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甲南大学文学部 谷口研究室 

第 80 回谷口ゼミナール研修旅行（台湾） 
 

この度，第 80 回谷口ゼミナール研修旅行（台湾）を，下記のとおり行ないます．今回の旅行は卒業旅行も兼ねて

います。また第三日目には國立政治大学財政学系におきまして、講演会“Importance of Environmental Education 
& General Practices of Environmental Education at the Japanese Higher Education”（谷口文章教授）、学術交流会・学

生交流会「アジアにおける高等教育研究機関における環境教育の促進」を行ないます。 
是非、ふるってご参加ください。 
 

 
記 

 
１. 日 程  2009 年 2 月 8 日（日）～2 月 11 日（水）（3 泊 4 日） 

 
２. 渡航先  台湾・台北 
 
３. 滞 在 先  リバービューホテル（豪景大酒店） HOTEL RIVERVIEW TAIPEI 

台湾 台北市環河南路一段 77 号 
TEL（02）23113131  FAX（02）23613737 

 
緊急連絡先：谷口 文章教授  

＊この番号で，国外にもつながります． 
 
４. 連 絡 先 甲南大学文学部 谷口研究室    
  URL  http://kankyo-institute.lit.konan-u.ac.jp/~taniguchi/jp/index_j.html 
  幹  事     森 彩香 
 
５． 持ち物 

＜ゼミ全体での持ち物リスト＞ 
・ 台湾の先生へのお土産 
・ デジタルカメラ 
・ Ａ４用紙 
・ バッテリー（デジカメ） 
・ PC/ポータブルプリンター     ☆ これらの持ち物はゼミ生で分担して持って行きます。 
 
＜個人用＞ 
□着替え・下着等 (3 泊 4 日分)  □洗面用具 
□正露丸    □常備薬 
□筆記用具    □フィールドノート 
□おみやげ    □デジカメ 
□電子辞書    □海外旅行保険（手帳） 
㊟パスポートは常備して下さい。 

 
６． 添付資料   旅程 
            参加者リスト（略） 
            台湾の基本情報（略） 
            機内持ち込み品について（略） 
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旅  程 
 

日程 予定 宿泊先 

2009/2/8 （日） （1 日目） 

10：30 
関西国際空港国際線出発ロビー４階 
南団体受付カウンター F-J カウンター前集合 

リバービュー 
ホテル 

13：10 
関西国際空港 大阪発 台北へ 

（所要：約３時間） 

15：20 台湾桃園空港着 （着後、ホテルへ） 

18：00 
22：00 

西門通－夕食 
ホテル 

2009/2/9 （月） （2 日目） 

8：20 
午前 

≪オプショナル・ツアー≫ 
龍山寺―中正紀念堂―南門市場―お茶セミナ

ーーランチ 同  上 
(朝食付) 

午後 
忠烈祠―國立故宮博物院―DFS 台北店―足裏マ

ッサージ 

2009/2/10 （火） （3 日目） 

8：20 
 
10：30 

 
 

國立政治大學（NCCU）國際教育交流センター 
 キャンパスツアー 
講演会“Importance of Environmental Education & 
General Practices of Environmental Education at the 

Japanese Higher Education”  谷口文章教授 

同  上 
(朝食付) 

午後 
 
 
 
 
 
 
 

18：00 

学生発表“Report of Activities for a Sustainable 

Development by Environmental Education” 
甲南大学谷口ゼミ

学術交流・学生交流会 
Discussion and Conversation for Promoting 
Environmental Education at Higher Educational 
Institutions in Asia 

Prof. Yu-bong Lai

士林夜市 

2009/2/11 （水） （4 日目） 

5：05 
8：35 

 

ホテルより空港へ 
台湾桃園空港発 台北発 大阪へ 
       （所要：2 時間 30 分）   

11：55 
13：00 

関西国際空港着 
解散式 

國立政治大學財政學系 

住所：台北市文區（11651）指南路二段六十四號 

 
リバービューホテル（豪景大酒店） HOTEL RIVERVIEW TAIPEI 

台湾 台北市環河南路一段77号 
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海外研修旅行（台湾）レポート

