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日台稲門会会員・会友の皆様 

 

日台稲門会ニュースレター11 月号をお届けします。今月は早稲田検定、台湾検定 10 級を

載せました。チャレンジしてみてください。また 26 日（土）には江正殷先生の講演会が

ありますので、是非ともご参加ください。 

 

1.  挨 拶                           （三村達 会長）                              2(頁) 

2.  日台交流会に参加して（政経学部２年 楊尚柔さん）          2 

3.  双十節での京都橘高校の演奏（岩永康久名誉会長紹介）    4 

4.  台湾からの便り 台北稲門会より（斎藤征二さん）            5 

5.  経済ニュース（劉彦甫 記者）                                               7 

6.  日台稲門会秋季講演会 (江正殷先生) （お知らせ）            8 

7.  最近の台湾関連ニュース                                                          8 

8.  2022 年早稲田大学台湾校友会総会の案内（お知らせ）     11 

9.  「日台ウルトラ忘年会」のご案内 （林森北郎さん）       12 

10. 『早稲田検定』、『台湾検定』                                             13 

編集後記  ,早稲田検定・台湾検定正解                                14 

 

WTSAメンバー 

Waseda Taiwanese Student Association 

（楊
よう

 尚
しょう

柔
じゅう

さんより） 



2 

 

１． 挨拶 （三村達 会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.日台交流会に参加して（政経学部２年楊
よう

尚
しょう

柔
じゅう

さん） 

今月は WTSA の楊尚柔さんの寄稿です。（原文のまま） 

 

日台稲門会の皆様、初めまして。私は 2022 早稲田台湾留学生会の 

イベント計画部(活動部)に所属しています政治経済学部 2 年の 

楊 尚柔(ヨウ ショウジュウ)と申します。今回は、本会が今年の  

7 月に開催した日台交流会について報告いたします。よろしく 

お願い致します。 

 

今回の日台交流会では、早稲田大学中国語学習会(チャイ研)の皆様と共に、参加者が台 

湾と日本の文化を互いに学びながら、台湾語、中国語、日本語を練習する場、外国人の友

達ができる場を提供したいという思いで今回のイベントを共同企画させていただきまし

た。 

イベントでは、アイスブレイク、日台文化についてのディスカッション、台湾お菓子の紹

介(感染防止のため、台湾お菓子の試食は教室ではなく、参加者の皆様に持って帰っても

らいました)という三つのセッションを用意いたしました。アイスブレイクは雰囲気を盛

り上げ、参加者同士は自己紹介とゲームを通して、すぐに打ち解けられました。ディスカ

ッションでは、日台ファッション、教育システム、食文化など、異なるテーマを参加者に

用意しました。 

 

山々の木々が美しく華やかな季節になりましたがいかがお過ごし

ですか？ 

秋といえば紅葉。日本の紅葉は世界に自慢できると思います。 

近場では養老渓谷、高尾山、関西ではやはり京都が一番でしょう

か？ 

今年は是非行かれてはどうでしょうか？ 

(楊 尚柔さん) 
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会場では活発な議論が交わされ、日本出身、台湾出身の参加者がお互いの文化に対する熱

意が伝わってきました。 

ディスカッションの後に、各グループにディスカッションした内容を発表してもらいまし

た。日台の夜食の違いや大学生のデートの仕方、地方によって異なる食文化など、様々な

文化の違いを発見できたことが、主催側にとっても大変嬉しいことです。 

イベントの最後には、参加者全員に台湾の伝統的なお菓子(鳳梨酥、麻花捲、牛軋糖)と飲

み物(蘋果西打)を参加者にプレゼントしました。食べることほど直接的な文化体験はない

でしょう! 

