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会長挨拶 會長的話
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校友会会報の第6号発刊にあたって 會長的話

筑波大学台湾校友会会長の林華韋です。
この1年間は台湾の日常生活がコロナによ
って大きな影響を受けた時期もありまし
た。今年2月に予定されていました第7回総
会は、コロナの影響により延期になりまし
た。そうした中でも、皆様のご尽力とご協
力のおかげで無事に会報第6号を発行でき
る運びとなりましたことに、心より感謝を
申し上げます。

2020年に続き2021年も各地の親睦会
の 実 施 は 叶 い ま せ ん で し た が 、 多 く の
恒例のイベントはオンラインで実施され
ました。2016年2月20日に立ち上げられ
た筑波大学台湾校友会は、こうした新し
い形の下でも交流が深められつつありま
す。

ここに、本会成立目的は校友たちの交流
の場であるということを、改めてお伝えし
たいと思います。

（１）�筑波大学及びその前身となる学校に在
籍した校友を対象としていること

筑波大学は1872年に東京高等師範学校
としてその歴史が始まり、東京文理科大
学（1929年）、東京教育大学（1949年）
を経て、1973年につくば市に本部キャン
パスを移して筑波大学となりました。本
校友会は、このような筑波大学の歴史を
踏まえ、筑波大学およびその前身となる
すべての大学・組織に所属した校友の集
う会を目指しています。

（２）�台湾人、日本人を問わず、台湾在住
の方を対象としていること

本会の幹事会にも、台湾人と日本人の校
友に参加いただいています。国籍を問わず
校友同士が共に盛り上げていく校友会を目
指しています。
（３）�校友同士の親睦及び台湾と日本との

相互交流と友好発展に寄与すること
校友同士の懇親会、筑波大学と台湾の交

流支援などを企画実施していきます。本会
報もその一助となればと考えています。皆
様の方で活動企画などありましたら、是非
幹事会へご連絡ください。校友の皆様と情
報共有するとともに協力して活動していき
たいと考えています。
（４）�これまでの校友活動に敬意を払うこと

本学の148年に渡る歴史の中で、様々
な 先 輩 ・ 後 輩 の 方 々 が 、 校 友 間 の 親 睦
や筑波大学との交流に貢献されてきまし
た。このような活動に敬意を払い、また
校友間でこれまでの活動を共有するため
にも、本会報などに取り上げて行きたい
と考えています。是非とも御寄稿くださ
い。

会則および幹事については本会会則をご
覧ください。

よりよい校友会にしていくために、皆様
のご意見を歓迎しております。何かありま
したら、私または幹事会へ是非お知らせく
ださい。

今年もよろしくお願いいたします。

我是筑波大學台灣校友會會長林華韋。

這一年台灣的日常生活因為新冠肺炎的蔓延

有過一段受到極大影響的時期，而預訂在今

年2月舉行的第七次的總會，也因為疫情而

順延了，然而歷經波折，第六期的台灣校友

會會刊還是順利付梓，在此向盡力幫忙的各

位，獻上無盡的感謝之意。

2020年之後的2021年還是一樣無法舉

辦實體的親睦會，導致很多例行的活動都被

迫改為線上的方式舉行。於2016年2月20日

成立的筑波大學台灣校友會，卻在如此新穎

的形態下，進行著校友間持續的深度交流活

動。

再次借此機會重申本校友會的成立目的

在於促進校友之間的交流，故以下幾點在此

再度向大家說明：

（1）�本校友會的入會資格，以筑波大學及

前身大學校友為對象

筑波大學始於1872年創校之東京高等

師範學校，經歷了東京文理科大學（1929 

年）、東京教育大學（1949年）的時代，於

1973年把校本部移到筑波市，以此地為名而

成立了筑波大學。故本校友會以此歷史的軌

跡為本，以集合筑波大學及前身之所有大學

之校友為目的而設立。

（2）�不分國籍，以居住在台灣的校友為對

象

以本校友會的幹事會為例，台灣的校友

和日本的校友皆擔任幹部，不分國籍，一同

為台灣校友會的活動盡心盡力，以融合不同

國籍的校友為目的而設立。

（3）�以增進校友間的感情，加強台灣與日

本間相互的交流與發展為目的

將策劃校友間的聯誼活動，並支援筑波

大學與台灣之間的交流，本次發行之會刊，

即為此目的而策劃，希望能對促進聯誼有所

助益。諸位校友若有其他活動企劃的想法，

也煩請跟幹事會聯絡。願校友們都能在共有

共享的基礎上，互助合作，為本校友會的活

動增添色彩。

（4）�向歷來的校友會活動致敬

在母校148年悠久的歷史中，有些校友

先進為校友活動貢獻良多，在此向歷來的校

友會活動參與人員，致上最高的敬意與最

深的感謝。為了與所有校友們分享校友會在

此一年間的交流活動，我們每年將其編輯成

冊，在此歡迎各位校友不吝惠賜稿件，在會

刊的取材與內容方面，也歡迎隨時提供我們

寶貴的意見。

另外，也將台灣校友會的章程附載於本

會刊中，還請各位會員務必過目。

各位會員的賜教都將促進本會的成長，

有任何意見都請直接與我或幹事會聯絡，再

次謝謝各位。

筑波大学台湾校友会  会長  2022 年 2 月吉日 筑波大學台灣校友會 會長  2022 年 2 月吉日
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文 ●   筑波大学台湾校友会会長  林華韋
       （  体育研究科　富邦ガーディアンズGM≪ゼネラルマネージャー≫ ）

文 ●   筑波大學台灣校友會會長 林華韋
       （ 體育研究科　富邦悍將領隊 ）
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筑波大學是以1872年明治政

府時期我國最初的高等教育機關—

師範學校為根基，歷經東京教育大

學的階段，在1973年以「新構想

大學」為宗旨所創辦的，2023年

即為創建151年，也就是本校將迎

接創校50週年。

本校以「開放性大學」為基礎

建校理念，率先實現了既不受舊有

觀念的拘束的「可彈性調整的教育

研究組織」，又兼顧下個世代所企

求的「嶄新的大學體制」，以此理

念「不斷的改革」至今。曾經擔任

過本校前身的東京高等師範學校校

長的嘉納治五郎校長，他不僅是以

近代柔道之父聞名的一位充滿理想

的優秀教育家，也是將日本的高等

教育開拓到國際社會的先驅。本校

擁有別處所沒有，涵蓋極其廣泛的

學術領域之綜合大學，積極地在專

門領域上深入研究，並開拓創新的

融合不同學門、橫跨各領域的教育研究。

現在我們所面對的是一個在變化多端的國際社會中，混亂的程度

與日俱增的環境。在這樣的國際社會中，國際紛爭、恐怖攻擊、傳染

病以及經濟金融等等問題不勝枚舉，而且持續超越國界地迅速蔓延。

還有能源與環境、產業與經濟的活性化等等也是全球共有的問題，這

些都必須以全球整體規模來思考解決之道，超越既有的思維，尋求創

新的見解。

本校的教育與研究都是為了要根本解決以上問題，冀求對社會

有所貢獻。本校是在筑波市這個研究學園都市上建立起的新構想的大

學，因此集合了最先進的研究教育機關、跨國的合作據點、我國產官

學合作等豐沛資源，因此得以成長茁壯。此後，本校也將全力以赴，

為地域與社會、國家與國民、世界與全體人類的公益持續付出最大的

努力。所以我們需要各位畢業生、關連企業界的各位給我們莫大的指

導與鞭策。

為求實現理想，本校創設了「創基151年筑波大學50週年紀念基

金」，協助「世界頂尖研究支援」、「國際交流與跨國人材的培育支

援」相關的資金支援。在此懇請秉持您一貫對本校的熱誠支持，理解

本紀念基金的創立宗旨後，惠賜您的捐贈贊助，在此先向您致上最誠

摰的謝意。

校長的話筑波大学学長挨拶
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沿革 校史沿革



筑波大学ゆかりの名士
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捐款

1、名稱 「創基151年筑波大學50週年紀念基金」

2、目標金額 10億日幣

3、募集期間 2024年3月31日為止

4、支援內容 ● 研究補助與人才培育「世界頂尖研究支援」

   在廣泛的學術分野中，開展世界頂尖最先進

的研究，一方面探求深入真理，另一方面也

能將研究成果回饋社會，在最先進的研究與

基礎的研究兩方面都能夠確實的推進。

 ● 「國際交流與跨國人材的培育支援」

   支援日本學生到國外留學、優秀的留學生到日本的經濟支援、提升學術

研究水準與國際人材培育之支援。

5、捐款方式 （1）匯款{銀行或郵局}

   在匯款用單上填入必要事項後，就近到金融機關匯款。

 （2）線上付款

    {信用卡付款、線上電子付費Pay-easy、便利商店付款}

   到{筑波大學基金官網}上申請：

    http://futureship.sec.tsukuba.ac.jp/

6、表彰  ● 捐款者芳名●  個人捐款10萬日幣以上或法人捐款50萬日幣以上(累計)，

將在筑波大學大學會館的穿堂「筑波大學基金捐款者芳名錄」上刻上芳名

以茲感謝。(有此意願者)