４回生｜森　彩香

　今回、タイに引き続き卒業旅行にも参加させていただき、本当に貴重な体験が出来たと思いま
す。まず、台北市内においては、人で溢れていて、何処に行っても人が多かったイメージが強い
です。また、台湾ではバイクを使う人が多く、公共の道路にバイク用の駐輪場が設けられていた
のが印象的でした。日本で流行しているドラマやファッションが多く受け入れられているのもま
た驚きました。
　國立政治大學は多数の大学との国際交流が充実しており、國立政治大學は国際的にも活躍して
いる大学であることを知ることが出来ました。学生は私たちと同じく学部生が多かったので、親
しみやすく話せたと思います。ただ、交流したのは１日だったので、少し物足りなく感じました。
もっと長期で旅行に行くことができればもっと交流を深めることが出来たかと思います。
　今回の交流で私はゼミ活動の歴史や内容を発表させていただいたのですが、やはり準備が一番
大変だったと思います。英語の資料になるので、英語がとても苦手な私はとても苦労しました。
文章をつくることが出来ず、単語も浮かんでこないのです。これは台湾の学生や先生と会話する
ときにも痛感しました。先生がいつも仰られるように、語学を継続して勉強しなければならない
なと実感しました。また、写真の選び方やテーマ（何を伝えたいか）を明確にすることも苦労し
ました。ただ、だらだらとやっていても見る人は疲れるだけなので、何を発表したいか、どこを
強調して伝えたいかが重要であると先生に言われたのですが、本当にそのとおりだと思いました。
前回のタイでは発表なんて到底出来ないと思っていましたが、今回は何とか発表することが出来
ました。これも先生や先輩の方々の協力がなければ絶対できなかったことだと思います。こんな
貴重な体験をさせていただくことが出来て本当に感謝しています。私たちの学年ではあまり発表
することがなかったと思うので、とても緊張しましたがよい思い出になりました。
　今後の学生交流についてですが、何カ国かの学生が集まって交流すればとても面白いかなと思
います（３カ国以上）。共同で何かに取り組んだりするのもよいと思います。広野の活動を海外
とも協力して何か改良したりすることはできないのか、なども思います。まだ私の中でも漠然と
したアイデアしか思い浮かんでこないのですが、今後形にできるとよいなと思います。また、「国
際環境教育ネットワーク」の講義内に台湾も入れることができればと思います。今回の旅行は短
期間であり、まだまだ台湾の実情を把握できていないので定期的に交流できたらいいなと思いま
した。台湾での環境に対する取り組みなどもっと知りたいなと思います。というのも台湾のコン
ビニではレジ袋が１元と有料になっていました。日本ではお金をとらずにレジ袋を無害の材料に
変え、強度を弱くしてでも量産しています。結局ゴミになっているので台湾の取り組みのほうが
進んでいるように感じました。その他の取り組みなども含め、今後も交流して意見を交換できた
らいいと思います。
　三日目の谷口先生の講演を聞いてですが、このような講演があると凝縮して話を聞くことがで
きるので理解が深まります。ツバルの島が沈んでしまうこと、水俣病などの話がありました。先
生の講演は台湾で久しぶりに聞いたのですが、普段何気なく生活しているなかで苦しんでいる
人々がいるということ、何年後かに「環境難民」に自分もなる可能性があるということ、この何
十年後かに地球はどうなっているのかということをいつも考えさせられます。そうなると少し暗
くなりがちなのですが、先生は私たち聞く側がそうなることを知っていて、ところどころで聞く
人を笑わせるような一言を言ったりして、場を和ませます。そのタイミングが絶妙で、私はいつ
も感心してしまうのです。環境問題を暗いところから考えるのではなく、明るいところから考え
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て、自然の素晴らしさを知るところから入ることが重要と先生はいつも仰いますが、まさしくそ
うであると思います。「自分でできることからやっていく」というのは今となっては少し遅いの
かもしれませんが、いざ自分に何が出来るのか、と考えるとやはり身近なことしか思い浮かびま
せん。
　今回は卒業旅行ということで遊びの面が強い旅行でした。先生が１日ほどしか一緒にいること
ができなかったのが残念ですが、お忙しいところ時間を作ってくださったのでしょうがないかな
と思います。中国に行けなかったのは残念ではありますが、先生とお知り合いの先生がいらっし
ゃるところに行くと、いつも普通の旅行で体験できないことを経験できるのがゼミ旅行の醍醐味
だと思います。今年度で私は卒業してしまいますが、とても有意義な経験をすることができまし
た。このような素晴らしい旅行にまたご縁があれば是非参加させていただきたいです。タイに引
き続き一生の思い出になる旅行になりました。

