおじさんが。

…そう、痴漢です。生まれてはじめて痴漢にあったのだ。しかも  大満足の松岡と神谷  
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台湾で（笑）。それよりも、あまり驚かなかった自分にびっくりしました。 
 
そんなわけで、韓国合宿に引き続いて、色々と貴重な体験とハプニングに見舞われた台

湾合宿でしたが、とても勉強になりました。なにより楽しめました。 
全体の感想としては、台湾は漢字表記とあって日本人にもなんとなく意味がわかるし、

台湾の人々は、日本と同じ島国とあってか親しみやすく良い方ばかりでした。食べ物に関

しては韓国では完敗した私でしたが、台湾ではなんでもおいしくいただけました。 
今回、台湾で私たちのお世話をしてくださった中国文化大学の蕭先生、院生の平野さん、

学部生の王さんはじめ学部生の皆さん、そして浅利さんには、重ね重ねお礼を申し上げた

いと思います。ありがとうございました!! 
 

   
台湾ビールに満足の浅利ん    お腹いっぱいの先生 

         
 

台湾、賑やかな街 
 

A0419019 神谷 昌宏 
 
 9 月 20 日から 23 日まで、我々は台湾に滞在し、ゼミ合宿を行った。士林夜市、中国文

化大学、台湾テレビ局、台北時報、故宮博物院と見て回った合宿は、思ったよりも慌しい

日程だった。 

 台湾人は、日本が好きらしい。どうも相当好きらしい。コンビニに行けば、日本のお菓

子や日本のラーメンが売っている。テレビをつけると、日本のアニメをやっている。ゲー

ムセンターには日本のゲームしか置いていない。マクドナルドに入ると、店員のお姉ちゃ

んが日本語で話しかけてくる。大学生は日本の映画とドラマが大好きだ。中国文化大学三

年の王寅任君―彼は松嶋奈々子が好きらしい。 

 彼は中国文化大学に通っている。44 年の歴史を持ち、モットーは質撲堅毅。学長は李天

任氏。台湾市内を車で抜け、山を十分も車で登ったところにあるキャンパスは、実に広い。

そして様々な学科を持つ。薬学理学から芸術学まで、何でも 58 の学科があるとか。学生
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も 2 万 5,000 人ほどいるらしい。もちろん新聞学科もある。王君も新聞学科の学生である。 

彼ら台湾の新聞学科は実にアクティブである。新聞もラジオもテレビも写真も授業を通

して自分達で作る。そして校内に展開する。彼らはプチ・マスコミである。校内至るとこ

ろのテレビには、彼らの作った番組が放送されるらしい。 

 台湾の地上波テレビ局 SET（Sanlih Entertainment Television）では、ほとんど全ての

番組が局内で制作されている。アウトソーシングで成り立つ日本のテレビ局とは大分違う。

芸能事務所も局内に存在するのである。また局の設立まもなくから、クリエイティブプロ

ダクトプレイスメントという部署を設け、番組に付随する副次的な商品による戦略を考え

ていたらしい。 

Taipei Times は市内中心に大きな自社ビルを構え、一日約 20 万部を発行しているとい

う。英字新聞としては国内で唯一、自社の記者を持ち、独自の記事を載せている。印刷所

もすぐ隣のビルに併設されている。 

 台湾人は日本人が好きだが、同じように自分達のことも好きらしい。故宮博物院とは、

つまりそういう場所である。清朝の所蔵していた美術品を展示する博物院は、実に大陸の

歴史の中の遺物を多く並べている。僕達が訪れた日には、台湾の小学校の子供達が団体で

訪れており、また日本人観光客も山ほどいた。賑やか、というよりもはや騒がしかったと

いっていい。白菜をかたどった翡翠、象牙の微細な工芸など、興味深い展示品が多かった。 

 このように台湾で過ごした四日間は、実に賑やかな時間だった。何よりも夜市である。

東京で言えば、原宿の竹下通りあたりが一番イメージに近いだろうか。夜中の二時まで、

人の流れが途切れない。当然ひしめく屋台も閉まらない。そこに目が行くと、狭い通りに

容赦なくスクーターが走り抜ける。危うく轢かれそうになる。それが夜市。 

 ゼミ合宿は賑やかだった。本当に。 

 
 