  ● 感謝狀●  個人捐款10萬日幣以上或法人捐款50萬日幣以上(累計)，將賜

贈感謝狀。

  ● 紀念品●  募款期間，各年度個人捐款在3萬日幣以上或法人捐款10萬日

幣以上，本校將贈與紀念品以茲感謝。
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活動報告 活動報告

2021年1月23日第六屆筑波大學台灣

校友會於福華大飯店圓滿落幕。感謝校友

們的支持，更感謝筑波大學陣容龐大的應

援團全程以視訊的方式參與。包括永田校

長、金保副校長、Benton副校長、大根田國

際室長、木島教授、野村教授、大庭教授、

阿部教授、大森副理事、山田室長等師長，

疫情的阻隔，沒有澆熄我們的熱情。

永田校長為恭賀林會長榮獲教育部頒

發的終身成就獎，特別秘密準備了禮物，

透過螢幕給林會長驚喜，而當實體的禮物

也出現在會場時，全場校友報以熱烈的掌

聲，見證了這份難得的友誼。

高齡91歲的吳萬福學長的蒞臨，也是

給台灣校友會的另一份大禮。神采奕奕的

吳學長，一拿起麥克風便是一場精采的演

講，令人無限感佩。這次的「今昔物語」

分享時間，請到了余書農及劉宇帆校友。

二位年輕校友分享了各自在學期間的趣事

與感觸，對母校的感懷，讓在座的校友們

都深受感動。

筑波大學台灣校友會
第六屆總會

並恭喜林華韋會長以全票通過當選了

第三任會長，會中敦請了潘進丁學長以及

邱若山學長繼續擔任副會長，協助會務的

推動與開展。

再次感謝參與此次活動的校友們，有

你們，才有台灣校友會！

筑波大学台湾校友会
第 6 回総会

2021年1月23日、福華大飯店において

第6回筑波大学台湾校友会が開催されまし

た。多くの校友にお集まりいただきました

こと、更には筑波大学からは永田学長、金

保副学長、ベントン副学長、大根田国際室

長、木島先生、野村先生、大庭先生、阿部

先生、大森副理事、山田室長という盛大な

応援団の皆さまにオンラインでご参加いた

だきましたことに、心より感謝申し上げま

す。コロナ禍で会えない日が続いています

が、そんな中でも私たちの熱い思いは伝え

合うことができました。　

本校友会の林会長が台湾教育部から終身

成就賞を受賞されたことに対して、永田学

長からサプライズでお祝いする場面では、

画面越しに送られたプレゼントが実際に会

場に現れ、大きな歓声と拍手が湧き起こり

ました。

御年91歳の呉萬福先輩をお迎えできた

のも、今回の総会での嬉しい出来事でし

た。背筋を伸ばして張りのある声でお話

しされる姿には、ただ敬服するばかりで

す。

「今昔物語」では余書農さんと劉宇帆

さんに登壇していただきました。若い二人

の卒業生の筑波大学在学中の出来事や母校

への熱い思いに、参加者たちも共感と感動

を覚えました。

今回の総会で行われた会長選挙では、林

華韋会長が満場一致で第三期の会長に当選

し、また潘進丁先輩と邱若山先輩には引き

続き副会長を務めていただくことになりま

した。

ご参加くださいました校友の皆さまには

改めて感謝を申し上げます。皆さんあって

の台湾校友会です！
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活動報告 活動報告

昨年に引き続き、コロナ禍のため、今

年も台湾人高校生対象の筑波大学入学お

よび留学説明会を2021年8月24日にオン

ラインで開催しました。

台湾オフィス責任者の挨拶に続いて、

同じオフィスの林秘書から本学の各英語

プログラムや外国人留学生のための日本

語によるJapan-Expertプログラムの紹

介や入学手続きなどについて、中国語で

の解説がありました。また、在学生2名

に筑波大学の入学の動機、入学への準備

や大学生活について説明してもらいまし

た。一人は台湾在住経験がある地球規模

課題学位プログラムの日本人学生で、も

う一人は人文学の大学院で現在台湾人留

学生会会長を務めている学生です。参加

者 か ら の 質 問 は チ ャ ッ ト で 常 時 受 け 付

け、全てわかりやすく返答しました。今

回も本学の国際局のスタッフの皆様のご

協力により順調かつ円滑に実施すること

ができ、心から感謝を申し上げます。

今 年 度 は 、 新 し い 試 み と し て 2 0 2 1 年

10月25日台湾の民間の日本留学エ ージ

ェントUF JAPANが開催した筑波大学の

入学説明会に台湾オフィスが参加し、UF 

JAPANのスタッフと一緒に説明および質

問に対応しました。

さらに今年度も、2021年11月27日に

国立台湾大学海外教育フェアに参加しま

した。今回は例年と違い、オンライン開

催となりました。インターネット上にバ

ーチャルな会場を設置し、台湾大学と協

定を結んでいる各大学がぞれぞれのブー

スにおいて大学の説明を実施していまし

た。台湾大学からの参加者も各ブースに

立ち寄り、説明を聞いたり質問したり説

明資料をpdfで自由にダウンロードした

りしました。今後、コロナ禍が収束して

も採用される開催方法の一つではないか

と思われます。

引き続き筑波大学の良さを、さまざま

な方法で台湾で発信し、長期・短期留学

先として選択していただけるように台湾

オフィスは努力して参りますので、今後

とも皆様のご支援ご協力をお願い申し上

げます。

オンライン説明会 線上說明會

自從去年爆發了新冠肺炎疫情，今年

以台灣的高中生為對象的筑波大學入學留

學說明會，也於2021年8月24日以線上的方

式舉辦。

在台灣辦事處的處長致詞之後，由

台灣辦事處的林秘書以淺顯易懂的中文解

說了本校的各種英語授課的學程，以及為

外國留學生而特設的Japan-Expert日語

學程的學程內容、入學手續等最新資訊。

另外，由二位在校生分享了申請入學的動

機、入試的準備及大學的生活等等。這次

我們邀請到的在學生中，一位是有長住台

灣經驗的日本學生，她目前就讀的是地球

規模課題學位學程(BPGI)；另一位則是台灣

留學生會的會長，她目前就讀的是人文學

的碩士班。在線上說明會中參與的高中學

生、教師、家長們都透過留言系統發問，

我們也盡力即時回覆。這次的說明會活動

承蒙本校的國際處同仁的幫忙，才能圓滿

順利落幕，在此由衷感謝。

今年度我們的新嘗試是在2021年10月

25日與台灣民營的UF JAPAN日本留學中心

共同舉辦了筑波大學的入學說明會。與UF 
JAPAN的工作人員一同為有興趣的家長同

學們詳盡解說並現場回答問題。

另外，今年度也在2021年11月27日

參加了國立臺灣大學舉辦的海外教育展。

這次與往年不同的是改成以全面線上的方

式舉行。透過網路建立了虛擬的會場，與

臺大締結的各姊妹校都設立了各自的攤位

參展。臺大的學生都以線上的方式參加，

自由地到各大學的攤位觀看影片、下載資

料，也能自由留言。這樣新穎的做法不免

讓我們反思，就算疫情結束，這也未嚐不

是舉辦活動可行的一種方式。

今後台灣辦事處也將持續運用各種各

樣多元化的方式，努力讓筑波大學的好，

被台灣人所看見，希望無論是長期或是短

期的留學，筑波大學都會是計畫留日的同

學心目中一個優質的選項，還請大家多多

支持。
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帰国留学生同窓会の
ネットワーキング～新歓そしてつくバック～

オンラインで開催された世界各国で活躍

する筑波大学卒業生・修了生をつなぐ同窓

会に参加し、林華韋会長、校友会幹事の余

書農さんとともに台湾校友会についてご紹

介させていただきました。

まず、林会長から台湾校友会の成り立ち

と活動内容について、総会や親睦会、会報

の発行等の定期的な活動を中心にご報告が

ありました。それに続く余さんのお話は台

湾校友会のメンバーでよかったことという

内容で、ご自身の野球活動において校友会

メンバーの皆さんとの交流が大変役に立ち

勉強になっているということでした。私は

台湾に長く住む日本人として、現地の日本

人卒業生・修了生のネットワーキングと

台湾校友会のつながりについて報告しまし

た。

台湾在住の日本人卒業生は、企業や団

体からの派遣による駐在、現地での起業、

就職、結婚等々台湾とのご縁はさまざまで

す。現地在住日本人を主な対象としている

日本語の情報誌等で連絡を呼び掛けてい

ますが、個人的な伝手で紹介されること

も少なくありません。思わぬところでの

偶然の出逢いや再会があり、ここからも

筑波大学の卒業生の活躍ぶりがうかがえ

ます。

筑波大学台湾校友会では和気藹々とした

雰囲気の中、国籍も言語も世代も超えた交

流が続けられています。こうしたご縁をく

ださいました母校の筑波大学には改めて感

聯結世界各地筑波大學畢業生以及研

究生的校友聚會，今年以網路線上會議方

式舉辦，本人在會中和林華韋會長校友會

幹部余書農共同介紹了台灣校友會。

首先由林會長說明台灣校友會成立

始末、活動內容、校友會年度總會、懇親

會、會刊發行等等例行活動。接著余書農

校友報告，自認非常慶幸身為校友會成

員，他目前從事有關棒球各種活動，能和

大家交流切磋對自身有莫大助益。而我本

人是久居台灣的日籍人，在會中簡單扼要

報告了在台日籍畢業生、研究生各種活動

以及和台灣校友會的互動。

據瞭解，現居台灣的日籍畢業生，有

的是因企業、團體的派駐，在現地創業、

就業、結婚等各種因素和台灣結下不解之

緣。藉由日語資訊刊物彼此互通訊息，或

透過個人的方式介紹者亦不在少數。有時

在意想不到的地點巧遇，處處可見筑波畢

業生活躍於不同時空的足跡。

話說，筑波台灣校友會總是在一團和

歸國留學生同學會活動報告
～迎新以及介紹筑波校友會～

氣中不分國籍語言彼此互相交流。能得此

緣，由衷感謝母校筑波大學所賜。

因疫情這次會議使用oVice線上會議系

統，雖然偶有不熟悉系統出現慌亂情形，

就如同玩線上遊戲，很有趣。

另外，目前在筑波就讀的馬來西亞留

學生製作的「筑波現況」影片，窺見變動

中的母校，以及筑波街景有我們懷舊的回

憶不禁眼眶泛淚。

衷心祈願早日能隨興回母校，所有筑

波人安全且健康。

新冠疫情中，即使無法面對面進行交

流，能有此次線上聚會真心感謝。（譯：孫

寅華  地域研究研究科  淡江大學日本語文學

系副教授）

謝しております。

今回は、オンラインツールoViceを使っ

ての交流でした。ツールに慣れておらずあ

たふたする場面もありましたが、それも何

かゲームでもしているようで楽しかったで

す。

また、この同窓会で流された現在筑波

で学んでいるマレーシアの留学生の方が作

成してくださった「つくばの今」の動画に

は、変わりゆく母校やつくばの街並みの中

にも思い出の場所を見つけ、懐かしさに涙

が出そうになりました。

早く母校に気軽に帰れる日が来ること、

皆様が安全かつ健康にご活躍されることを

願ってやみません。

コロナ禍で実際にお会いして交流するこ

とが叶わない中で、このような機会を設け

ていただき、本当にありがとうございまし

た。（ 文：服部美貴　日本語・日本文化

学類卒／地域研究科日本語コース修了、

台湾大学日本語文学系講師）

筑波大学校友会のご縁で、国際関係学類（当
時の名称）卒業生の元朝日新聞台北支局長の
西本秀さんは台湾大学にお越しいただき、日
本語を学ぶ大学生たちに新聞記者としてのお
仕事についてお話しいただきました。