４回生｜佐藤　真咲

今回、初めて台湾を訪れた。龍山寺や故宮博物院などを観光した。龍山寺には、仏教・道教・
神教という 3 つの宗教が混じって拝まれていることに驚いた。他にも、蒋介石の記念館や点心な
ど、台湾の文化を満喫できた。
今回、國立政治大學を訪問して一番感じたことは、自分自身の英会話力の低さであった。これ
は今回の一番の反省点である。台湾の学生たちとコミュニケーションを取りたいと思うのだが、
とっさに英単語が出てこず向こうの学生を何度も困らせてしまった。また、英文を伝えるのだが、
私の発音が悪く意図が上手く伝わらないこともあった。筆談で何とか伝達できた場面もあったが、
自分の英語力の無さを痛感させられ、とても情けなかった。これから英語は今以上に必要になっ
てくるであろうし、苦手だからといって避けるのではなく、きちんと勉強しなければならないと
思った。
　また、台湾の学生は、非常に温かく緊張している私たちに対して気軽に話しかけてくれ、笑顔
で接してくれた。私たちのために夜市(ナイトマーケット)も親切に案内してくれ、有名店や美味
しいお店等を紹介してもらった。私たちの旅が少しでも楽しくなるようにと、親身になって案内
してくれ、本当に有り難かった。また、台湾の学生は勉強熱心だなと感じた点があった。それは、
台湾の一人の学生が日本語の発表原稿を作成していたことである。原稿を作成するだけで大変な
ことであるのに、それを外国語に直すという作業はさらに労力を使う。それを最後まできちんと
やり遂げ、素晴らしいと思いました。
　そして今回、台湾の学生に日本の文化について質問をされ印象的だったものがある。それは、
「なぜ日本の女性は高校生から化粧をするのか。そして、なぜ化粧をしなければ外に出ることが
出来ないのか。私たち台湾の学生は大学生になれば化粧はするが、日本人のように、常時化粧を
しているわけではない」ということであった。私はその言葉を言われ、はっとした。私たちは普
段当たり前のように化粧をしているが、それは見方を変えれば異常なことであったのである。私
たちは外見ばかりを磨くことに必死で、内面・心を豊かにすることを忘れがちなのではないかと
いうことに気付かされた。いくら外見を磨き綺麗になろうとしても、心が豊かでなければ人間は
成長できない。心の環境を整えることが重要である。そして、それこそが環境教育であり、現在
深刻化している環境問題解決に向けての第一歩であると考えている。今回の台湾の学生との交流
は、改めて自分たちの生活を見つめ直す機会となった。
　これからの國立政治大學の学生との交流としては、まず e-Learning での交流が考えられる。
国際環境教育ネットワークの授業等において、リアルタイムな意見交換を行なうことができる。
また、台湾はタイやカナダ・中国にくらべ、3 時間という短時間で訪れることができ、時差も 1
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時間であり、比較的簡単に訪問することができる。学生シンポジウム等も開催しやすいのではな
いか思った。向こうの学生も日本に来やすく、交流しやすいのではないだろうか。そして、今回
訪問した國立政治大學は経済学部の学生が多いようなので、私たち谷口研究室の「哲学」、プラ
ナコン大学の「教育」、國立政治大學の「経済」という 3 つの学問の立場から環境教育について
考えることができる。今以上に環境について密度濃く勉強することができる。
そして今回、谷口先生の講義も行なわれた。その講義内において、改めて「環境倫理に基づく
環境教育により、私たちのライフスタイルを変えていかなければならない」ということを学んだ。
これは先程述べた化粧のことに通じるが、環境教育はただ単に自然環境について考えるだけでは
いけない。人間環境について考えることが大切なのである。心の環境を整え、消費スタイルの西
洋スタイルの生活を変えていくことが環境教育である。環境問題解決に向けては心の環境が一番
重要なのである。これからは、心を豊かに生活していくことを心掛けていきたいと思う。

