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平成２９年度千葉県教職員国際交流事業（台湾派遣）報告書 
 

台湾修学旅行実施の可能性と学校交流 

 
千葉敬愛高等学校 教諭 板倉由香里 

 
１ はじめに 

本校は教育目標の一つとして、豊かな国際性に富む人間の育成に力を入れて

いる。そこで、海外の学校（生徒・学生）との交流や異文化体験を目的に、オ

ーストラリア、シンガポール、マレーシアへの修学旅行を実施してきている。

また、オーストラリア（姉妹校交流）、アメリカ、カナダを訪問先とした語学研

修も行っている。 
平成 27 年度、二林高級工商職業学校の生徒・教職員を受け入れ、施設や武道

（柔道・剣道）などの部活動の見学、茶道（点茶）・ダンス・ボクシングなどの

パフォーマンス発表会で交流をした。また、平成 29 年度、文華高級中学の生徒・

教職員を受け入れ、英語で日本文化の紹介、文華高級中学生のレポート発表を

したのち、双方の生徒によるダンスパフォーマンス発表を行った。さらに、部

活動体験（茶道部・バドミントン部・柔道部・剣道部）を通して交流した実績

がある。 
現在の修学旅行先よりも費用が掛からず、移動（飛行機）時間が短い修学旅

行先として台湾を検討するとともに、現地の学校を訪問し、生徒同士が交流す

ることができるかどうかを探ることを目的とし、この事業に参加させていただ

くこととした。 
 
２ 台湾について 
・気候 
  北半分が亜熱帯、南半分が熱帯である。台北は年間を通して湿度は高めだ

が、雨期はない。訪台時の最高気温 19～21℃、最低気温 14～16℃で、長袖に

ジャケットで過ごすことができた。羽織ものは必須。 
・飲料水 
  水は飲料水としては、不適切である。ミネラルウォー 
 ターを飲料水として使用する。 
・トイレ 
  水洗トイレで、洋式と和式トイレがあり、日本のトイレ 桃園空港トイレ出入口  

とほとんど変わらない。 
   
 
 

桃園空港トイレ      龍山寺トイレ（洋式と和式、利用の注意書）  
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・交通事情 
  日本とは違い、車が右側通行であることと、バイク（スクーター）の数が

多いことである。バイク（スクーター）には、２人乗り、３人乗りをしてい

る。信号が赤から青に変わった時のバイク（スクーター）のスタートダッシ

ュは、十分に気を付ける必要がある。 
 
３ 台湾へのアクセス 

成田・羽田の両空港から台湾（台北、桃園空港）への直行便がでている。 
所要時間は約４時間であり、機内食、軽食などが提供される。（LCC では機内

食はオプション） 

往路 成田発 ９：30（チャイナエアーライン CL） 

桃園着 12：40 

成田発 11：15（日本航空 JL） 

 桃園着 14：35 

復路 桃園発 14：40（チャイナエアーライン CL） 

成田着 18：20 

桃園発  15：20(日本航空 JL) 

     成田着  19：20 
                          
 

４ 修学旅行での見学候補地 

歴史、地理など事前の学習が大切になる。事前学習をすることで、興味と

関心をもって見学することができ、様々なことをより深く理解することがで

きるようになると考える。異文化に触れ、異文化理解のよい機会となる場所

を訪れたい。以下、今回の派遣で訪れた場所について紹介する。 

 

・龍山寺（台北市の四大外国人観光地・台北の三大廟門） 

  清朝乾隆年間に建てられた台北最古の寺で、250 年以上の歴史をもっている。

観音菩薩を祀る仏教の寺だが媽祖、四海龍王、土地神など道教の神も一緒に

収めた神仏習合の寺でもある。ここでのおみくじは、日本では経験したこと

がないものであった。まず、２つの半月型をした木を同時に地面に落とし、

木の表と裏が出たら、木の棒を引く。次に、木の棒に書かれている番号の紙

をもらう。この紙に運勢が書かれている。木の表と裏が出なかった時には、

再度木を地面に落とす。１日に３回までやることができ、無料である。 

 

 

 

 

 

境内の様子           おみくじ         境内で読経する人々 

本派遣の際に提供された機内食  
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・中正紀念堂（台北市の四大外国人観光地） 