因筑波大學校友會之緣，國際關係學類 ( 當年
名稱 ) 畢業生，前朝日新聞台北支局支局長西
本秀，在會議中闡述介紹新聞記者的工作。
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第５回台湾人若手カフェ
リサーチとキャリアパス

第５回となる「台湾人若手カフェ」が

2021年12月11日（土）、筑波大学で開か

れました。台湾から留学している大学院生

や卒業生たち計25人が対面式とオンライン

式で参加し、研究成果や就職活動の経験を

発表しました。

若手カフェは、大学国際局や台湾事務

所、台湾留学生会が主催し、台北駐日経済

文化代表処が後援しました。当日は代表処

の黄冠超・教育部長があいさつし、学生た

ちに「若手カフェは、留学生が先輩たちの

経験を聞ける良い機会です。互いに交流し

てほしい」と呼びかけました。

午前の部では、大学院に在籍する４人の

台湾人留学生が発表しました。人間総合科

学研究群の黄俐閔さんは、クイズを活用し

た治療が認知症患者にもたらす効果につい

て解説して、参加者は積極的に質問してい

ました。

午後の部では、卒業生たち４人が就職

活動や仕事の経験を発表しました。朝日新

聞特派員として台湾に駐在した西本秀さん

は、台湾で暮らした４年間に執筆した台湾

総統選や鉄道脱線事故などの記事を紹介し

ました。

台湾大学日本語文学系の助理教授となっ

た呉勤文さんは、大学院修了後に台湾の大

学で仕事を見つけるために必要な論文の執

筆や学会とのつながりについて解説し、学

生たちは熱心に聞いていました。

第五屆台灣年輕人座談會
喝咖啡聊研究與求職就業分享會

今年已是第五屆了的「台灣年輕人座

談會」在2021年12月11日星期六，於筑波

大學舉行。包含在筑波大學留學的台灣學

生，研究所學生與畢業生等，線上線下共

計25人，在當天與我們共襄盛舉，分享研

究成果與就職活動的經驗。

台灣年輕人座談會是由筑波大學的國

際處、台灣辦事處、台灣留學生會所主辦，

台北駐日經濟文化代表處協辦。當天代表

處的黃冠超教育部長，也特別到場給我們

勉勵，呼籲同學們：「台灣年輕人座談會

是難得留學生能向學長姊請益人生經驗的

大好機會，希望同學們都能好好把握！」

在上午的活動中，四位尚在筑波大學

在學的台灣留學生分別發表了他們的研究

成果。人間總合科學研究群的黃俐閔同學

的發表中，提到她利用猜謎的小遊戲協助

治療失智症者，成效卓越，參加的其他老

師同學也很踴躍提問。

下午的活動是由四位畢業校友，與大

家分享就職活動和工作的經驗。朝日新聞

的特派員西本秀先生，向大家介紹了他在

台北派駐的四年期間，報導過的台灣總統

大選以及台鐵列車出軌的意外事件。

今年輔就任於台灣大學日文系的助理

教授吳勤文，則熱心的與大家分享她在博

士畢業後，在台灣的大學尋找教職的過程

中，所需要準備的論文著作、及參加學會

等之關聯性，同學們也都十分熱情分享討

論。
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2021年9月21日（火）～30日（木）に、

筑波会議2021が開催され、オードリー・タ

ン台湾デジタル大臣にご登壇頂きました。

筑波会議は、あらゆる境界を越えて未来

を形作る若者（future shapers）がつくば

に集結し、「社会と科学技術」に関する諸

課題を議論する国際会議です。永田恭介学

長が委員長を務める筑波会議委員会が主催

し、筑波研究学園都市の様々な機関と連携

しつつ、筑波大学がその運営に主導的な役

割を担っています。

2 0 1 9 年 に つ く ば 国 際 会 議 場 で 開 催 さ

れた第1回は、世界61カ国・地域から約

1,500名の参加者がありました。第2回目

となる筑波会議2021は、コロナ禍をふま

えた「Inclusive Innovation for the New 

Normal」をメインテーマとし、40のセッ

ション全てがオンライン形式で実施されま

した。70を超える国・地域から、3,000人

を超える参加登録者を得て活発な意見交換

が行われ、最終日に筑波会議の理念をメッ

セージ化した「筑波宣言」の発表をもって

閉会しました。

オードリー・タン大臣には、9月21日の

基調講演で、多元的でインクルーシブな社

会においてデジタルイノベーションが牽引

する「個人と公衆のパートナーショップ」

の方向性についてお話し頂きました。

さらに、タン大臣は9月28日のFuture 

Shapers セッションにもライブ登壇くださ

いました。本セッションは、タン大臣によ

る台湾におけるデジタル民主主義の紹介に

始まり、その後、多様な分野の8名の若手

研究者等によるパネリストの質問に、タン

大臣がその場で応答される形で進行しまし

た。近隣者とのコミュニケーション、多様

性の受容、科学技術の役割などについて熱

心な議論が展開されました。どのような

質問にも温かい共感と優れた洞察をもっ

て応答をされるタン大臣とのディスカッ

ションは、刺激的かつ大変有意義なもの

でした。

本セッションを通して若手研究者等が得

た気づきは、「筑波宣言」の第４条 “We 

are committed to reciprocal communication 

on science with our neighbors, and thereby 

joining in social innovation.”の言葉に反映され

ています。

第２回筑波会議
オードリー・タン台湾デジタル大臣をお迎えして
文 ●  筑波会議・TGSW推進ユニット

2021年9月21日～30
日筑波會議期間榮幸邀請

到台灣行政院政務委員

唐鳳蒞會演講。

筑 波 會 議 是 一 個

集結跨領域希望打造未

來的年輕人，共聚於筑

波針對「社會與科學技

術」等諸多議題進行討

論的國際會議。此會議

由擔任委員長的永田恭

介校長所屬的筑波會議

委員會舉辦，同時連結

筑波研究學園都市周邊

各個研究機構，由筑波大學負責主導營運。

2019年於筑波國際會議廳舉辦第一次

會議，有1500名來自世界61國以及地區的

參加者。第2次2021筑波會議,在新冠肺炎蔓

延中，以「Inclusive Innovation for the New 
Normal」主議題，40場次發表悉數採線上

方式舉行。報名人數來

自70個國家 /地區超過

3,000人次在線上熱烈發

言討論。大會閉會日，

更將筑波會議的理念訴

諸 文 字 ， 以 「 筑 波 宣

言」畫下本屆會議的休

止符。

唐鳳部長於9月21
日 的 基 調 演 講 中 談 到

在多元包容的社會，數

位革新將如何牽動帶領

「個人與公眾的夥伴關

係」。

更於9月28日親臨Future Shapers討論

場次。從介紹台灣數位民主主義開始，及至

八名不同領域年輕研究者組成的圓桌論壇，

紛紛提出各種問題，唐鳳部長以即席方式進

行應答。例如與近鄰國家區域間的溝通、多

元包容、科學技術的功能任務等等，展開熱

烈對談。無論任何問題唐部長都以溫文同理

心，以及卓越的洞悉力進行回答，使得本場

討論會極具刺激性同時意義非凡。

經由本場次熱烈對談，年輕研究者覺

識到並且反映在「筑波宣言」第四條”We 
are committed to reciprocal communication on 
science with our neighbors, and thereby joining in 
social innovation.”（譯：孫寅華 地域研究研究

科 淡江大學日本語文學系副教授）

文 ●   筑波會議・TGSW推進小組

第二屆筑波會議
台灣行政院政務委員唐鳳蒞臨與會

関連WebサイトURL ◎ 筑波会議2021  　https://tsukuba-conference.com/
◎ タン大臣の筑波会議の登壇動画（タン大臣の公式サイトで公表されています）

https://pdis.nat.gov.tw/en/track/
2021-09-21　Opening Remarks for Tsukuba Conference
2021-09-28　Talks at Tsukuba Conference The Future Shapers Session