イベント終了後、参加者の皆さんからたくさんのコメントと感想をいただき、一番多いコ 

メントは、今回のイベントを通して日本・台湾の友達ができたこと、お互いの文化を知れ

たことがとても楽しかった、というコメントです。 

また、コロナ禍の影響で、今回のイベントは実は 2022 早稲田台湾留学生会にとっての初

めての対面イベントでした。参加者の皆さんから好評をいただき、大変嬉しく思っていま

す。 

このイベントの開催にあたり、本会を代表して外部組織と共同企画することや、内部とコ 

ミュニケーションを取る方法、感染防止を含め参加者への配慮の仕方など、予想以上に多

くのことを学びました。イベント開催の過程で、チームとして一緒に仕事をし、学ぶこと

ができたのは、とても楽しかったです。もちろん、心細い時もありました。イベントはう

まくできるのか、細かいところは見落としていないのか、とずっと心配でしたが、その

分、一生懸命にイベントを成功させようという気持ちが強くなってきました。このご時世

で対面イベントを開催するため、予測外のトラブルもありましたが、早稲田台湾留学生会

のメンバーたち、そして共同でイベントを企画してくれたチャイ研の皆様のおかげで、こ

れらのトラブルを乗り越えることができました。今回のイベントを通して、参加者から好

評をいただいたことが、主催側として達成感を味わうことができ、これからもイベントの

質を高め、留学生の力で日本と台湾の友好関係を継続させることを目標としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(当日会場の様子) 

 

(発表用ポスターの作成) 

 

(台湾のお菓子) 
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３. 双十節での京都橘高校の演奏 （岩永康久 名誉会長紹介） 
新聞やインターネットで注目を浴びましたので、ご覧になった方もいらっしゃると思いま

すが、国慶節に合わせて京都橘高校演奏部 88 名の皆様が、蔡総統と面談、地元高校との

交流、圓山大飯店ロビーでのフラッシュモブ、そして国慶節当日総統府前での 15 分にも

わたる堂々とした演奏など、びっしりと５日間にわたって活躍し、台湾のマスコミで連日

紹介されました。部員や学校関係者も良き思い出になると思いますが、台湾の方々の瞼に

もしっかりと焼き付けたようでした。この演奏が台湾の人たちだけでなく、日本の関係者

にも勇気を与えました。ご苦労様でした。この演奏の意義についてもご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごろ 

 

総統府前 2:16:55～2:30:05 頃 

出所：YouTube 

https://youtu.be/FG4NkoOeONA 

 

 

 

中正紀念堂にて 出所：YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=ixY

ZgUqe8NE 
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４.台湾からの便り 台北稲門会より（斎藤征二さん） 
今月の台湾の斎藤さんからのお便りです。 

 

台湾の統一地方選まで一ケ月 

11月26日に行われる統一地方選まで一ケ月となりました。注目されるのが、台北市長選挙

に国民党から立候補した蒋介石のひ孫「蒋万安」です。現在は立法議員ですが外省人系の

市民だけでなく、かなり広い支持層を獲得し、民意調査ではトップかトップに近い数字を

得ております。果たして11月26日の選挙結果はどうなるでしょうか。 

これからしばらくは街頭宣伝車で喧しくなりそうです。 

本日付け(10/26)NNA Taiwan の報道を紹介致します。 

 

統一地方選まで１カ月 

与野党の勝敗、北部２市が鍵に  2022年10月26日 

台湾で11月26日に実施される統一地方選まで残り１カ月となり、選挙戦が熱を帯びてい

る。与党の民主進歩党（民進党）と最大野党の国民党がそれぞれ行政院（内閣）直轄６市

の市長選のうち３市以上での当選を目指す中、台北市と桃園市の市長選の結果が勝敗を分

けるとみられている。 

 

台北市長選の主な候補者。台北市と桃園市の市長選の結果が民進党と国民党の勝敗を分け

 

 