３回生｜後藤　りさ

國立政治大學との交流を通じて私が思ったことは、どの国の人も環境問題に対して真剣に考えて
いることを、改めて実感しました。地球規模の問題について１番大きく取り上げられている問題
は地球温暖化で、その対策として二酸化炭素の排出量を減らすことを重要とされています。二酸
化炭素を減らす方法として、考えられている方法はたくさんあるけれど、実際その方法を実現で
きている国は、ほとんどないと思います。環境学基礎論の授業や、ゼミの授業や活動を通して地
球温暖化についてのことを学んできたけれど、実際に私自身、普段の生活から地球温暖化につい
て毎日常に考えているわけでもなく、授業やゼミの活動を毎日の生活に生かせているわけでもあ
りません。私一人が地球温暖化のことを考えて生活してもしょうがないという考えが、頭のどこ
かにあるのかもしれません。ツバルのことについてのビデオや、北極グマの物語のビデオを見た
りして、地球温暖化に対する危機感を持っていたはずだけれど、これから地球温暖化に対してど
うしていくべきか、実際ちゃんと理解できていたのかは自分でもわかりません。でも、今回台湾
に行き、國立政治大學との交流をして、台湾の人達も地球温暖化について考えていることを初め
て知りました。國立政治大學との交流を通してだけでなく、夜ご飯を食べに行ったお店でもその
ことを実感しました。夜ご飯を食べに行ったお店では、どこにも割り箸はなく、洗って使いまわ
すことのできる、プラスティックのお箸でした。それは地球温暖化のことを考えてのことなのか
どうかは分かりませんが、これも二酸化炭素の排出量を減らす方法の１つだと思います。國立政
治大學の学生の人たちとの交流に関しては、私は英語を完璧に話すことができないので、コミュ
ニケーションをとる手段がなく、始めはなかなか話がかみ合わず、お互い伝えたいことを伝える
のに、少し苦労しました。特に発音が全然違って、改めて発音の大切さを実感しました。國立政
治大學の学生は英語もほとんど完璧で、話すことができることが当たり前で、堂々としゃべって
いました。外国の大学生にとって、ある程度英語を話すことが出来るのは、当たり前のことだと
認識されているのだと思います。外国の同じくらいの年の子たちと話すことの出来る機会を持て
たことは、自分の自信の持てなさや、勉強をさぼっていたことを改めて実感させられると共に、
自分にとってとても強い、良い刺激になりました。
今後の学生交流・学術交流の展望については、これからも多くの外国の学生との交流を続けて行
けたら良いなと思います。外国の学生と交流することは、自分の考え方を良い方へと大きく変え
てくれるものになると思うからです。それに日本の中にいるだけでは、外国のことはほとんどわ
からないけれど、外国の学生と交流することによってその国のこともさらによく理解することが
できるようになると思います。特に地球温暖化のような地球規模の問題について考え、話し合う
場合には、お互いの国のことをよく知った上での方が、お互いをより理解することができると思
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うからです。学生交流をすることで、とても大切だと思うことは、交流したあともずっと続けて
いくことだと私は思います。でもそれが１番難しいことだと私は思っています。学生交流は、続
けていくことに意味があることだと思います。今回台湾に行って、國立政治大學の学生と知り合
うことが出来たので、この機会を大切にして、この学生交流を少しでも長く続けていけたら良い
なと思います。
そして、谷口先生の講演を聞いての感想は、講演の中で流れていた、ツバルについてのビデオな
どは、学校の授業中に何度か見たことがあったけれど、見る場所によって、同じビデオを見てい
るのに、感じ方がとても違っていて自分でも驚きました。それぞれ違った国の人達が、地球温暖
化に関する１つの同じビデオを見ながら、そのことについて意見を言い合って、話し合うという
場所に、初めて参加したので、始めは少し戸惑いました。でも講演に参加していた人それぞれが、
地球温暖化のような地球規模の問題について、真剣に考えているということを改めて実感するこ
とも出来ました。台湾の國立政治大學の人たちから見ると谷口先生は外国人として見られている
けれど、その外国人の話を真剣に聞いてそのことについて、真剣に話し合える関係というのは、
初めて会ったのにすごいと思いました。
今回の台湾への旅行を通して、台湾という国はとても日本に感覚などが似ているなということを
私は１番感じました。地球温暖化などの環境問題についての考え方も少し似ているものがあるの
かもしれないなと思いました。地球規模の問題については、１人だけが、１つの国だけが、どれ
だけ頑張っても解決することのない問題だから、そのような問題には地球全体が１つとなって問
題の解決に向かっていかなければ解決しないと思います。そのためには、少しずつでも国同士の
関係を、大切に築いていかなければならないと思いました。