筑波大學台灣校友會會刊 VOL. 6 2120

活動報告 活動報告

虎年の春聯イベント

小年夜（旧暦大晦日の前日）の2022年1

月30日午後、芸術研究科書道専攻の沈伯陽

さんをお迎えして、Facebookライブでオン

ライン春聯１）イベントを開催しました。

まずは伯陽さんに「福虎生風」「福」

「春」の字を台湾オフィスFB上のお知ら

せ用に書いていただきました。それらは

篆書、隷書、楷書の3種類の字体から選

ぶことができます。伯陽さんは、日本語

で も 七 字 聯 ２ ）で も 、 ど ん な リ ク エ ス ト

にも「なんでもござれ」。イベント当日

は、旧正月前の温かい雰囲気の中で伯陽

さんがライブで寄せられた校友たちのリ

クエストに応えて揮毫してくださいまし

た。

その後すぐにEMSで台湾に送られた春聯

は、今年1年がすべて順調にいく良い年に

なるよう願いを込めて、台湾オフィスの入

り口に貼らせていただきました。

台湾のお正月の雰囲気が味わえるこのイ

ベントにより、コロナ禍にあっても台湾の

留学生と台湾校友会の先輩たちとの心をし

っかりと繋ぐことができました。（ 訳：

服部美貴　日本語・日本文化学類卒／地

域研究科日本語コース修了、台湾大学日

本語文学系講師）

我們在小年夜(2022年1月30日)當天下

午，邀請到藝術研究所書法專攻的沈伯陽同

學，利用臉書直播的方式，舉辦了線上寫春

聯的活動。

伯陽同學先寫了「福虎生風」、「福」、

「春」讓我們公告在台灣辦事處的臉書粉絲

專頁上給大家參考，還可在篆隸楷三種字體

中任選。活動當天，在年節前暖暖氛圍中，

大家都上線觀看伯陽現場揮毫的英姿，也有

校友指定了日文聯、七字聯等等，都沒能考

倒伯陽。寫好的春聯也馬上快遞寄回台灣，

趁著年味尚濃，台灣辦事處也立即貼上，願

虎年大吉，事事順利。

藉著這個小小的年節應景活動，我們無

懼於疫情的分隔，連繫著台灣留學生與台灣

校友會的學長姊們真摯的心意。

虎年寫春聯活動

１）縁起の良い言葉が書かれた赤い紙。旧正月（春節）に玄関やドアに貼る。
２）7つの字によるおめでたい言葉が書かれた春聯。

筑波大学オンライン同窓会
台南─台中─ミュンヘン─東京のつながり

卒業して離れ離れになったみんな

とコロナ禍で集まれないので、定期

的にリモートでプチ同窓飲み会を開

催。毎度ながら一晩中話が盛り上

がり、いつの間にか夜中でしぶし

ぶお開きに、時に筑波で留学して

た話には本当に花が咲き、延々と

話が終わらない！！卒業して10数

年、つくばで過ごした濃い時間が

やはり皆の心に深く刻まれているの

だろう。

各奔東西的同期好友們，因疫情

關係無法相聚，就定期約時間在線

上小聚一下。毫無懸念一聊就是一整

晚，每次都要聊到三更半夜才願意散

會，憶當年的話題總是源源不絕，聊

也聊不膩！！畢業也十餘年了，大家

還是無法忘懷過去在筑波一起打拼的

日子。（文：余書農 體育專門學群 盛

樂地野球訓練中心 總負責人）

台南─台中─高松─
慕尼黑─東京連線

筑波同窗
線上同學會
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台湾滞在の最後の休日である11/19(木)、

ようやくこのお方とお会いできました！現

在、台中市にある台湾体育運動大学教授

（先日まで学長）、林 華韋（リン・フアウ

ェイ）先生です。

味全龍はじめ、CPBLには台湾体育運動大

学OBが数多く在籍しています。また、CPBL

内にも同世代、後輩の知り合いが多く、人

脈の広さを実感しました。

また林先生と筑波大学体育研究科の川

村 卓先生とは野球を通して非常に交流があ

り、私の台湾行きの際にも川村先生から是

非お会いして欲しいとお願いされたぐらい

です。

林先生は非常にご多忙に加え、私も遠征

三昧、加えて台湾も5月からの市中感染に

より、厳しい制限があり、今回は厳しいか

な…と思っていました。

19日は林先生がちょうど台北市で会議が

あるため、筑波大学硬式野球部川村監督黎

明期の教え子、余書農（イースーノン）君

のご尽力もあり叶いました。私が田澤純一

投手のパーソナルトレーナーを担当してい

るということもあり、田澤投手との野球談

義が実現しました。

つくば在住の頃の話、台湾野球今昔物

語、田澤投手が感じたメジャーリーグと台

湾野球との違い、ヤマハ発動機～河合楽器

とエネオス、社会人野球出身同士の話など2

時間弱のひとときがあっという間でした。

かなり懐かしい、マニアックなつくばネタ

でも盛り上がりました（笑）

実は世界中にたくさんの筑波大学OB会が

存在するようですが、台湾のOB会（台湾校

友会）が一番活発に機能し、かつ参加者も

多いようです。スポーツのみならず、他業

種でもご活躍の方が多く、更に毎年筑波大

学には多くの留学生が進学しているようで

す。

林先生は会長を務められていらっしゃ

いますが（「もう隠居したいよ」とご謙遜

されていらっしゃいましたが）、力の入れ

ようがわかる「筑波大学台湾校友会会報」

を創刊、情報発信に努めていらっしゃいま

す。バックナンバー全てを頂戴しました。

ました。デザイン、冊子のクオリティ、内

容…とんでもないです！しかも日本語、中

台湾・日本の野球の架け橋
文 ●  井脇 毅（体育研究科　スポーツ医学専攻  プロ野球選手個人専属トレーナー）

在台灣工作的最後一天假日的11月19日

（週四），終於拜訪了這位重量級人士!!台
灣體育運動大學教授（到前幾個月還是校

長）的林華韋校長。

以味全龍為首，在中華職棒有許多台灣

體育運動大學的校友，同時也有許多林校長

同世代以及後輩，深深感受到了林校長在棒

球界的人脈之廣。

除此之外，林校長與筑波大學體育研

究科的川村卓老師透過棒球也有非常深的交

流，也因如此本人要來台灣工作時，川村老

師也特別囑咐我能找時間拜訪林校長。

但由於林校長平日公務繁忙，本人也因

隨隊外出比賽四處奔波，加上台灣五月時因

疫情升溫外出限制變多，原本想說這次拜訪

林校長可能無法實現了。但透過川村老師赴

任初期的學生余書農聯繫，得知林校長19日

於台北有開會行程，由書農協調得以實現順

利拜會林校長，也因本人擔任田澤純一投手

的隨身防護員的緣故，實現了林校長與田澤

純一投手的棒球對談。

從林校長留學筑波大學時的事蹟、到台

灣棒球古今的差異，以及田澤投手感覺到的

大聯盟與台灣棒球的差異、還有山葉發動機

文 ●   井脇 毅（體育研究科 運動醫學專攻 職業選手個人隨身防護員）

台日棒球的橋樑

左起：余書農、田澤純一、林華韋、井脇 毅
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国語、両国語が掲載されていて…労力を惜

しまない結晶の表れでしょうか。3年前、林

先生、筑波大学永田学長、そして台湾・日

本の至宝・王貞治氏とのスペシャル対談も

掲載されています。拝読しましたが話が深

いです！

野球談義の中で田澤投手が川村先生はじ

め、筑波大学の体育のエキスパートの先生

方のサポートを受ける契約「学術指導」と

いうプロ野球選手と筑波大学が契約を結ぶ

日本で初のパイオニアとしてのプロジェク

トを4年間行っている事をお伝えすると、筑

波大学とのご縁がある事に大変お喜び頂き

ました！

田澤投手から林先生、並びに筑波大学台

湾オフィス（台北市）に公式ボールにサイ

ンを書いて頂きました。私も僭越ながら川

村先生との共著「打者を打ち取る ストレー

トの秘密」を謹呈させて頂きました。世界

中に筑波大学、野球という繋がりの深い方

がいらっしゃり、交流を深められた事、幸

甚です！

「規律」「教育」「準備」「想定」…こ

のようなキーワードはこの面々の中で共通

言語でした。最後にきっかけを頂いた川村

先生、アテンドに奔走したスーノン君（林

先生の右腕として校友会の幹事）に「謝謝

您（より感謝の意）！」

―― 河合樂器與新日本石油等，兩位都經歷

過的社會人野球的球隊的故事，二個多小時

的時間一轉眼就過去了。當然中間也聊了不

少只有筑波人才會知道的小故事。

也從聊天過程中得知，全世界有不少筑

波大學的校友會，其中台灣校友會是最為活

絡的一個，參與人數也非常多。不只是在運

動領域，在各行業也有許多傑出校友，現在

每年也有許多新的留學生到筑波大學留學。

現在由林校長親自擔任台灣校友會會

長，林校長本身也謙虛提到想要交棒給後輩

了，從校友會會刊創刊致力於向外界傳達校

友會訊息等事務，都可以看得出林校長對台

灣校友會的工作投入程度。林校長也親手將

過去每期的會刊贈送給本人，拿到會刊看到

從設計到內容的品質高的真的令人嘆為觀

止。而且每篇文章都用中文及日文刊出，也

可以看出編輯的用心。其中又以三年前刊載

的林校長、筑波大學永田校長以及台灣日本

的至寶王貞治先生的會談，讓本人閱讀了之

後印象非常深刻。

棒球對談中也有提到田澤投手與筑波大

學簽署的日本第一個合約，是由川村老師為

首的體育專家的老師教授們來協助職棒選手

的訓練「學術指導」的合約，至今已經有四

年的時間，林校長也歡喜的感到與田澤投手

非常有緣。

田澤投手也特地用中華職棒比賽用球簽

了二顆簽名球贈送給林校長及筑波大學台灣

辦事處(台北市)。本人也將本人與川村老師

的共同著作「解決打者的 直球的奧秘」贈

送了一本給林校長。在世界各地能與筑波大

學及棒球這個領域與有很深連結的人有緣結

識，真的是非常榮幸。

最後在此向給予拜訪任務的川村老師、

以及負責聯繫的余書農致上最深的感謝之

意。（譯：余書農 體育專門學群 盛樂地野

球訓練中心 總負責人）
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皆様こんにちは、ご無沙汰しておりま