台湾レポート 

 
A0419030  松岡由子 

 
今年、私が台湾で合宿したいと思ったきっかけは、もちろんメディアがどうこうではな

く、食への感心であった。しかし、去年とはちがい、事前に台湾メディアについての予備

知識を教えていただき、大変勉強になった。雄雅先生、そして上原さんのおかげで、台湾

での大学訪問や各メディア機関見学もかなり有意義なものになったことを、ここで今一度

感謝する。 
 一日目、昼過ぎに台湾は台北市に初上陸し、怪しいガイドに連れられ怪しいお茶屋に連

れて行かれる。さっそく偽物のお茶を買わされた。その後、ホテルへ移動し、中国文化大

学教授、そして雄雅先生の教え子である、蕭先生に挨拶。文化大学の日本人留学生の平野

さん、学生の王くんに連れられ、大きな夜市へ出発。台北の交通事情(台北市民のスクータ

ー利用率)には皆、驚嘆。台北は中国圏であり、漢字が使われているので私たちにも親しみ

やすい。その点では不自由が無かった。 
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二日目、私たちは大学専用のバスで中国文化大学を訪問。まず大学の立地に驚く。台北

市内から離れた山の中に大規模な大学がそびえたつ。こちらの大学にも新聞学部なるもの

があり、人気のある学問であるという。もちろんマスコミ志望の学生たちがより実践的で

即効性のある勉強をしているようだった。ある意味では少し専門学校的な雰囲気があった。

テレビ・ラジオ・新聞・写真から自分の好きなコースを選び、実習をする。  
その後、台北タイムズと人気CATV局のひとつである三立TVを訪問。三立TVは、CATV

とは思えないほど立派で現代的な社屋をもっていて、日本の TV 局と違って番組作りを制

作会社にまわさず、 初から 後まで何から何まで自分たちで作っているということだっ

た。それゆえ、かゆいところに手が届く設備になっていた。 
台北タイムズの社屋にも驚愕。わたしたちはそこで何をみたのか。 

                  
 
 

台湾の CATV 事情に驚いた 
 
A0319024 菊池 啓介 
 

 台湾合宿ではたくさんの貴重な体験をすることが出来た。現地のケーブルテレビ局見学

はそのひとつである。 
 台湾はケーブルテレビの普及率が非常に高いということを事前のレクチャーで学んだ。

それだけに海外からの輸入番組も多い中、見学する三立テレビは台湾土着の番組を発信す

る非常に勢いのあるケーブルテレビ局だと聞き、大きな期待を胸に訪問した。 
 驚いたのは、その案内の丁寧さ、細かさである。忙しい 中、実際番組で使われている

スタジオ見学から編集作業をする部屋、またオフィスや生放送中のニュース番組まで、ビ

ルの上から下まで隈なく見学させてもらったという印象を受けた。日本でもしっかりとテ

レビ局を見学したことの無かったため、実際の現場の空気を肌で感じることの出来るこの

見学は非常に意義のあるものになった。 
 このゼミ合宿で も印象に残った出来事は、中国文化大学訪問である。外観は伝統的な

様式の建物が多いが、建物の中の例えばコンピュータールームなどは非常にモダンな造り

になっており、良いところを組み合わせたおしゃれなキャンパスだという感想を持った。 
この中国文化大学での学生達との交流は忘れられない経験となった。マス・メディアを

専攻しているという学生達との昼食会。 初は言葉の壁がもどかしかったが、話していく

うちにだんだんと意思疎通がはかれるようになっていった。そしてわかったことは、彼ら、

彼女らは皆マスメディアに対して本当に真剣な姿勢で向き合っているということである。

言葉の問題からあまり難しい内容の話は出来なかったが、それでも日本のメディアに対す

る彼らの関心の高さはよく伝わってきた。同じくマス・メディア、ジャーナリズムを勉強

する学生の身としては、彼らの姿勢には頭の下がる思いであった。自分の未熟さを実感し、

反省したという意味でこの交流はとても印象深いものになった。 
中国文化大学からいただいたトランプにも驚かされた。トランプの裏面がパズルのよう
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になっており、どうやらひとつの絵になるようなのである。トランプとしてだけでなく、