蔡英文はなぜ国慶節に日本の高校生を 

招いたのか？台湾人の感動に隠された 

日本人に対する深層心理とは？ 

出所：YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=5

UdeyZ-UOvs 
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るとみられている（中央通信社） 

聯合報などが伝えた。直轄６市は台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市。現

在は台南市と高雄市では民進党が、新北市と台中市では国民党がそれぞれ優勢であること

から、台北市と桃園市が鍵を握る状況となっている。 

国民党関係者は「台北市では現在、国民党の支持が安定している。８年ぶりに市長の座を

奪還できれば、３市で当選という目標が達成できるだろう」と述べた。別の関係者は「今

年の焦点は北部。重点を置く台北市のほか、桃園市や基隆市が最終決戦場となる」との見

方を示した。 

民進党の関係者は「党内では『桃園は絶対に負けられない』という共通認識がある」と強

調。桃園を落とせば「３市獲得」の目標達成が困難になるとみている。また同党は選挙情

勢を「一喜一憂」と評価。「喜」は苗栗県と南投県で他の候補者との差が縮まっているこ

と、「憂」は台北市と桃園市で苦戦を強いられていることだとした。 

一方、柯文哲台北市長がトップを務める台湾民衆党は、柯氏が支援する黄珊珊・前台北副

市長（無所属）が出馬する台北市か、党公認候補が出馬する新竹市のいずれか少なくとも

１カ所での当選を目指しており、現在は新竹市で優勢となっている。民衆党の謝立功秘書

長は「選挙戦最後の１カ月は全力で選挙活動に取り組み、民進党と国民党以外の中間層の

支持を得たい」と述べた。 

■民意調査の結果分かれる 

台湾の調査会社などが行った台北市長選に関する最新の民意調査では、結果が分かれた。

ラジオ局の中国広播（ＢＣＣ）と調査会社の蓋洛普徴信が24日発表した調査では、国民党

から出馬する蒋介石のひ孫の蒋万安立法委員（国会議員）の支持率が29.67％でトップ。

民進党が擁立した前衛生福利部長（衛生相）の陳時中氏は22.13％。黄氏は17.42％だっ

た。 

一方、台湾の調査会社、影響力数據傘下のクイックシークが24日発表した調査では黄氏が

33.7％。蒋氏は33.2％、陳氏は27.3％だった。 

桃園市長選に関する民意調査は台湾のテレビ局ＴＶＢＳが21日に発表し、支持率は国民党

の張善政元行政院長（首相）が38％でトップだった。１カ月前の調査から２ポイント上昇

した。民進党の鄭運鵬立法委員は27％で横ばい。無所属の鄭宝清氏は６％で２ポイント下

落、台湾民衆党の頼香伶立法委員は５％と横ばいで、ＴＶＢＳは同市長選が民進党と国民

党の戦いに発展する可能性があると指摘した。 

■陸上戦と空中戦でアピール 
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各候補者は残りの１カ月で、選挙区を自ら回る「陸上戦」とメディアを通じた「空中戦」

に引き続き注力する方針。蒋氏の発言人（広報担当者）を務める鄭世維氏は「蒋氏は現職

の首長ではなく、国民党も以前ほど大所帯ではないため、草の根の活動を地道に続けるし

かない」と説明した。 

一方、陳氏陣営の呉思瑤総幹事は「今回の選挙戦では政見が語られる機会が少ない」と指

摘。今後は有権者に政見を訴えていくことに力を入れていく方針だ。 

黄氏の関係者は「毎週２～３カ所市場や商店街を訪問する予定。世論調査で支持率の低い

50歳以上をターゲットに広告も打ち出していく」と説明した。 

台北市選挙委員会は11月12日と15日に市長選候補者による政見発表会を実施する予定だ。 

 

 

 

５. 経済ニュース（劉彦甫 記者） 

今月の劉彦甫さん（WTSA 出身で東洋経済新報社記者）の署名記事を紹介します。 

①  台湾人はなぜ地方選で親中政党を支持するのか 

巨大権力警戒､日本人が知らないバランス感覚（東洋経済 10/28） 

11 月に予定される地方選では国民党が圧倒的優勢。 

国政選挙では民進党の相対的優位が続く。 

https://toyokeizai.net/articles/-/628678 

 

② アメリカの半導体｢輸出規制拡大｣に大揺れの中国 

先端品開発で技術覇権の勝敗が見え始めた（東洋経済 10/28） 

7 兆円の補助金と輸出規制拡大を打ち出すバイデン政権。 

米中の半導体供給網は分断されるか。 

https://toyokeizai.net/articles/-/627072 

 

劉記者の過去の記事一覧 下記サイトを参照 

https://toyokeizai.net/list/author/%E5%8A%89+ 

%E5%BD%A6%E7%94%AB 
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６.   日台稲門会秋季講演会 （お知らせ） 
◆日時： 11月26日(土)講演 15時30分~17時30分(15時開場) 