す。2015年4月から2019年3月まで台北に

おいて台湾オフィス所長を務めておりまし

た大庭です。台湾滞在中は校友の皆様に大

変お世話になりました。このたびの台湾校

友会会報第六号の発刊おめでとうございま

す。このように校友会活動が活発かつ継続

的に続いていますことを喜ぶとともに、校

友の皆様のご尽力に心より感謝申し上げま

す。

台湾校友会会報への寄稿を呼びかけてい

ただき、せっかくですので帰国後3年間の私

の活動を簡単に紹介させていただきます。

筑波大学の国際活動の情報共有にもなろう

かと思います。

マレーシアでの分校設立を目指して

皆様は、筑波大学が海外分校の設立を目

指していることをご存知でしょうか？日本

の大学としては初めて、文部科学省が認め

る学位を提供する海外分校です。マレーシ

ア政府の要請を受けて設立検討を始め、マ

レーシア現地での設立に向けて準備を進め

ています。2019年4月から10月にかけて、私

は本分校設立のFeasibility Studyを担当し、

主にマレーシア現地で活動を調査とネット

ワーキング活動をしていました。3月24日に

台湾から帰国後、3月29日にはマレーシア入

りしているなど、ドタバタしていたことを

思い出します。新型コロナウイルスのパン

デミックなどによって計画に遅れはでてい

ますが、近い将来、筑波大学分校がマレー

シアに設立したというニュースを皆様にお

届けできればと思っています。

海外大学との戦略的パートナーシップ担当

を引き継ぎ

筑波大学が進める海外大学との戦略的パ

ートナーシップとして、Campus-in-Campus

（CiC）と呼ばれるコンソーシアムがありま

す。現在、世界中に10校のCiCパートナー校

があり、台湾では国立台湾大学がメンバー

となっています。CiCでは、互いのキャンパ

スにオフィスを設置し、学生や教員がそこ

を拠点に研究・教育・産学連携など様々な

共同活動を展開していきます。例えば、CiC

パートナー校の間では学生が自由に授業を

受講し単位を取得できるようにする、とい

ったことを目指しています。ちょうど、航

空会社のマイレージカードのように、EVA航

空の会員であれば、全日空に搭乗してもマ

イルが貯まる、といったような関係の構築

です、と表現すれば分かりやすいかもしれ

ません。実は、台湾オフィスが国立台湾大

学の中に設置されているのも、このCiCに関

する戦略的パートナーシップ協定を結んだ

ことが大きな要因です。

私は、2020年4月から、CiC担当の前任者

大家好，好久不見。我是2015年4月至

2019年3月，派駐在台北的台灣辦事處擔任

處長的大庭。駐台期間，承蒙各位校友諸

多照顧，在此恭賀台灣校友會的會刊第六

期順利付梓，對於校友會的活動能這樣持

續地活躍下去，我深感喜悅，在此對各位

校友的盡心盡力，獻上由衷的感謝。

此次台灣校友會會刊向我邀稿，藉此

難得的機會，讓我簡單介紹回到日本後這

三年，與大家分享筑波大學在國際活動上

的新動態。

設立馬來西亞分校之目標

不知各位是否知道筑波大學一直以

設立海外分校為目標？而且是日本第一所

得以頒發由文部科學省認可的學位的海外

分校。馬來西亞政府邀請我們到當地設立

分校開始，筑波大學進行了各種準備。

台湾から帰国後3年間のドタバタ
文 ●  大庭良介（筑波大学医学医療系准教授　筑波大学国際局Campus-in-

Campus・プラットフォームグループ長　筑波大学台湾留学生会顧問　筑
波大学台湾オフィス前所長）

文 ●  大庭良介(筑波大學醫學醫療系副教授 筑波大學國際處Campus-in-
Campus Platform Group執行長 筑波大學台灣留學生會顧問 筑波大學台
灣辦事處前處長)

離台歸日匆匆這三年

大庭ゼミ
大庭研究室



筑波大學台灣校友會會刊 VOL. 6 2928

校友紹介 校友寄語

2019年4月到10月間，我擔任設立分校的

Feasibility Study，主要的工作就是在馬來

西亞當地活動調查與跨業種的交流。我在3
月24日從台灣回到日本，29日就飛到馬來

西亞，現在回想起來當時的行程真的是十

分緊湊。之後遇上新冠肺炎的大流行，致

使計畫延宕，不過現在終於可以在此向各

位宣布這個好消息，筑波大學即將在近期

在馬來西亞設立分校。

持續負責與海外大學的戰略合作關係

筑波大學在推展與海外大學的戰略合作

關係上，有一個稱為Campus-in-Campus(CiC)
的聯盟。目前全世界有十所大學是我們CiC
的盟校，台灣的國立臺灣大學就是其中的

一所。CiC大學互相在對方的校園內設立

辦事處，學生及教員透過此據點，開展研

究、教育、產學合作等多元的共同活動。

例如：我們致力於讓CiC盟校的學生，可自

由選修其他所大學的課程，並互相得到學

分之認可。就像航空公司聯盟之間，長榮

航空的會員，乘坐全日空的航班也能累積

哩程，以此類比，或許能讓各位更易理解

CiC盟校的關係架構。其實，台灣辦事處設

立於國立臺灣大學校內，就是因為締結了

CiC戰略合作關係合約的緣故。

2020年4月開始，因前任負責CiC的

教授退休，故現有的十所盟校間之關係強

化，以及新加盟校的選定等工作，便由我

接任。我原本就有覺悟2020年度會在國際

間奔波忙碌的生活，但新冠肺炎的疫情蔓

延，使得必須藉著人與人之間物理性交流

來支撐的構想都崩壞了，但另一方面，也

促使我不得不從零開始通盤思考CiC。自然

地跨入更加活用線上的形式，透過線上會

議維持並強化盟校間的夥伴關係，並探索

著如何開展與新加盟校之間的合作。但是

無法直接面對面還是非常難以真正建立相

互信賴的關係吧？我誠心祈願早日開放國

際間的邊際管制。

擔任筑波大學台灣留學生會顧問

我想校友會的各位應該在筑波大學在

學期間，都曾參與台灣留學生會吧？長久

以來一直擔任台灣留學生會顧問的真田久

教授，在2021年3月退休了。所以在退休前

的2020年度開始，由我接任筑波大學台灣

留學生會的顧問。受到新冠肺炎疫情的影

響，聽說曾經所有的活動完全停擺，最近

終於能夠漸漸重新開始舉辦活動了。對於

台灣留學生會，我並沒有能力提供什麼特

別的貢獻，只能像這樣守護著在筑波大學

就學的台灣學生，並且希望能夠扮演連繫

台灣校友會及台灣辦事處的角色。

JV-Campus的計畫主持人

新冠肺炎的延燒，重重的打擊了大學間

的國際推展、教職員與學生的國內外流動。這

個情況不只是筑波大學、不只是日本，也不只

是台灣，全世界都一樣。而且這個傷害至今都

還在加深。進入了日本的大學但是無法入境日

本，只能上線上課程的學生非常多，其中也出

現了對未來的生涯規劃感到不安，而決定退學

的學生。最近因為Omicron病毒的入侵，再一

次的延長了無法入境日本的禁令，對於抱持著

希望的微光等待赴日求學的待機留學生來說，

再度造成莫大的傷害。在國費留學生中有些在

Omicron病毒發現前得以入學，但私費的留學

生則一直到現在都無法實現留日的願望。

在這樣的情況當中，文部科學省自然

地開始積極著手於線上的發展，也是Super 
Global大學創成事業中的一個重要環節，在

の退官にともない、既存の10のパートナー

校との関係強化、および、新たなCiCパート

ナー校の選定、といった役割を引き継ぎま

した。2020年度は世界中駆け巡るような生

活になるだろうと覚悟していたのですが、

新型コロナウイルスのパンデミックによ

り、人の物理的交流によって支えられてき

た構想が崩壊し、ある意味、一からCiCにつ

いて考えなければならなくなりました。オ

ンラインの活用は自然な流れとなり、現在

に至るまでオンライン会議でのパートナー

シップの維持と強化、そして、新規協定校

の探索を実施しています。でも、まあ、直

接対面しないと、本当の信頼関係を築くこと

は難しいですね。早く自由に海外渡航できる

ようになって欲しいと切に願っています。

筑波大学台湾留学生会顧問として

校友の皆様の多くは筑波大学在籍中に、

台湾留学生会に関わられたのではないかと

思います。2021年3月に長く顧問を務めて

こられた体育系の真田久先生が退官されま

した。退官前の2020年度より、真田先生か

ら、筑波大学台湾留学生会の顧問を引き継

がせていただきました。新型コロナウイル

スの影響でまったく活動できなかった時期

もあると聞いていましたが、最近では少し

づつ活動を再開していると聞いています。

こちらに関しては特別な貢献ができている

わけではありませんが、筑波大学で学ぶ台

湾の学生達を見守り、そして、台湾校友会

や台湾オフィスとの繋ぎ役として何か貢献

できればと思っています。

JV-Campusのプロジェクトリーダーとして

新型コロナウイルスの影響で、大学の

国際展開、教職員・学生の国内外の流動は

とても大きなダメージを受けました。これ

は、筑波大学だけでなく、日本だけでなく、

台湾だけでもなく、世界中が同じ状況です。

その傷は今も深くなる一方です。日本の大学

へ入学したけれど来日できず、オンラインの

みで授業を受けている学生がとても多くいま

す。その中には、自身の将来キャリアに不

安を持ち、日本の大学を退学する、という

学生も出てきています。最近のオミクロン

株の登場は来日を再度不可とさせ、細い希

望の光でモチベーションを繋いできた待機

留学生に大きな傷を残しています。国費留

学生の中にはオミクロン株登場前に来日で

きた学生も多くいたのですが、私費留学は

2021年12月現在来日できていません。

このような状況の中で、文部科学省が

オンラインに着目するのはやはり自然であ

り、スーパーグローバル大学創成事業の一

環として、2021年4月に全日本版の国際

的オンライン教育プラットフォームを構

築する事業を募集しました。このオンラ

イン教育プラットフォームがJV-Campusで

す。このJV-Campus事業に筑波大学は応募

し、そして、採択されました。2020年の内

より、文科省側とも関連事業について意見

交換していた私は、筑波大学における申請

に関わり、そして、採択後はプロジェクト

リーダーとして取り仕切ることになりまし

た。2021年度は、このJV-Campusの構築と

展開で、この寄稿を書いている今もドタバ

タしています。2021年10月にJV-Campus開

設準備ポータルをオープンし、本格的なオ

ンライン教育プラットフォームとして2022

年3月1日にパイロット事業をスタート予定

です。このJV-Campusでは、文部科学省の
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2021年4月，開始招募全日