 総統蒋介石を記念して建てられた。敷地内の中央に紀念堂（本堂）、左右に

は、戯劇院・音楽廳がある。紀念堂の中央にある蒋介石像の前では、１時間

（毎正時）ごとに、儀仗隊交代式が行われている。１時間の警護中は、瞬き

もしないか、と思うくらいであり、衛兵の一挙手一投足に皆の注目が集まる。

儀仗隊の交代式は、厳粛な中で行われており、見学する際のマナーについて

は十分に留意する必要がある。館内案内図や展示品の解説は中国語・英語・

日本語で示されている。 

 

 

 

 

 

 

中正紀念堂外観           戯劇院             音楽廰 

 

 

 

 

 

 

 

   蒋介石像    館内案内図（英語、日本語表記有）          碑拓文 

 

・忠烈祠（台北市の四大外国人観光地） 

  戦死者の英霊が眠る場所である。３か月ごとに陸・海・空の各軍の衛兵が

交代で警備にあたっている。１時間（毎正時）ごとに、衛兵交代式が行われ

ている。参道の両脇には、中国歴戦史の資料館がある。上記、中正紀念堂で

の衛兵交代式よりも広い場所（屋外）となるので、大人数でも見学しやすい。 

    

 

 

 

 

       衛兵交代式①          衛兵交代式②         衛兵交代式③ 

 

・総統府 

  1919 年に日本政府の台湾総督府として建てられた。戦後、台湾総督府とな

り、各軍の最高司令部が置かれている。今回は車窓からの見学であった。一

部が一般公開されているが、事前予約が必須であり、交通渋滞などにも配慮
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し、時間的にゆとりをもった移動が必要となる。 

 

・台北 101(台北市の四大外国人観光地) 

  世界で有数の高さを誇る高層ビル。高さ 509.2ｍ、地上 101 階。2007 年に

ドバイの高層ビルに抜かれるまでは世界一の高さであった。ショッピングア

ーケードやレストランがある。ここから見る台湾の夜景は最高。日本でいう

と渋谷 109 といったところだろうか。 

 

・故宮博物院(台北市の四大外国人観光地) 

  世界４大美術・博物館の一つに数えられている。収蔵品数約 60 万点以上と

膨大なコレクションを誇る。常時 6,000 点位を展示し、「翡翠白菜」など有名

なものを除き３か月に１回展示品を入れ替えている。以前は、館内での写真

撮影はできなかったが、現在はほとんどのフロアで写真撮影することができ

る。イヤホンを使用し、ガイドの解説を聞きながら主要展示品を観たのち、

自由行動。１階は、宗教美術と資料性の高い古書のフロア。２階は、陶磁器

のフロア。３階は、玉と青銅器の変遷が楽しめるフロア。故宮博物院という

と「翡翠白菜」、「肉形石」をよく耳にする。「翡翠白菜」は、白菜だけではな

く、葉の上の虫（キリギリスとバッタ）まで彫刻されていた。青銅器の展示

品は、優美なものばかりであった。何千年も前からこれだけの文化を中華民

族はもっていたのだと感嘆した。収蔵品を鑑賞することで見識を広げ、感性

を高め豊かにすることができる好機となる。 

 

 

 

 

 

 

故宮博物院             孫文像           青磁器 

 