２回生｜南　　治香

I：学生発表とゼミの歴史　　今回、私は学生発表を担当させていただきました。先輩たちが行っ
てきた活動を、短い時間で私たちのことを全く知らない人々に紹介するということは想像してい
た以上に困難を伴うものでした。決まっている時間内に、言語も違う学生たちに私たちの活動を
全て伝えることは非常に難しいことで、今回のプレゼンでは紹介出来なかった活動もあります。
まずはプレゼンテーションに使う資料選びから、先輩に手伝っていただかなくてはなりません
でした。私たちが知らない時代の活動も勿論、他の大学の人々にとっては私たちの活動を知るた
めには必要な情報になります。
さらに、普段先輩方が行っている広野施設での活動や、校内での活動にも、浅い深いに関わら
ず必ず歴史や流れがあります。現在の形に至るまでに様々な困難や、問題にぶつかり、その度に
悩みながら解決策を探して続けてきたという流れを抑え、その苦労や成功の喜びが相手に伝わる
ようにプレゼンをしなければなりません。また、英語での発表ということで、伝えたいことを
100％伝えることが出来なかったことも今後の課題としていきたいと思います。
課題も多く残っていますが、今回の発表で自分自身が１歩踏み出すことが出来たと感じたこと
があります。それは、発表に向けて原稿をまとめるうちに自分自身も先輩方の活動の大変さにつ
いても改めて気付かされたことでした。普段先輩方は当たり前のように活動をこなしていらっし
ゃいますが、非常にハードなものであると思います。伝統あるゼミ活動の歴史の裏には先輩方の
努力が隠されています。１つ１つの活動を通して、谷口ゼミの活動の歴史と伝統を感じることが
出来ました。その上で、このようなゼミの活動に携わることが出来たことを嬉しく思い、これか
らのゼミ活動の励みにして頑張っていきたいと思います。
II：学生会議による国際交流とその意義　　今後の学生交流についてですが、昨年の夏にタイを
訪れたこともあり、今回は台湾の学生と打ち解けた雰囲気で接することが出来たと思います。今
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回、台湾で学生同士が仲良く交流することが出来たということは谷口ゼミの今後にとって大きな
影響をもたらすことであると考えます。
　なぜならば、今後の地球を、環境を担う私たち自身が主体となって、環境問題に取り組むこと
が重要であると考えられるからです。勿論、レベルの高い議論をすることは難しいかもしれませ
ん。しかし、私たちの世代が、環境について話し合い、真剣に国際的なプロジェクトに取り組む
ということは、未来の環境を守ることに繋がります。
　また、今回の交流で、日本を中心として台湾とタイの交流を促すことも可能となるでしょう。
インターネットを利用して、定期的に意見交換をすることも可能となります。
　このように世界の各地で起こっている問題や、環境や文化の違いによって起こっている問題を
様々な視点から話し合うことが出来るという環境は本当に素晴らしいものであると思うと同時に
これからの世に必要とされることではないかと思います。学生という立場同士だからこそ出来る、
グローバルなネットワークを構築していくことにもこれから力を注いでいきたいと強く感じる国
際交流でした。
III：本当の「幸福」とは何か－谷口先生の講義を通して－　　先生の講義を通して、物事を考え
る際の価値観・ライフスタイルの変容こそが環境問題解決への一番大きな取り組みであると感じ
ました。環境問題解決への取り組みと経済発展の問題は深く関わっており、両立させることが難
しいと考えている国もあります。京都議定書でも知られているようにアメリカや中国がそのよう
な考えを持っている国の代表であると言うことが出来るでしょう。
　しかし、今回の先生の講義を通して、本当の「幸福」とはいかなるものかについて考えさせら
れました。お金持ちであったり、モノや食べ物が豊かであることが心を満たしていることである
とは言うことが出来ません。講義の中でも紹介されていたように、ツバルの人々は自給自足の生
活を送っており、決して私たち日本人の価値尺度からみると経済的な豊かさではないかもしれま
せんが、彼らの笑顔や表情は人間にとって本当に大切なものは何かを私たちに再度問いかけてく
れているように感じます。そんな彼らの住む土地が、私たち先進国のエゴによって沈みかけてい
ます。
　お金や物は地球があって、人々が生きているからこそ意味を成します。　お金はいくらでも作
り出すことが出来ますが、価値が常に変化します。物質は、形を失えば価値を失うことになりま
す。本当に大切なものは、唯一無二の存在であると思います。今一度、私たちはもう一度自分た
ちの生活、幸福、本当に大切で、守らなければならないものは何なのかについて考えてみる必要
があることを深く問いかけたゼミ旅行でした。