本版的國際線上教育平台的

建置事業。這個線上的教育

平台稱之為JV-Campus。筑

波大學也參加了JV-Campus
事業的招募，並且榮獲採用。2020年間，

我與文科省的相關事業有許多意見交換，

所以加入了籌備工作，計畫通過後，承擔

起計畫主持人的重責大任。因此2020年

度，因為這個JV-Campus的建置和拓展，

以致於連撰寫此文的這個時候，我都風風

火火為此奔忙。2021年10月JV-Campus啟

動了開設準備的入口網站，也正式在2022
年3月1日成為線上教育平台事業的先趨。JV-
Campus以文部科學省的先導為基礎，邀請日

本的各大學協同參加，一起為開拓新的教育

而創新，以向世界各國傳播為目標。2022
年度也即將開始邀請海外的大學一同參與

企劃。我祈願此平台能成為日本高等教育

的入口，成為夢想留日的學生的一道光，

我願意為此而辛苦工作。

在這樣繁重的工作下，不免有人為我

擔心，不知我在大學教授的本業――    研究工

作上，都還順利嗎？所以接下來，我就來

跟各位聊聊我在研究與教育上的近況。

創立健康情報總合學研究室

我在2019年8月在筑波大學醫學醫療系，

創立了自己的研究室，稱之為健康情報總合學

研究室。到底是怎樣的研究室呢？我想有此疑

問的朋友應該不少。我創立研究室的主旨為

「以世上與健康相關的課題，特別是跨領域

的、與既有的分野無法連結的課題為對象，不

受限於分野、手法、立場等，產生出事物或概

念的原型，向世人提出與解決課題或創造價

值相關的方法論」。我自己本來就是從京都

大學的總合人間學部畢業的，

所以「總合學的確定」原本就

是我至今的研究活動中很大的

一個主題。如何讓「１＋１大

於２」，是創造新的學門分野

嗎？我研究這些的方法論，也認為總合學就

是讓全新的學問誕生形成的土壤。

另外一個我從學生時代就一直涉獵的研

究主題就是「懂科學，並重新思考科學」。

我自己持續地在邁進的研究是：「①解構科

學社群的活動。②理解研究活動與科學技術

的社會包容力。③實踐科技傳播學。④以科

學學者的身分參加科學研究。⑤重新思考方

法論的科學。」因為打破專門分野的框架就

是總合學的活動，所以舉凡哲學思想、人類

學、歷史學、社會科學、情報科學、教育

學、生命科學、營養學、商學、實踐研究、

傳統醫學、武道、設計、藝術等等，好像可

以說是萬能的一樣，挑釁那些已經分化了的

專門學術領域。

就在這樣的研究活動中，我在2021年8
月出版了拙作：『「型」的再考～從科學到

總合學』，書中我重新定義了像武道這樣的

日本傳統的藝能中很重視的「型」，將「非

分析的呈現與傳達的方法」之「型」的概

念，用科學的手法來補足，目的是使其得以

普遍通用。就像這樣的感覺，我以總合學為

目標的方法論作為我的研究。

不過話雖這麼說，在既有的專門分野

中，國際論文在學術的世界中還是非常之

必要的，所以我在我原本的生命科學及科

學計量學的專門領域上，也持續發表論

文。在新冠肺炎蔓延這期間，我不得不滯

留在筑波，但從2019年回日本後起算，我

在國際上發表了12篇的論文。所以說新冠

疫情帶來的也不是只有壞的影響，除此之

イニシアティブのもと、多くの日本の大

学が参加し、一緒に新たな教育を創り上

げ、海外に向けて発信していくことを目

指しています。2022年度は、海外からの

大学の参画募集も開始予定です。日本の高

等教育への入口となることを願いながら、

そして、日本留学を希望する学生の光とな

ることを願って、ドタバタと仕事をしてい

ます。

こんなドタバタだと、大学教員として本

来すべき研究と教育は大丈夫なの？と心配さ

れる方もいらっしゃるかもしれません。とい

うことで、次は、研究と教育の近況です。

健康情報総合学研究室を立ち上げ

2019年8月に私自身の研究室、健康情報

総合学、という研究室を筑波大学医学医療

系に設立しました。何その研究室は？とい

う質問が多くなりそうですが、「世の中の

健康に関する課題、特に、分野横断的な課

題や、既存分野に紐づけできない課題を対

象に、分野、手法、立場などに捉われずに

切り込み、プロトタイプとなるモノコトや

コンセプトを生み出すことで、課題解決や

価値創出に繋がる方法論を世の中に問う」

という指針で動かしています。私自身、も

ともと総合人間学部（京都大学）卒業という

こともあり、「総合学の確立」が現在の研究

活動の大きなテーマとなっています。如何に

して「１＋１」を「２より大きく」し、新

たな学問分野を創出するのか、その方法論

を研究し、新たな学問誕生の土壌を形成す

るのが総合学であろうと思っています。

もう一つ私自身が学生のころから抱いて

いた研究テーマが「科学を知り、科学を再

考する」ということであり、私自身は「①

科学者コミュニティの活動を紐解く。②研

究活動と科学技術の社会受容を理解する。

③サイエンスコミュニケーションを実践す

る。④科学者として科学研究に参加する。

⑤方法論としての科学を再考する。」とい

った活動を進めています。専門分野の枠な

ど取っ払ってしまえ、という総合学の活動

ですので、哲学・思想、人類学、歴史学、

社会科学、情報科学、教育学、生命科学、

栄養学、ビジネス、実践研究、伝統医学、

武道、デザイン・アートなどなど、何でも

ござれという、専門分化したアカデミアに

は喧嘩を売っているような活動となってい

ます。

このような活動の中で、2021年8月に

『「型」の再考～科学から総合学へ』とい

う著書を出版しました。武道など日本の伝統

芸能で重視される「型」を再定義し、「非

分析的な表現と伝達の方法」である「型」

を、科学的手法を補完する方法として一般

化する、ということを目的とした本となっ

ています。こんな感じで、総合学を目指し

た方法論を研究するなどしています。

とはいえ、やはり既存の専門分野での

国際誌論文が必要となるアカデミアの世界

ですので、もともとの専門領域である生命

科学や科学計量学の分野でも論文は発表し

続けています。新型コロナウイルスによ

って、つくばに滞在し続けていたこともあ

り、2019年帰国後以降では、12本の国際誌

掲載の論文を発表することができました。

新型コロナウイルスも悪いことだけではな

いですね。家族と一緒にいる時間も増えま

したし。

私の研究室ですが、現在は、大学院の

修士課程である国際連携食料健康科学専攻
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外也讓我增加了許多和家人相處的時間。

我現在的研究室學生主要是來自國際聯

合食品健康科學專攻的研究所碩士班課程。

這個專攻是我在駐台期間協助成立的，與國

立臺灣大學、法國波爾多大學，以及筑波大

學三校協力組成之國際三聯碩士學位學程。

這個學程的特色是，從這三所大學入學的學

生，會一起以半年為單位，巡迴三所大學，

學習與食品和健康相關的課程並從事研究。

很可惜因為新冠肺炎的影響，台灣與法國的

學生都沒有辦法到日本來，今年筑波大學

的學生也無法入境台灣，報考此學程的同學

應該都是因為能巡迴三校的這個魅力，但可

惜我們只能以線上課程的方式來進行，但很

難避免的是似乎已經造成了學習上的消化不

良。我以這個碩士課程的課程委員長的立場，

希望盡可能的設計讓學生能相互交流的課程，

但不管怎麼設計，線上課程還是有其突破不

了的極限，這也讓我的每天有些焦躁忙亂。

和各位聊了這些我從台灣回到日本之後

的這匆匆三年，除了介紹我的工作內容，也

希望能以此文傳達我的心意，希望大家能了

解，就算在新冠疫情的限制中，筑波大學還

是努力地推動國際事務上的擴展，一樣十分

重視對日本有興趣的國際學生。

最後，我在駐台期間，承蒙逝去的蔡茂

豐先生與許水德先生諸多照顧，不勝感激，

祈禱故人靈魂安息。並深切期望，新冠肺炎

疫情早日緩解消弭，大家能自由來去，歡喜

重逢。2021年12月23日，我在筑波大學的健

康情報總合學的研究室，祝大家身體健康。

（譯：林佳瑤 筑波大學台灣辦事處）

の学生を主に迎え入れています。この専攻

は、私が台湾滞在当時に立ち上げに関わっ

た、国立台湾大学、ボルドー大学（フラン

ス）、そして、筑波大学の三大学が共同で

運営する所謂ジョイントディグリープログ

ラムです。それぞれの大学から入学した学

生が、一緒に三大学を半年づつ巡って、食

と健康に関わる学習と研究をする、という

ことが特徴の修士課程です。残念ながら、

新型コロナウイルスの影響により、台湾と

フランスの学生は筑波大学に来日して学習

することができていません。今年度は筑波

大学の学生が台湾へ渡航することもできま

せんでした。三ヵ国を巡れることを一番の

魅力に感じて学生は入学していますので、

オンライン対応だけではどうしても消化不

良となってしまいます。私自身、この修士

課程のカリキュラム委員長という立場か

ら、なるべく学生同士が交流できるように

カリキュラムを組んでいるつもりですが、

やはり限界があります。こちらでもヤキモ

キし、ドタバタしている毎日です。

ということで、私の台湾から帰国後3年間

のドタバタをお届けしました。私の仕事の

紹介だけでしたが、何となくコロナで制限

がある中でも筑波大学は国際展開を頑張っ

ているのだ、そして日本に興味を持つ学生

を大切に思っているのだ、ということが伝

わっていれば嬉しく思います。

最後になりますが、台湾滞在中からお世

話になり、本年惜しまれながらもご逝去さ

れた蔡茂豐先生と許水徳先生のご冥福を心

よりお祈り申し上げます。そして、一日も

早く新型コロナウイルスが収まり、皆様と

も自由に会える日が来ることを切に願って

います。2021年12月23日。筑波大学の健康

情報総合学研究室より皆様の健康を祈りな

がら。

Spring Box
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私 は こ れ ま で 生 活 の 過 程 を テ ー マ と

