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李登輝先生に学んだ日本人の自覚
仙台白百合学園高等学校三年

ふじくら

よう こ

暢子

てみたいと思います。
◆

大稲程と雙連朝市

だいとうてい

初日の八月二十日は台北市内の上賓

大飯店に集合した後、大稲程へ向かい

うです。元々は艋舺と言われる場所が

藤倉

てき か がい

ました。大稲程とは、乾物や漢方薬の

交易の中心だったそうですが、時代と

ばん か

問屋街で有名な迪化街の周りを指すそ

今回の研修では、今まで台湾を訪れ

いました。
た際には知ることのできなかった台湾

ともに大稲程が交易や文化の中心にな

何度も脳裡をよぎった蔡先生の言葉
今年の八月二十日から二十三日の四

に関することを新たに知ることができ

◆

日間にわたって行われた、日本李登輝

私たち若い世代が日本精神を継承する

また今回、私が学んだこと、それは

が非常にある造りで、「うなぎの寝床」

いのですが、部屋が四つもある奥行き

お店に実際に入って見ると横幅は短

り、当時からの建物が残っている街だ

第四回台湾研修ツアーは、私にとって

ものとしての自覚と責任を持ち、しっ

という言葉通りの面白いお店でした。

たように思います。

六回目となる台湾への旅でした。私が

かりと日本の未来を見据えて判断して

建物の上を見ると、バロック建築など

友の会青年部（杉本拓朗部長）による

初めて台湾を訪れたのは、今から五年

行動に移すことが求められているとい

ました。しかし、現地の日本語世代の

が嬉しく、旅行気分で父についていき

なかった私は、ただ海外に行けること

当時、台湾について何ひとつ知識が

では、私にとってたくさんの収穫が

う言葉が何度も脳裡をよぎりました。

ゃっていた「日本を愛しなさい」とい

焜燦先生にお目にかかった際におっし

を象徴するパイナップルをデザイン化

大稻埕の建物を見たときには、台湾

建築を施したそうです。

商売で成功して、そのお金で西洋式の

西洋式の建築様式が施されています。

そうです。

前の中学校二年生のとき、李登輝学校

うことです。研修ツアー中、以前、蔡

方々のお話を聞けば聞くほど私自身の

あった今回の台湾研修ツアーを、カレ

した紋章とバロック建築の融合という

さい

研修団に参加した際です。

勉強の足りなさを思い知らされ、今ま

ンダーの日付をさかのぼって振り返っ

こんさん

での私の知識の少なさを不甲斐なく思
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また、台湾の歴史の変遷を伝える貴重

長・発展を遂げたのだと思いました。

け て、 時 代 の 波 に も ま れ な が ら も 成

台湾はいろいろな国の文化の影響を受

独特な手法を取り入れた建築様式に、

思いました。

れ、暖かい心の交流が生まれるのだと

から人とのコミュニケーションが生ま

の場合、対面でのやり取りなのでそこ

た。スーパーで買うのとは違い、朝市

るため非常に賑やかな印象を受けまし

た講義が始まります。聴講者は六人。

いよいよ李登輝先生による待ちに待っ

前を確認した後、席に案内され着席。

した。一人ひとりの手を握りながら名

おられ、私たちをお出迎えいただきま

優しいまなざしの李登輝先生が立って

へ。夜市には何度も足を運んだことが

翌八月二十一日の午前中は雙連朝市

かれた絵馬が吊るされており、台湾は

様でした。廟にはさまざまな言語で書

いう廟があり、そこは学問・試験の神

に印象に残った言葉をここに書きたい

の事柄についてお話を伺いました。特

をもとに、三時間にわたり、いくつか

配られた資料は四冊。これらの資料

特別かつ贅沢な時間の始まりです。

ありますが、朝市に行ったのは初めて

もちろんのこと、日本・韓国・中国な

と 思 い ま す。 そ れ は、「 台 湾 は 世 界 の

雙連朝市の中ほどに台北市文昌宮と

な建築物として、今後も後世に語り継
いでいってほしいと思います。

です。狭い道に多くの露店が連なり、

ど多くの国から参拝する人気のある廟

一部だ」という言葉です。また「台湾

そうれん

食料品から家庭雑貨や衣類など豊富な

でした。

8

厳重な警備がされた閑静な住宅街を進

向かった先は李登輝元総統のご自宅。

であることを理解し、国際社会におけ

葉を聞き、改めて台湾という国が国家

私は今回、李登輝先生からこのお言

もおっしゃっていました。

る他の国に依存するものではない」と

の政治・経済・文化のどれも、いかな

はいかなる国の一部分でもなく、台湾

品物があります。狭い道を多くの人た

◆

李登輝先生の特別講義
昼食を摂ってホテルに戻った後、正

むと、元首経験者に相応しい、気高い

る共同体の一員であることを再認識し

装に着替えてタクシーに乗りました。

中にも威厳のある白い建物が私たちを

ました。

現在、日本の学校教育で使われてい

出迎えてくれました。
玄関前で一礼してから中へ進むと、
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ちが品定めをしながら往来を歩いてい