4回生｜志智　　薫

1.　台湾での実際に学生との交流を通して　　今回の学生交流を通じて、大事なのは自分から話
してみようとする積極性だと思います。私自身、やはり英語に苦手意識を強く持っていたため、
初めの話しかけることにすごく勇気がいってしまい、話しかけるのが遅くなってしまいました。
しかし、以外と話してみると同じ共通点などや、書くという行為やジェスチャーで分かり合える
時もありました。そのため、まずは自分から動きだすことが必要だと思います。しかし、自信を
少しでも持って話せるようにするためには英語の勉強は欠かせないと感じました。今回、國立政
治大學との交流を通じて、台湾の学生に國立政治大學の説明や台湾の説明を丁寧にして頂き、キ
ャンパスも案内してもらいました。また、直接大学教授である先生方の講演を聞く機会に恵まれ、
とても貴重な経験ができました。
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2.　今後の学生交流・学術交流の展望　　　学術・学生交流会を終えて、ナイトマーケットに台
湾の学生に案内してもらいました。ナイトマーケットでは、おいしい食べものなどを教えてもら
い台湾の学生の生活を少し覗けた気がしました。限られた時間でしたが密度濃く教えてもらえた
と思います。メールアドレスを交換したので、ぜひ英語の勉強をしながら自分の国の文化などを
伝えていけたら良いと思います。それと同時に、とても今回の研修旅行は短かったので、まだま
だ台湾の文化や生活を理解できなかったところがあるので教えてもらえたらと思います。
また今後の継続的な交流の可能性として、國立政治大學と甲南大学を結びつけ TV 会議システ
ムを利用した e-learning ではお互いの国の環境に対しての問題や政策を知ることで、世界で起
こっている環境問題にリアルタイムで気づくことができ、自らの知識を増やしそれが環境政策に
向けての自らの行動の原点になると考えます。
3.　台湾の環境意識について　　コンビニエンス・ストアでは袋は商品とは別に代金がいり、環
境を意識していることに気付きました。日本でも、コープでは袋が 5 円の代金がいり、他のスー
パーでも袋を希望する人にだけ、渡すなどの取り組みがあり、エコバックを持つ人が増えていま
す。しかしコンビニではまだそういった取り組みを見ていません。コンビニは 24 時間開いてお
り、たくさんの人がよく行きます。たくさんの人が利用するコンビニであるからこそ、そういっ
た小さな取り組みも積み重なり大きなものとなるので、良い取り組みだと感じました。