して制作を行ってきた。例えば、距離を

移動する過程、或いは時間の経過によっ

て変化する過程など、版画を用いて全て

の生活を記録してきた。そして、版画制

作と私の生活は不可分な関係にあること

を感じ、版画で版画の制作過程を表すこ

とができるだろうかと考えるようになっ

た。また、制作過程において様々な効果

を試すことや偶然が引き起こす表現に対

する驚きは、版画制作の中で私が最も魅

力を感じるところだ。しかし、版画作品

を制作するにあたって制作過程の魅力を

表現するのは難しいと感じている。もし

制作過程を明確に伝えてしまったら、出

来上がったものは作品ではなくて、教科

書 の よ う な も の に な る 恐 れ が あ る か ら

だ。そのため、そのバランスのとり方をい

つも考えてきた。筑波大での二年間では、

制作過程を作品に取り入れたアーティスト

を調べ、自らの創作の参考資料とした。

銅版を専門とするの中林忠良先生の展覧

会で、幸いにもご本人の講演を聞くことが

できた。作品《Transpositionー転移ーIII　

腐蝕過程I》は、銅版を腐蝕液に2時間ずつ

腐蝕し、だんだん小さくなっていく過程を

表したものである。先生はこの作品を自分の

人生に例え「僕も歳月が経るごとに、腐蝕さ

れて少しずつ腐っていくのだろうか。」と

話していた。先生は自然に語っていたけれ

ど、それは私にとってすごくショックだっ

た。彼は版画の制作過程を人生の比喩とし

て使っており、それはまた、版画制作は一

生の課題であることを私に理解させた。

版画の中から自分を探しだす
文 ●  鐘翊綺（人間総合科学研究科 芸術専攻 台北市立大学兼任教師 駐校芸術家）

到目前為止的作品都是以生活的過程為

主題，例如距離移動的過程，又或者是因

經過時間而有所變化的樣子等等。用版畫記

錄我全部的生活。然而，做版畫已與我的生

活密不可分，所以我開始思考是否能用版畫

作品來呈現版畫的製作過程。加上，在版畫

創作的過程裡各式各樣的實驗和偶然間得到

的效果，是我覺得版畫最有魅力的地方。但

是，要將版畫製作過程中的這種魅力展現出

來是很困難的。困難之處在於如果不小心將

這些過程講述得完整而清楚的話，就會變成

教學，而非創作。所以如何在這之間取得平

衡是我一直在思考的事情。利用在筑波讀碩

士兩年的時間調查了一些將版畫表現融入於

作品的藝術家，作為自己創作的學習對象。

在一次蝕刻銅版畫大師―― 中林忠良老師

的展覽中，很榮幸地能聽到老師介紹自己的作

品《Transpositionー転移ーIII 腐蝕過程I》，

這作品是將銅版每兩小時腐蝕一次，銅版漸漸

地變小。中林老師用這件作品來比喻自己的生

命，說著自己是否也因為歷經歲月而一點一滴

地腐朽著。老師很自然地講述著這件事，對我

來說卻是當頭棒喝。他用版畫的製作過程在比

喻生命，也讓我瞭解到創作是一輩子的事。

在碩士的這兩年中，無數個因為想作品

睡不著的夜晚，時常看著空白的版子就會問

自己到底為何而創作？為何非做不可？但在

這無數個與版子對談的日子中，漸漸地明白

到我不是為什麼而創作，而是創作已經變成

我生活的一部分。用自己的方式為自己的生

命留下足跡。做版畫其實就像過日子，每天

好像都在重複著一樣的事情，但因為一些偶

然而使每一天都不一樣。而這些層層堆積出

來的記憶成為了現在的我們。

文 ●  鐘翊綺（人間綜合科學研究科 藝術專攻 台北市立大學兼任教師 駐校藝術家）

在版畫中找到自己
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Beyond the end
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校友紹介

 修士の二年間、制作のことを考えて眠れ

ない夜が何日もあった。真っさらな版を目

の前にして、なんのために制作しているの

か？なぜそれをしなければならないのか？

という疑問がずっと頭の中を巡っていたも

のだ。しかし、版と話し合ったこの数え切

れないほどの日々の中で、私は自分が何の

ために制作しているのかではなく、制作す

ることそのものが私の人生の一部になって

初心忘れるべからず／呵護初心
第８回山本鼎版画大賞展  入選

いることに徐々に気がついていった。自分

の方法で自分の人生に足跡を残す。版画を

制作することは、実は人生を生きるような

ものである。毎日同じことを繰り返してい

るように見えるが、偶然のできごとによっ

て毎日が異なる。そして、全ての記憶が重

なり合って今の私たちが形成されているの

だと思う。（訳：日高衣紅 人間綜合科學研

究科 博士後期課程 藝術專攻）

鐘翊綺版畫作品  修了日誌 638
筑波大學 芸術専攻優秀作品賞
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現 在 私 は 書 道 の 分 野 の

博士前期課程で学んでいま

す 。 研 究 生 時 代 を 含 め る

と、早いもので筑波での生

活も３年になりました。日

本に来たばかりの時は右も

左もわからずドギマギして

いましたが、今は日本語で

二本の論文を書けるまでに

なりました。手前味噌なが

ら、筑波大学は確かに専門

の知識と外国語能力を養っ

てくれる場所だと言えまし

ょう。

私の専門について、どうしてわざわざ日

本に行って書道を専門的に学ぶのかとびっ

くりされるかもしれません。書道といえば

中華世界特有の芸術だと思われるかもしれ

ませんが、実際には「書道」は唐代に日本

に伝わっていらいすっかり根付いているの

です。それに、日本の大学の中での書道の

専門と言えば、必ず筑波大学が挙げられま

す。日本で最も長い歴史と伝統のある大学

の一つとして、その漢文化の知識の蓄積は

アジア圏の中でも最たるものです。先生方

の顔ぶれも、書道の大家の今井凌雪先生か

ら一昨年退職された中村伸夫先生まで、ま

た私の指導教授の菅野智明先生等々、それ

ぞれ研究界ないしは書壇における第一人者

です。というわけで世界に名を馳せる筑波

大学の書道専攻の自慢はここまでにしてお

きます。

言うまでもなく、こんなすごいことずく

めの筑波大学の書道専攻の課程に入るのは

容易いことではありませんが、不可能でも

ありません。書道の博士課程に入った台湾

人は私の他にも５人いて、卒業生には台北

故宮、芸術大学で教壇に立つ等、国内で活

躍しています。

そのようなわけで、書道に興味のある方

には、筑波大学の書道専攻を強くお勧めし

ます。不定期でアジアの著名な大学や美術

館の学者を広くお招きしたシンポジウムを

開催しており一般公開もされています。読

者の皆様も機会があれば是非ご参加いただ

き、台湾と日本の学術交流と絆を更に深め

られたらと思います。（訳：服部美貴　日

本語・日本文化学類／地域研究研究科　台

湾大学日本語文学系講師）

筑波大学書道専攻の経験
文 ●  沈伯陽（人間総合科学研究科  博士前期課程芸術専攻  書領域 ）

本人目前攻讀於的書法領域的博士前

期課程。加上此前研究生的就讀年數，時

光荏苒，迄今已在筑波過三年矣。從剛開

始到日本的生澀膽怯，到如今已用日文發

表了二篇期刊，老王賣瓜的說，筑波大學

確確實實的培養了我專業知識與外語技

能。

說 到 我 的 專 業 ， 或 許 另 聽 者 為 之 一

震，不知為何專程遠赴扶桑來學習書法

這門學科?誠然，言及書法，大家總覺得

這是中華兒女的獨有藝術，然而其實自唐

代以來，「書道」這一風尚便在日本落地

生根，其漢學的涵養深度於臺灣有過之而

無不及。而提到日本大學中的書法專業，

就不得不提起筑波大學了。身為日本最古

老的大學之一，其漢文化的知識儲備量，

就算置之亞洲圈也可謂首屈一指。窺其師

資陣容，從大書法家今井凌雪到前年退休

的中村伸夫先生，以及我的指導老師菅野

智明教授，各個都是研究界乃至書壇的佼

佼者。海內外對此多有讚揚，為避自擂之

嫌，就不多費筆墨於此了。

在這些光環之下，無庸置疑要進入筑

波的書法專攻確實有一定的難度，然並非

不可能。除去本人，歷屆進入書法博士課

程就讀的台灣人尚有五人。畢業生之中，

不乏有在台北故宮、藝術大學任教者，國

士之風可見一般。

因此，對於書法有興趣之同好者，我

十分推薦您就讀本校之書法專業。敝系也

會不定期舉辦研討會，廣邀亞洲各名校、

美術館之學者。由於所有活動皆是向大眾

公開，期望讀者們能有機會共襄盛舉，促

進台日學術圈之間的交流與羈絆。

文 ●   沈伯陽（人間綜合科學研究科  博士前期課程藝術專攻  書道領域 ）

筑波大學書道專攻之淺抒
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鬼怒川での友人との論書
於鬼怒川與友人論書

日本の先生から古典書
道を学ぶ
向日本先生學習古典書
法
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Japan-Expertプログラムでの学び
文 ●   羅媛（Japan-Expert プログラム ）