大稲程に残る西洋建築様式で建てられた貴
族院議員だった辜顕栄の邸宅（ 月 日）
20

る教科書の多くは、台湾を中国の一部
であるかのように記しています。これ
からの未来を担っていく私たちにこの

◆

台湾人青年と出会いのひととき

三日目となる二十二日は、現地の台

湾人青年との交流会がありました。彼

らはみな日本語を流暢に話し、私たち

が普段使っている言葉とは比べものに

ならないほど綺麗で美しい、本来の日

私はこれまで台湾人の青年と関わっ

本語を話していたように思います。

たことがなく、何をどのように話した

らよいのかまったく分かりませんでし

李登輝先生は秘書の方から「時間で

しようとしてくれたりと、とても社交

たり、私が伝えたいことを必死に理解

待ちにされていたそうです。最後に一

本李登輝友の会青年部が来ることを心

秘書の方によると、李登輝先生は日

彼らと過ごした時間は短いものでし

策しました。

に台北市内を案内してもらいながら散

換をした後、昼食をともにして、彼ら

さまざまな話題について語り、意見交

今の私たちにできることは、日本に

人ひとりとツーショット写真を撮り、

たが、私にとって非常に貴重な時間と
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ような教え方をしていてよいのだろう
かと、私は日頃から疑問に思っていま
した。日本人であるからこそ、しっか
りとした正しい知識と教養を身につけ
る必要があり、それが今の社会で求め
られているということを私たち一人ひ
とりが自覚するべきだと思います。
公職選挙法等の改正によって来年か

す」と終了時刻であることをお聞きに

的で明るい方ばかりでした。

たが、彼らの方から話題を振ってくれ

とが決まり、私も来年には選挙権を得

なっても「まだいいだろう」とおっし

とです。

ます。そのようなときにしっかりとし

ゃり、そこからさらに一時間以上もお

ら選挙権が十八歳に引き下げられるこ

た知識がなければ、国を正しい方向に

話ししていただきました。

文化・食事・交通・言語・恋愛など

向かせることは難しくなります。自国

ついて正しく知ること、そして視野を

みんなで集合写真を撮っていただき、

きるのでしょうか。

広げて世界を見ること。このことが今

ご自宅を後にしました。

なりました。

回、李登輝先生のご講義から学んだこ

ようにして他国へ目を向けることがで

のことをも考えられない人々が、どの

ご自宅で 3 時間以上にわたって台湾の置かれている状況
などを特別講義される李登輝先生（ 8 月21日）

私は台湾の大学に入ることを目標と
いと思った出会いのひとときでした。

く理解し合える良き友人を多く持ちた

学なお姿を、短い会話の中に感じ取る

き時代をよく知っておられる聡明で博

ことができました。そして、そのお心

し、高校一年生から中国語の勉強を始
めました。しかし、私が話せる中国語
だ十分と言えません。それでも伝えよ

金パーティーに足を運ぶため、一旦ホ

した場所を後にし、李登輝基金会の募

別れを惜しみながら青年たちと過ご

したのでした。

閉会の時を迎え、私たちは会場を後に

間を過ごしていると、あっという間に

いでした。このようにして充実した時

遣いに深く感動し、身の引き締まる思

うとすれば、その気持ちに応えてくれ

テルに戻り、正装に着替えました。そ

◆

ること、間違いを恐れずに積極的に話

れから、台北市内にある李登輝基金会

募金パーティーで蔡先生に

すことの必要性を、彼らとの交流で学

は、彼らの話す日本語と比べてまだま

べたように思います。会話を通して積

主催のパーティー会場へ。

は食べきれないほどの料理が次々とテ

李登輝元総統の祝辞が述べられた後に

が集まり、賑わいを見せていました。

パーティー会場にはすでに多くの人

スケジュールでした。当初は長く感じ

参加者の方々と昼食をとり解散という

あちこち回りました。その後に今回の

イナップルケーキを買い求めに市内を

席した方に教えてもらったお薦めのパ

丁や、李登輝基金会のパーティーで同

最終日の二十三日は、有名な占い横

極的に関わろうとする姿勢が互いの距
離を縮めてくれました。

ーブルに運ばれ、私たちは台湾の贅沢

ていた以上に早く、夢のような充実し

た四日間でしたが、時が経つのは思っ
台湾の総統選挙を間近に控えている

な料理に舌鼓を打ったのでした。

た時間を過ごすことができました。

最後に、今回の研修ツアー団長を務

こともあり、会場には民主進歩党の蔡
英文主席をはじめとする、たくさんの

められた杉本青年部長をはじめ、研修

ツアーに携わっていただいた多くの

著名な方々も出席されていました。
そんな中、出席されていた蔡焜燦先

方々にこの場をお借りして感謝申し上

げます。ありがとうございました。

生が私たちのテーブルにわざわざ足を
運んでくださいました。日本の古き良
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これからも互いの思想や立場を幅広
台湾青年たちと交流した時間は短かったがいろいろ学ぶ
ことの多い非常に貴重な時間となった（ 8 月22日、台湾
大学の近くの集思台大会議中心）