３回生｜山本 　諒

１．國立政治大學との交流を通じて　　私は周りの人とあまり話すことが出来ませんでした。周
りでは楽しそうに話している中、私は無言の状態が続いてしまいました。いくら話そうと思って
も英語の語学力があまりなく頭が真っ白になっていました。しかも他の学生が話しているのを聞
いてもなかなか理解できませんでした。しかし一度話し始めると相手も私に理解できるように紙
に絵を書いて私が理解できるようにとても親切にしていただきました。そのおかげである程度理
解することが出来ました。私はもっと英語の語学力を上げておくべきだと思いました。また政治
大学の学生さんに連れて行ってもらった夜市では、日本のドラマが台湾の題名で売られており日
本のドラマは結構台湾で人気があることが分かりました。政治大学生との交流を通して台湾の
人々が日本を好きなことが分かりました。かなり片言でちゃんとした英語を話せたわけではあり
ませんが、お互いに会話が出来ました。
２．台湾の環境意識について気付いたこと　　私は台湾のコンビニにおいてビニールを持って帰
るのにお金がかかるといったとき台湾ではビニール袋を減らす対策が行われておりびっくりしま
した。日本ではスーパーではたまにビニール袋が１袋５円で売っていますが、コンビニではいら
ない場合は言うだけでお金はかからないので一応もらっておく人がいると思います。台湾でビニ
ール袋にお金がいると知ったとき環境について積極的でごみを減らすように努めているように感
じました。
また食事の場面でも屋台では割り箸でしたが、レストランでは割り箸ではなく何度でも使える
箸をおいているのも覚えています。このことからも台湾では環境を考えゴミを減らす努力を地域
全体で行っているように感じました。
三日目の國立政治大学で行なわれた谷口先生の講演を聞いて、結局は人間自身が原因となって
環境問題などの被害を引き起こしていると感じました。しかし被害を受けるのはその原因をつく
った本人ではなく、普段かかわってない人たちに被害の皺寄せがいっているように感じました。
CO２の大量排出国であるアメリカや日本、中国では環境難民などの問題に実際に直面していない
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一方で、自給自足の生活で成り立っており CO２を多く出しているわけではないツバルでは、大
潮になると自分たちの住宅内まで海水が上ってきてしまい床が完全に沈んでしまっていました。
ありふれた言い方ですが、身近なできることから、取り組んでいくことが大切であると実感しま
した。

４回生｜山縣　亜梨沙

①國立政治大學との交流を通じて　学生発表について　　タイへの研修旅行に引き続き、今回の
研修旅行でも台湾の先生・学生に出会い交流することができた。谷口先生のネットワークは、私
が生活している限られた世界よりも遙かに広いことを感じる。だからこそ研修旅行はおもしろい。
行ったことのない国へ行く経験ができるだけでなく、その国の人々と交流することができる。そ
れは友人同士で行く旅行では滅多にできない経験であるだろう。
　学生発表では、これまでの研究室での活動を英語で発表した。発表の中の学生会議については
私たちの先輩方による活動についてであったが、タイへの研修旅行や環境啓発シンポジウム、環
境教育の実践での活動など、私たち自身がこれまでのゼミ活動を通して経験してきたことを発表
することができた。学生発表および準備にはほとんど関わることができなかったが、発表する内
容は私自身も積極的に取り組んだ活動についてであったため、台湾の先生・学生に伝えることが
できて嬉しかった。
　発表者の二人が話している言葉に、台湾の先生・学生、私たち谷口ゼミの仲間みんなが耳を傾
けていた。緊張する中での発表であったが、それを感じさせずに堂々と発表していた。二年間、
失敗することも多くあり、先生・先輩、広野に住む地元の人々に支えられてやっとの思いで活動
してきたが、発表したことで私たちがやってきたことに少し自信を持てた瞬間でもあった。
②今後の学生交流・学術交流の展望　　今回の國立政治大學での交流を通して、徐々にネットワ
ークが広がっているのだと感じた。私も國立政治大學へ行き、広がっていくネットワークにほん
の少しでも自分自身が関われたことを嬉しく思う。
　台湾、タイとの今後の学生交流は TV 会議システムを用いて、日本で行われている環境対策や
環境活動、また谷口研究室で行っている活動を積極的に台湾の学生へ伝えていくことができるだ
ろう。こちらから伝えるだけでなく情報を交換することで、各国の現状を知ることができる。一
度出会い、会話をした学生同士であれば、なおさら積極的に交流をすることができ、学生の視野
が広がっていくと考えられる。
　4 回生はまもなく卒業になるが、二度の研修旅行を経験できたことで少しでも成長できていれ
ばよいと思う。少なくとも私たちの人生を豊かにするエッセンスになったように感じる。今回の
台湾旅行では賑わっている街や有名な観光地を中心に訪れたため、自然の中に入ることがなかっ
た。山や湖などを見に、また改めて訪れたい。
③谷口先生の講演を聴いての感想　　　谷口先生の講演は、いつも内容が凝縮されていてこれま
で学んだことを振り返ることができる。今回は英語での講演であったため、自分自身の未熟さ故
に全て理解することはできなかった。しかし VTR やパワーポイントの内容は、これまで私が受
講した講義の中で学んだものであった。そのため自分が学んだことを思い返すきっかけとなった。
　ツバルは今どうなっているのであろうか。沈みかけているという VTR を見て思った。自給自
足で生きているツバルの人々を、先進国の人々が今も脅かしているとしたら、なんのために作ら
れたVTRなのだろう。変わらなくてはいけないということを改めて考えた。
　台湾への研修旅行は、私たちの学生生活を締めくくるものであった。先生の講義は私たちの学
んだことを振り返るきっかけとなり、単なる観光旅行としての旅行ではなく、厚みのある研修旅
行になった。二度の研修旅行、広野での学びなどたくさんの経験を胸に、４月から社会人として
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頑張っていきたい。