◆場所： 早稲田キャンンパス本部22号館715教室 

◆演題： 『台湾を知る ～早稲田の取り組みから～（仮）』  

（講師 江

こう

 正 殷

せいいん

（早稲田大学国際部東アジア部門長） 

◆講師略歴： 

1990 年来日、日本語学校を経て、早稲田大学大学院法学研究科 

修士課程に進学。博士課程在学中の 1998 年に、同大学アジア 

太平洋研究センター助手を務め、その後、国際教養学術院にて 

講師、留学センター准教授を経て、2012 年 4 月より国際部東 

アジア部門長として大学の国際交流業務に携わっている。また、 

同大学台湾研究所の事務局長も務める。 

著書に、『日本外交研究與中日關係―海内外華人學者的視角』（共著、台湾五南出版社）、

『中国語を学ぶ 10 の扉』（監修、早稲田大学出版部）、『中国語で読む 我的ニッポン再発

見！』（共著、研究社）など。 

 

 

７.最近の台湾関連ニュース 
■米中首脳 衝突回避探る 台湾情勢 14 日に初の対面会談（11/14 産経） 

バイデン米大統領は10日、中間選挙後初の外遊を開始。14日にはインドネシアで中国習近

平国家主席との初の対面会談だ。台湾情勢を巡る偶発的衝突の回避に向けた意思疎通の維

持が最大の狙い。 

  
■「台湾有事」に企業は備えよ（11/14 産経） 

中国が台湾侵攻すれば、米国など西側諸国による経済制裁が予想されるが、それでも日本

企業の脱中国は容易に決断できない。それでも中国進出企業は1万2706社と2年前に比べ、

ここ10年で最少となった。人件費上昇などで優位性が低下した。 
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■米台 経済連携で正式交渉 NY で初会合 中国、反発の可能性も（11/11 産経） 

米通商代表部（USTR）は、9日台湾との経済連携を強化する協議体「21世紀の貿易のた

めのイニシアチブ」の正式交渉介護を初めて開催したと発表した。 

 
■日本、「台湾の懸念」対面で伝達へ（11/4 産経） 

政府は、今月15日～16日のG20 サミットと18日～19日のAPEC首脳会議で日中首脳会談開

催を検討。習氏との直接対話を通じて建設的で安定的な関係の再構築を目指す考えであ

り、「頭を下げて会談をお願いすることではない」としている。会談が実現した場合は、

毅然とした意思を示して中国に日本の懸念を伝える方針。 

 
■（在台日系企業）台湾有事に半数が対応策 進出 50社調査、備え広がる 

退避や事業継続計画（11/2 日経） 

在台日系企業へのアンケートで、有事への対応策を策定済み８％、策定中38％、検討中を

42％と。主な対応課題は、①駐在員・家族の退避、②航空券の手配など移動手段確保、③

衛星通信など非常用通信手段の確保、④事業継続の判断、⑤退避後の台湾人への権限移

譲、⑥台湾での社内の秘密文書・データの流出防止、⑦台湾人社員への退避支援。 

 

■３期目に入った習政権について各紙は（10/31 産経） 

・自由時報(台湾,10/24)「習近平氏は中国を北朝鮮化した」 

・工商時報(台湾)「（中国）国内の経済状況が極めて厳しく、その対応に追われる」 

・ストレートタイムズ（シンガポール,10/24）「誰も習氏を責められなくなる」 

・ビジネスタイムズ（シンガポール,10/21）（コロナの明確な出口戦略を示さない限り）

「持続的な経済回復は望めない」 

 
■台湾の国連参加 米台高官が協議（10/30 産経） 

米国と台湾は28日、ワシントンで高官協議を開き、台湾の国連や他の国際機関への参加を

話し合った。台湾に圧力を強める中国をにらみ、台湾に対する国際社会の支持拡大を狙

う。 
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■Chinese students filmed shouting at Japanese student, blocking his presentation on ろ

Taiwan at a UK university（10/26 Yahoo! news） 

英サザンプトン大学で「台湾は国だ」とプレゼンした日本人留学生を中国人留学生が阻

む。 

https://news.yahoo.com/chinese-students-filmed-shouting-japanese-

222749778.html?fr=sycsrp_catchall       

 