５ 今回の派遣で得た情報（学校視察、教育交流会など）から考える学校交流 

（１）学校視察で得た情報 

・台北市内の学校は、多くの学校を受け入れており、日程の調整が必要である。 

桃園・台中・台南市内の学校では、比較的ゆとりをもって受け入れをするこ 

とができるということであった。 

・台湾の言語は中国語であるが、学校交流では、英語も使用することができる 

ことが多い。 

（２）教育交流会で得た情報 

 教育交流会では、桃園市及び近隣市の学校（高級中学）の学校長や学校で交 

際交流・学校交流を担当している先生方と千葉県国際交流事業台湾派遣教員８ 

名が２人組み４グループ（商業関係、農業・工業関係、芸術・文化関係、修学 



56 
 

旅行関係）に分かれ、意見・情報交換した。 

本校、学年 450 名程度の生徒を２団に分けて受け入れ、文化交流やスポーツ

交流をしていただける学校を探していることを伝えたところ、新興国際中小學

と林口高中が学校交流の受け入れをすることができると申し出てくれた。新興

国際中小學は私立の小中高一貫校である。人数の制限はなく、半日でも１日で

も受け入れが可能。林口高中は、大人数での受け入れは難しい。１校ですべて

の生徒を受け入れることができない場合は、何校かに分けて生徒を受け入れて

もらうようになる。千葉県の学校では、クラスごとに受け入れをしてもらい、

学校交流を実施したこともあるという。大規模校が訪台し、学校交流する場合

には、修学旅行団を２団に分け、学校交流の受け入れ校は１校で２日に分けて

受け入れをしてもらえることが理想である。学校交流の受け入れ校が複数にな

る時には、学校によって交流内容や学校交流に掛かる費用に差が出ないように

事前打ち合わせを詳細にし、学校間の調整をするなどの配慮が必要である。そ

して、何よりも、どのような学校交流をしたいのか、生徒にどのようなことを

体験させたいのかを明確にし、学校交流の受け入れ校に伝えることが大切だ。

修学旅行の時期により、台湾の学校が定期試験や学校行事、長期休暇にあたる

こともあるので、日程を調整する際には、留意する必要がある。 

 

・学校交流のタイスケジュール（例） 

半日 出迎え→歓迎会（オープニングパフォーマンス→台湾校長挨拶→記 

念品交換→日本校長挨拶→両校生徒代表生徒挨拶）→台湾 

文化交流･班別交流→校内見学→記念写真 

１日 出迎え→歓迎会（オープニングパフォーマンス→台湾校長挨拶→記 

念品交換→日本校長挨拶→両校生徒代表生徒挨拶）→授業 

→台湾文化交流・班別交流→校内見学→記念写真 

オープニングパフォーマンスで、台湾の生徒は、ダンスや歌（合唱）を披露

することが多いという。千葉県からの高校生もダンスや歌に限らず、何でもよ

いのでパフォーマンスを披露できるようにすると和やかな雰囲気を築くことが

でき、その後の交流をスムーズに行うようにできると考える。 

 

・文化交流・班別交流（例） 

文化交流・班別交流をするために事前に４～５名程度のグループを作り、グ

ループごとに交流する内容を決めておくこと、名前やニックネームを書いた名

札を準備するとよい。交流時には英語を使用するが、挨拶と自分の氏名だけで

も中国語で話せるようにしておくと会話のきっかけになると思われる。 

サッカー・ダンス・タピオカ作りなど 10～20 くらいの中から、グループで選

択して交流する。  

 

・台湾の学校からの要望 

日本で学校交流をする時に、体験をさせたいこととして次のようなものが挙
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げられた。 

・日本の家庭生活（１泊でもよいので、ホームステイを希望） 

・お菓子・すし（巻き寿司など）作り 

・柔道・剣道・茶道・華道 

・日本の行事（祭り・餅つきなど） 

 

 

 

 

 

  学校視察 セレモニー会場  学校視察 歓迎パフォーマンス    学校視察 授業体験 

 

６ ホテル 

・桃園市 

晶悦国際飯店（プレザント ホテルズ インターナショナル）に宿泊した。 

ロビーも狭いため、本校のように、学年 450 名程度が宿泊することは難しい

かもしれない。バスは２～３台しか停められず、それ以上のバスはホテル近

くに停めることになる。ホテルでの朝食はバイキングである。修学旅行の朝

食はブランケットルームなどを使用する。学年 200 名程度の宿泊ならば可能

である。ロビーが狭いので２クラス・２クラスまたは２クラス・３クラスの

２グループに分け、ホテルの出発時刻・到着時刻に 10～30 分程度時間差をつ

けることでスムーズな移動ができるようにするとよい。また、チェックイン

の鍵の受け渡しは、バスの中で行うようにし、バスを降りたら、まっすぐ部

屋に向かうようにしたい。翌日の連絡などもバスの中で行うか、ホワイトボ

ードに示し、班長が確認をして班員に伝達するなどの工夫をするとよい。朝

食も移動と同様にするとよいのではないか。時間差をつけることで、エレベ

ーターの混雑も避けられると考えられる。 

 

  

 

 

 

 