M１｜鳥居祐介

今回の台湾研修旅行は観光の要素が多かったためにかなり慌しい旅行でしたが、それでも非常
に有意義なものだったと感じています。私自身にとっては 2008 年 8 月のタイ研修旅行に続い
て 2 度目となる海外旅行でしたが、タイの時と同様に、現地に行ってみて自分の中の偏見に気づ
かされることが多かったです。旅行２日目の自由行動の中においてさまざまな観光名所を訪れま
した。１日でたくさんの場所を巡ったために、滞在時間の短かった場所もいくつかありましたが、
それでも要所は押さえることができたと思います。また國立政治大學という新しい大学とのコネ
クションをもてたことも学生としては貴重な体験だったと思います。
①國立政治大學との交流についての今後の展望
今回の旅程では台湾の自然環境と触れ合う機会がなかったので、今後台湾に来ることがあれば、
タイの時と同様に国立自然公園を訪れるなどしてみたいです。またその時は行動をできる限り共
にしたいです。タイの時にはあまり実感がなかったですが、行動を共にすることで一人のときよ
りも疑問を持つことが増して意見を交換しあうことができていたのだと思います。
國立政治大學との通信設定に関わることのできた私としては今後講義で実際に活用できるもの
か興味があります。そしてテレビ会議が可能な場合は是非タイと結んで３点での講義をしていた
だきたいと思います。特に今回の旅行において日本を含めた３つの国は環境意識についてズレが
あるように感じたので、それを講義の中でディスカッションができれば面白いのではないかと考
えています。
また学生発表はプレゼンテーションを行ないましたが、今後は向こうの大学生の環境活動につ
いても発表を聞いてみたいと期待しています。これはタイについても同様のことですが、研修旅
行で交流することのできた学生は私にとって学業に意欲を燃やすことにおいて非常によい刺激に
なりうると思いました。
将来的にお互いの学生活動を発表しあえる場がもてたら、学生同士、環境意識においても、ま
た学業意識においても啓発しあうことができるのではないかと期待をもっています。
②谷口先生の講演を聞いて
「日本の高等教育における環境教育の重要性と環境教育の実践」というテーマでの講演でした
が、私としては講演を聴いた人々の反応がタイの人々と異なっていたことが非常に印象的でした。
國立政治大學の学生からあがった「テクノロジーの役目や価値とは何だと思いますか」という質
問は、私の中でもやもやしていた疑問を言葉で表現された気がして非常に共感するところがあり
ました。それに対する谷口先生の回答は講演で発表された内容のエッセンスが詰まった言葉のよ
うな気がして非常に印象的でした。
「技術そのものは大切であるが、それを使う人間の心が問題である。人間の精神性の中からエ
ゴイズムを追い出す必要がある。その上で技術は人類の幸福に焦点をおいて向上していくべきで
ある。また我々は専門の分野をその言葉で説明するのではなく、共通の言語をもつべきだ」。こ
の先生のお言葉の中での「共通の言語」とは、先生が科学について話をされるときに時折、強調
される言葉ですが、今回の講演に対する質問の返答として合致していて、同様の疑問を持ってい
た私もその言葉の重要性を少し理解できたと思います。
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