■（中国共産党）党規約に「台湾独立阻止」（10/23 産経） 

■中国、台湾侵攻なら代償 クリントン元国務長官（東京都内で）（10/22 産経） 

■（中国による台湾）侵攻「年内や来年 排除できぬ」米海軍マイケル・ギルデイ作戦部長警

告(10/22 産経） 

■米、台湾に武器提供加速 米国務省「全ての選択肢検討」（10/20 日経） 

■台湾 APEC 代表、今年も張忠謀氏（TSMC 創業者）（10/21 日経） 

■対中抑制のため、米が台湾との武器開発を検討（10/21 産経） 

    米・台、武器共同開発へ協議 防空システム・弾薬念頭（10/20 日経） 

 

■駐米台北経済文化代表処の簫美琴代表、台湾が国際機関加盟に向けた優先は①世

界保健機関（WHO）、②国際民間航空期間（ICAO）、②国際刑事警察機構（ICPO）、④

国連機構変動枠組み条約（UNFCCC）。（10/21 産経） 

 

■米、台湾に武器提供加速 米国務省「全ての選択肢検討」（10/20 日経） 

■台湾ドル ５年半ぶりに安値（32NT$/US$）（10/19 日経）  対米ドル、金利格差拡大で 

■中国の台湾侵攻警戒 米国務長官、講演で言及（10/18 日経） 

■台湾統一「必ず実現」（10/17日経） 習氏、長期政権を意識 共産党大会で。 

 
■蔡氏、双十節で訴え 『台湾は民主主義を放棄しない』（10/12 産経） 

蔡英文総統は、双十節の演説で台湾は中国の一部になることを望んでいないとして、「主

権と、自由で民主的な生活を守らなければならないことは台湾の与野党の共通認識だ。こ

の点に関して、われわれに妥協の余地はない」と強調した。 
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■米政権 対中摩擦を回避  台湾との「同盟」指定 見送り（10/9 産経） 

1979年の台湾関係法制定以来の台湾政策をめぐる最重要法と注目されていた「台湾政策

法」は、台湾を「NATO」非加盟の主要同盟国に指定される予定だったが、最終的に中国

への過度な刺激をさけたいバイデン政権の意向を受けて、台湾を「NATO並み」にしない

ことが修正案に盛り込まれた。 
 

 

８．2022 年早稲田大学台湾校友会総会の案内（お知らせ） 
３年ぶりに台湾校友会総会が台北で開かれます。下記案内をご覧ください。 

① 大会日時:    2022 年 11 月 19 日(土) 17:30~18:10 受付 

18:10~19:05 開会式及び来賓挨拶 

19:05~21:30 親睦夕食会 

場   所:   欣葉台菜信義新天地 A9 店(台北市信義区松寿路 8 号 9 階) 

費   用:    NT$2,000 元 

②  観光ツアー活動: 

時間:2022 年 11 月 20 日(日)09:00 から 

集合場所: 三井ガーデンホテル 和苑三井花園飯店（台北市大安区忠孝東路三段 30 号)  

場所:桃園神社 / 大渓老茶廠 / 大渓老街散策 

※観光コースは申込を先着 40 名様となり、定員になり次第受付終了となります。 

③宿泊ご希望の方は下記ホテル予約窓口までご連絡下さい。 

JTB 台湾アウトバウンド海外旅遊営業部 Elaine Liu 劉怡伶 TEL:+886-2-2568-2111 

#712   FAX:+886-2-2521-0637  E-mail: elaine_1.tw@jtbap.com 
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９. 「日台ウルトラ忘年会」のご案内 （林森北郎さん） 
林森北郎です。年末の恒例行事化した「日台ウルトラ忘年会」のご案内です。 

「日台ウルトラ忘年会」は日台稲門会のような日台友好親善団体が一堂に集まる大忘年会

で台湾協会・小川幹事が会長の東京台湾の会等が参加します。 

 12 月 18 日㈰池袋養老乃瀧イベントホール 11:00 開始（会費 6000 円事前振込 5500 円） 

今般、事務局より早稲田大学日台稲門会様にも是非ご参加頂きたい主旨でご案内致しま

す。尚、窓口は日台ウルトラ忘年会事務局 鈴木俊哉氏です 

（鈴木氏は東京台湾の会 TST 副会長ですが、本件は個人的に運営されております。） 

 