パズルとしても遊べる、まさに一石二鳥のカードゲームである。ただ裏面がすべて違う柄

のためカードがなんだかわかってしまうという特徴があり、台湾ではばば抜きのようなゲ

ームは無いのだろうかという疑問は残った。 
短い期間ではあったが、非常に内容の濃い、大学生活 後の良い思い出となるゼミ合宿

であった。様々なプランをコーディネートしていただいた鈴木雄雅教授、また現地の方々

に厚い感謝の意を表してしめくくろうと思う。貴重な体験を本当にありがとうございまし

た。 
 
 

まだまだ 1 日目 

 
A0319041 
大塚達也 

 
 朝、空港に行こうと思ったらちょっと遅刻した。交通費をケチってとにかく安い行き方

で行こうとしたのが原因であると思われる。飛行機ではなぜか客室乗務員の方がしきりに

ビールを持ってきてくれて、高度もテンションもハイになった。着くと二階建て風バスに

乗って、観光における通過儀礼、お茶の販売所に連れていかれた。元々、「～茶」とつく飲

み物全般がそれほど好きではないし、温かい飲み物も好まないのでさしたる興味もわかず、

お茶を買うヒマも油を売るヒマもないのにと思いながらぼんやりしてやり過ごした。 
ホテルに向かう途中、原付に 3 人乗り、4 人乗りしている人を見た。ガイドの方いわく

普通らしいが、たしかに何回か見る度にインパクトは薄れていった。原付自体が、道路に

ものすごくたくさんあふれかえっていた。あの光景を見たら原付を開発した人は何を思う

のだろうか。意外と何も思わないのかもしれない。大都会の台北市内には当然たくさんコ

ンビニエンスストアもあった。ほとんどがファミリーマートかセブンイレブンであった。

ポプラはないかなと思って見ていたがやはりなかった。 
ホテルに着くとすぐに散歩に行った。原付が多いせいかとても空気が悪く、すぐに喉が

痛くなってしまった。また、野良犬が異常に徘徊していて怖かった。ここでホームレスを

するとしたら野良犬対策もひとつのポイントだなと思った。異常に多かった、といえば散

髪屋である。気候的にジメジメしているから髪の毛も伸びるのが速いのだろうか。多い地

域では三軒おきぐらいに散髪屋があった。ホテルのそばの歩道橋では野菜や自家製の漬物

をさびしそうな顔で売っているおじさんがいた。どれぐらい本気で生活していく気がある

のか推し量りかねるものがあった。 
ホテルに戻った後、蕭先生と学生さんらと夜市に行った。アメ横と渋谷が喧嘩している

ようなところで、ものすごい賑わいだった。屋台で寿司を買って食べてみると、なんとも

言えない味がした。この味は良い味か、悪い味か、どちらとして処理しようかとした時に

バスの中でガイドさんが生魚の類は危ないから食べない方が良いと言っていたのを思い出

し、「なし」と判断した。小籠包はとてもおいしかった。何年か前に「人生損する」と思っ



 12

て猫舌を克服しておいて本当に良かった。自分の家の前

で店を出されたら訴訟ものの臭豆腐も、食べてみるとな

かなかおいしかった。晩御飯として食べた鍋もおいしく、

目をつける日本の実業家がいてもおかしくないと思った。 

ところで、台湾や韓国では一度席に着いたら、食べ終

わった後も混んでいても、別にすぐ席を立つ必要はない

という考えが一般的なようで、文化の違いを感じた。原

付大国なせいか、夜市や繁華街でも日本ほどお酒を飲む

ような店はなかった。100 円ショップがあったので入っ

てみると、見事に日本と同じようなものばかり売ってい

た。商品の製造されている国を考えると当然であった。 
ここまで書いてもまだ 1 日目も終わっていない。台湾

という国はそれだけ見どころの多い国である。企画して        

中国文化大学学長に上智大学   くれた合宿係の方、台湾でガイドしてくれた中国文化大       

グッズを贈る鈴木教授      学の方、そして鈴木雄雅先生、本当にありがとうござい 
                ました。 

 
 
 
 
2006 年度台湾ゼミ合宿参加者 

4 年生 菊池 啓介 大塚 達也 
3 年生 天野 泉  伊藤 里江  神谷 昌宏  松岡 由子 
2 年生 市村 佳織  木村 和加子 尾崎 仁美) 
大学院 白 承爀  
卒業生 浅利 光昭 (メディア開発綜研主任研究員)  
引 率  鈴木雄雅 
計 12 名 （6/6） 