 

部屋の様子       洗面台        朝食バイキング（料理と飲み物） 

 

・台北市 

台北王朝大酒（サンワールド ダイナスティホテル台北）に宿泊した。本

校のように、学年 450 名程度の大規模校でも宿泊することができる。ロビー

も広く、ホテルが大通りに面していて、５～６台のバスの乗降には不自由し
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ない。ホテルでの朝食はバイキングである。修学旅行の朝食場所として、ブ

ランケットルーム、会議室、披露宴会場を使用する。台湾への旅行人気が高

いことから、団体でのホテルの予約は１年または１年半前にする必要がある。 

 

 

 

 
 
部屋の様子         洗面台            朝食バイキング 

 

７ 修学旅行行程案 

修学旅行の行程を提案する。本校の修学旅行では、学校交流、異文化体験を

目的の一つとしていることを考慮し、３泊４日の行程を考えてみた。移動はバ

ス、ホテルは台北市内に連泊とする。 

 １案 ２案 
１日目 成田空港 

桃園空港から台北市内観光 
総統府（車窓から） 
中正紀念堂 
龍山寺 
市内レストランで夕食 
ホテル 

成田空港 
桃園空港から故宮博物院 
市内レストランにて夕食 
夜市 

台湾では朝・昼・夕食を外食することが
ほとんど 
夜市を見学し、異文化に触れ理解するよ
い機会 
衛生面、安全面に対する配慮は必要 

ホテル 
２日目 午前 桃園市学校交流（昼食） 

午後 クラス別コース（体験学習） 
小龍包作り、パイナップルケ
ーキ作りなど 

異文化体験をするともに、クラスの親
睦を深めることができる 

台北市内レストランにて夕食 
ホテル 

午前 桃園市内学校交流（昼食） 
午後 九份観光 

「千と千尋の神隠し」の舞台となった場
所として有名であるとともに、異文化に
触れるよい機会 
大型バスの駐車場あり道が狭いので４
～５クラス程度での観光が望ましいが、
クラス数がそれ以上になるときには時
間差での見学 

台北市内レストランにて夕食 
ホテル 

３日目 終日 班別行動（B&S 現地学生交
流４～５名のグループに１名の現
地学生） 

B&S グループで台北を中心に散策 
現地学生、現地の人々とのコミニュニ
ケーションを通して台湾の現状、日本
との差異に気付き、今までとは違った
視点で台湾を捉えられる機会日台友
好・交流の輪を広げる機会 
自己紹介カードなどの準備が必要 

ホテル出発、帰着 
昼食・夕食は各自で 

中正紀念堂 
見学後 班別行動（B＆S 現地学生
交流） 
昼食・夕食は各自 
中正紀念堂に集合 
ホテル 

４日目 故宮博物院 
忠烈祠 
昼食をとり、桃園空港へ 
成田空港 

龍山寺 
忠烈祠 
昼食をとり、桃園空港へ 
成田空港 
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８ おわりに 

 台湾修学旅行を実施するために、今まで実施したオーストラリア、シンガポ

ール・マレーシア修学旅行との比較、台湾修学旅行でなくては学ぶことができ

ないことや体験できないことなどを検討し、本校の修学旅行の目的に合った修

学旅行にしていくことが大切であると考えている。例えば、本校では現在 12 月

初旬に修学旅行を実施しているため、生徒のパスポート取得を夏休みに行って

いるが、修学旅行の実施時期、旅券所の混雑などを考慮し、パスポートの取得

を春休みに行うようにするなど、具体的に再考しなければならないことは多い

が、やはり、「生徒のために」なる、よりよい修学旅行の実施を目指し、努力し

たい。 

また、今回の研修で出会った先生方、私的旅行では経験することのできない

学校視察、教育交流会で直接台湾の先生方とお話しできたことは、何にも代え

がたい財産の一つである。 

 

最後になりますが、千葉県教職員国際交流事業（台湾派遣教員）に参加する

機会を与えていただきましたことに、心から感謝申し上げます。研修を共にし

た先生方のおかげで、充実した時間を過ごすことができました。ありがとうご

ざいました。 

千葉県教職員国際交流事業（台湾派遣教員）の益々のご発展を祈念申し上げ

ます。 
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