◎詳細 

【日台ウルトラ忘年会のご案内】 

拝啓 仲秋の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。 

日頃、日本と台湾との交流活動大変お疲れ様です。 

さて、私共、日台ウルトラ連絡会は ２０１４年 台湾映画ＫＡＮＯの日本公開を期に集

まった有志で、日本と台湾との交流活動行っている団体や個人が一体感を持てる「場」を

提供し、より深化した交流活動を推進して欲しいという趣旨で集まりました。年末に日台

ウルトラ忘年会を開催し、今年は九回目となります。今回は台湾世界遺産登録応援会でも

活躍されている作家平野久美子さんの講演、各団体からの報告、フルート奏者五島章太郎

さんの演奏などの企画があります。もちろん、飲み放題のパーティー行います。また、各

団体の資料配布、書籍販売等も行います。是非、私共と皆さんと一緒に集い、情報交換や

親交を暖めてください。ご参集をお待ちしております。 敬具                

2022 年 11 月吉日 

               記 

日時：2022 年 12 月 18 日 10：30 開場 11：00 開会 14：30 閉会 

場所：池袋ＹＲホール 豊島区西池袋１－１０－１５ 養老之瀧池袋ビル 4 階 

E-mail： fwis6351@yahoo.co.jp  ＦＡＸ： 046-807-3060 

申込先：日台連絡会事務局 鈴木俊哉（トシ）まで（会費 6000 円事前振 5500 円） 

 

 

 

 



13 

 

10.『早稲田検定』、『台湾検定』   

日台稲門会が、2018 年に慶応の三台会の人たちを招いて大学の 1 号館にある歴史館を案内

した時、館内にあった「歴史館検定」を受けてみた。なんとか合格したが、間違った問題

の中で夏目漱石の小説『硝子戸の中』の舞台が大学界隈だと初めて知った。それをきっか

けに『早稲田検定』と『台湾検定』を作ってみた。早稲田検定は、歴史館検定と同じくら

いのレベル（難しい）。台湾検定は情報量が多いため１０級から１級まで考えたが、今回

は 10 級。（答えは最後） 

 

（１）早稲田検定・・・・８問正解以上で早稲田通 

①. 江戸時代、戸山キャンパスの後方（戸山２丁目）の地域は、どこのお殿様の別荘（下

屋敷）でしたか？      (a)紀州徳川家、(b)水戸徳川家、(c)尾張徳川家 

②.その別荘はなんと呼ばれたでしょうか？ 

          (a) 戸山荘、 (b)小田原荘、 (c) 箱根荘  

③.その別荘が大好きで、『すべて天下の園地は、まさにこの荘をもって第一とすべし』と

言った将軍は誰でしょうか？  (a)徳川綱吉、 (b)徳川吉宗、 (c)徳川家斉 

④.その別荘内にあって現在東京２３区で一番高い山(44.6m)はなんと呼ばれていますか？  

(a)富士見山、 (b) 箱根山、(c)小戸山 

⑤.それに登頂すると登頂証明書がもらえますが、その証明書を出してくれる所は、どのキ

ャンパス近くにあるでしょうか。(a)本部キャンパス、 (b)西早稲田キャンパス、 

 (c)戸山キャンパス 

⑥.現在の本部キャンパス周辺にあったお殿様の別荘は、どの御三卿（ごさんきょう。御三

家と同様に将軍になる資格があった家系）のものでしたか？   

(a)清水家、 (b)田安家、 (b)一橋家 

⑦.地下鉄早稲田駅近くに夏目坂がありますが、夏目坂と名付けた人は誰でしょう？ 

     (a)小泉八雲（ラフカデオハーン）の妻、 (b)大隈重信の妻、 (c)夏目漱石の父 

⑧.早稲田周辺が舞台となった映画『妹』(1974)に出演した秋吉久美子さんが撮影時、使っ

た公衆電話ボックスが現在もある場所はどこでしょう？ 

 (a)大隈商店街、(b)早稲田高校周辺、(c)グランド坂周辺 

⑨.戸山キャンパス近くに穴八幡神社がありますが、その神社は東京（関東？）で唯一、あ

る願いごとをかなえてくれる神社ということで一躍有名になりました。その願いごととは

何でしょう？ (a) 資金繰りが楽になる、 (b)玉（逆玉も）の輿に乗れる、 (c) 賭け事で勝つ 
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⑩.早稲田大学（大学院）出身として『彼岸花の咲く島』で芥川賞を受賞した李琴峰（りこ

とみ、台湾出身）さんの作品でないものはどれでしょう？ 

(a)星月夜、 (b)黄蝶舞う、 (c)独り舞 

 

（２）『台湾検定１０級（台湾にまだ行ったことがない人向け）』・・・6 点以上で合格 

① 台湾で人口が最大の都市はどこですか？（難） (a)台中市、(b)高雄市、(c)新北市 

② 現在の総統（大統領）は？(a)李登輝、(b)蔡英文、(c)馬英九 

③ 台湾で一番高いビルは？(a) 新光人寿保険摩天大楼、(b) 高雄 85、(c) 台北 101 

④   陸上を走る乗り物で一番速いのは？(a)台湾高速鉄道、(b)MRT、(c)高速タクシー 

⑤ 駐日台北経済文化代表処代表（大使）、謝長廷氏はどの大学院を出たでしょうか？                 

(a) 早稲田大学、 (b) 京都大学、(c)東京大学 

⑥  日本と台湾の時差は？    (a)1 時間、(b)1.5 時間、(c)２時間 

⑦  台湾にない空港は？     (a)松山空港、(b)高雄空港、(c)広島空港 

⑧  ホテルのことを何と呼びますか？ (a) 大飯店、(b) 便利商店、(c) 大泊店 

⑨  日本語由来の台湾語は？   (a) いけず、(b) とうさん、(c)べっぴん 

⑩ 「日本」は台湾語で何と呼ばれますか？(a)イルボン、(b)ヤバ―ン、(c)ジ(リ)ップン 

 

次回は９級です。 

 

編集後記 

1997 年、台北の敦化北路横の競技場で開かれたチャゲ＆飛鳥のコンサートに行ったとき

のこと、フィールドの密集の中で開演を待っていたら、急に後ろから押されて 10ｍほどス

テージの右方向に動かされた。後で分かったのは、誰かが（「チャゲアスが前にいるぞ」

と）叫んだためだった（実際はいなかった）。幸い押し倒されはしなかったが、怖かっ

た。YouTube で当時の熱狂したコンサート場面を見ると、韓国の梨
イ

泰院
テウォン

で起きたことがた

またま台北で起こらなかっただけなのかも知れないと思った。（橋） 

 

 

早稲田検定正解 

① .c ,  ②.a ,  ③.c ,  ④.b ,  ⑤. b , ⑥. a, ⑦.c,  ⑧.b,  ⑨.a ,  ⑩.b 

①②③は朝日新聞『天声人語』より。 (c)は十一代将軍、④.山は盛り土（人工）。⑤.戸山
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公園サービスセンター。⑥.別荘の池が現在の甘泉園公園。⑦.漱石の父親は周辺の大地主

（金持ち）だった。⑧.電話ボックス自体は一時無くなったが、なぜかその後復活。⑨.昔

はさびれた普通の神社だったが・・90 年代以降は有名に。⑩. (a)はウイグルが出てくる。 

 

台湾検定１０級正解 

① .c , ②.b ,  ③.c ,  ④.a ,  ⑤. b , ⑥. a, ⑦.c,  ⑧.a,  ⑨.b ,  ⑩.c 

① 2019 年時 a;280 万人、b;277 万人、c;399 万人。新北市は 2010 年に台北県から直轄

市に昇格。④.b; taipei Mass Rapid Transit (MRT, 台北捷運)⑨．b;漢字は多桑（とうさ

ん）。⑩.a;韓国語、b;アラビア語。c; ジップン、リップン、ギップンなど地域で多少の

違いはあります。 