Japan-Expertプログラムには日本芸術、

日本語教師養成、ヘルスケア、アグロノ

ミスト養成の４つのコースがあり、私はア

グロノミスト養成コースで学んでいます。

このプログラムは入学後の半年間にJapan-

Expertプログラム専用の日本語の授業があ

り、レベルと専門によって分けられたクラ

スで集中的に日本語を学ぶことによって、そ

の後に学類に入って日本人学生と一緒に日本

語で授業を受ける段階にスムーズに移行し、

効率的に学習できるようになっています。

学類の授業を受けるようになってからは

決して楽ではなく、更にコロナ禍での勉強

は更に大変でした。しかし、生物資源学類

の専門領域は幅広く、また筑波には多くの

バイオテクノロジーセンターがあって先端

の研究現場が近くにあるおかげで、防疫対

策を十分にした上で高いレベルの学習を続

けることができています。

更に、筑波大学は研究学園都市の重点大

学であるため、科学の研究や実習の機会

にも恵まれています。Japan-Expertプロ

グラムでも日本でのインターン制度があ

り、日本での就職に繋がりやすくなって

います。海外にいて日本での就職に興味

がある方、特に生物環境関連分野を学び

たい方には、筑波大学を是非お勧めした

いと思います。（ 訳：服部美貴　日本語・

日本文化学類卒／地域研究科日本語コース

修了、台湾大学日本語文学系講師）

很慶幸能夠加入到Japan-Expert，我

們有四個課程，分別關於藝術、日本語教

育、看護學以及生物資源農學。我就讀於

生物資源農學相關領域，在進入學系前，

我們有半年的集中日語課程，依照程度及

專攻分班，讓我們在之後銜接系上課程時

能更好的融入。也因此作為留學生，我們

卻能夠直接使用日語跟日本人同儕一起上

課而無隔閡，讓在日本的學習更有效率。

進入學類之後的學習並不輕鬆，疫情下的

學習更是困難，但是生物資源學類的領域

廣泛，筑波更有許多生技中心能夠讓我們

更親近先端研究現場，在充足防疫之下仍

能持續較高品質的學習。此外，筑波大學

作為筑波科技城中的重點大學，在科學研

究及實習也有很多的機會，Japan-Expert
學程也會安排日本在地的實習，使我們更

好銜接當地的就業。對於在海外且對日本

就職有興趣，特別是生物環境相關領域的

學習，筑波大學是個不錯的選擇。

文 ●   羅媛（Japan-Expert Program)
留學心得



台湾待機留学生の集い
台灣待機留學生暖心聚會
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台 湾 オ フ ィ ス 報 告 台灣辦事處報告

筑波大学台湾オフィス便り

台湾校友会の皆様、お変わりございま

せんか。会報第６号の発行、おめでとうご

ざいます。いつも皆様のお力添えをいただ

き、筑波大学側から国際室日比生氏と台湾

オフィス担当陳祥氏のサポートによりスタ

ッフ林佳瑤氏とともにこれからも台湾オフ

ィスの活動を進めて参ります。

一昨年からコロナ禍のため、それぞれ

の国の水際対策により渡航は非常に困難

になりました。日本への入国希望の留学

生は、留学ビザが発給されず、自国に留

まっているケースが急増しています。現

在、筑波大学に入学したが、台湾で留学

ビザの発給を待つ待機留学生（未渡日外

国 人 留 学 生 ） が 2 0 数 名 に も 及 び ま す 。

大学としてあの手この手を使ってこの問

題の解消に奮闘していますが、現在、日

本で感染急拡大している新型コロナウイ

ルスのオミクロン株が治る目処がつかな

い限り、入国制限の緩和は難しいと思い

ます。今回、台湾オフィスの呼びかけと

台湾校友会と筑波大学台湾人留学生会の

ご協力により待機留学生５名が初めての

「台湾待機留学生の集い」（2022年1月

14日、国立台湾大学構内）に参加してく

れました。今回の集いの狙いは台湾待機

留学生同士と先輩方との情報交換や筑波

大学への要望などの場を設けることであ

りましたが、和やかに楽しくあっという

間に２時間が経ちました。次は、第7回目

の台湾校友会の総会の参加に台湾待機留

学生をお誘いしています。

日本の多くの大学において２年前まで

卒業や修了の際、いくつかの学位から１

つを選択して取得することができました

が、文部科学省の働きにより従来のよう

に学類や研究科のような組織に着目した

大学制度ではなく、学位の取得を目指す

学生の学修の視点に立って、学位のレベ

ルと分野に応じて達成すべき能力を取得

するように体系的に設計された、学位プ

ログラムの実施に着目した大学制度（学

位プログラム制度）の再構成を各日本の

大学で進めてきました。本学において、

大学院の〇〇〇研究科や〇〇〇専攻がほ

ぼ消え、〇〇〇学術院、〇〇〇研究群や

〇〇〇学位プログラムと名称が再構成さ

れました。かなり複雑に大学院のみ変更

しましたので、修了した大学院の名称が

どのように変更したかご興味のある方は

https://www.tsukuba.ac.jp/education/を

ご覧ください。筑波大学は引き続き「筑

波大学基金」（https://futureship.sec.

tsukuba.ac.jp/）のご寄付を校友会の皆様

から承っております。

　台湾オフィスは今後もご質問・ご意

見などを受け付けていますので、ご遠慮

なく、お問合せください。今後とも校友

会の皆様のご指導・ご鞭撻の程、何卒よ

ろしくお願い致します。

文 ●  阿部淳一ピーター

筑波大學台灣辦事處

台灣校友會的各位朋友，別來無恙？一

切可好？在此先恭賀校友會會刊第六期的

順利發行。長久以來都承蒙各位校友的支

持，筑波大學國際處的日比生先生、負責

台灣事務的陳祥小姐、台灣辦事處的林佳

瑤小姐以及我，才能共同合作推動台灣辦

事處的活動。

從二年前新冠肺炎的疫情爆發，各國

開始實施禁止外國人入境的邊境政策後，

出國變得非常困難。因為暫停發行留學簽

證的關係，越來越多想入境日本的留學

生，都不得已而只好滯留在各國。目前為

止，得到筑波大學的入學許可但仍留在台

灣等待簽證發行的台灣學生(稱之為未渡日

外國人留學生)約有二十幾位。為了解決這

個問題，雖然大學也用盡了各種管道，但

因為目前日本再次面臨了疫情的擴大，所

以在最新變異株奧密克戎（Omicron）的傳

播尚未緩解的情況下，我認為開放入境的管

制還很困難。這次由台灣辦事處主辦，台灣

校友會及筑波大學台灣留學生會所共同舉辦

的「台灣待機留學生暖心聚會」（2022年1
月14日、地點在國立臺灣大學校內），有五

位同學來參加。期望在台灣的這些待機留學

生能藉此機會相互認識，交換情報，也能直

接向我們表達對筑波大學校方的意見。活動

當天在歡樂和諧的氣氛中，很快地二個小時

就過去了。然後台灣的待機留學生們，也均

受邀參加第七次的台灣校友會總會。

二年前日本有不少的大學制度是在畢

業時，可以在若干學位中擇一取得。但在

文部科學省的推動下，現今日本各大學都

朝著重新構築制度 (學位學程制度 )的方向

進行，也就是舊制學類和研究科之類的組

織都將重整，以取得學位為目標的視角切

入，設計以學位的層級與各分野應具備的

能力為取得學位的新體系。所以本校的大

學院中的〇〇〇研究科、〇〇〇專攻等都

將消失，重整為〇〇〇學術院、〇〇〇研

究群、〇〇〇學位學程。因此大學院變得

更加複雜，而修了後的大學院將變成什麼

名稱？歡迎有興趣的朋友點進以下連結查

詢。https://www.tsukuba.ac.jp/education/
另外，「筑波大学基金」（https: //

futureship.sec.tsukuba.ac.jp/）持續在校

友會進行募款活動。

若有相關的問題及意見，請不要客

氣向我們詢問。再次感謝校友會各位的厚

愛，靜候諸位校友的指導與鞭策。（譯：

林佳瑤 筑波大學台灣辦事處）

文 ● 阿部淳一Peter

https://www.tsukuba.ac.jp/education/ https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp/
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筑波大学台湾校友会規約

【名称】
第１条			 	本会は「筑波大学台湾校友会」と称する（英語

名 は University	of	Tsukuba	Taiwan	Alumni	
Associationとし、UTTAAと通称する）。

【趣旨】
第２条		本会は、会員相互の親睦をはかり、日台両国の相互

交流と友好発展に寄与することを趣旨とする。

【活動】
第３条		本会は、第２条の目的を達成するため、名簿作成、

校友及び筑波大学との交流
協力、親睦会、その他、会員が提案する活動などを行う。

【会員】
第４条	本会は、下記の該当者で構成する。
（１）		筑波大学または前身となる大学の学群・大学院の卒業

・修了者
（２）筑波大学に学位請求論文を提出し学位を認定された者
（３）一ヶ月以上筑波大学に在籍し学習・研究等を行った者
（４）	一ヶ月以上筑波大学に滞在し教育・研究等に従事した

者
（５）	本会の入会希望者は、幹事会の定めるところにより

入会の申し込みを必要とする。

【賛助会員】
第５条		本会の発展に多大な貢献のあった者及び本会の趣旨

に賛同する者で、会長・副会長等が認める者は賛助
会員となることができる。

【退会】
第６条	会員は個人の事情でいつでも退会できる。

【総会】
第７条　
（１）	総会はすべての会員をもって構成する。
（２）	総会は次の事項について決議する。
	 ―会員の除名
	 ―会長、副会長の選任または解任
	 ―会則の変更
	 ―会計監査の承認
（３）		総会は定時総会として年1回開催するほか、必要が

ある場合に開催する。
（４）	総会は幹事会の決議に基づき会長が招集する。
（５）	総会の議長は会長がこれに当たる。
（６）	総会における議決権は、会員1名につき1票とする。
（７）		総会の決議は総会出席者の議決権の過半数をもって

行う。
（８）		会員は代理人によってその議決権を行使することが

できる。
（９）	総会への発議は幹事会を通しておこなう。
（１０）		総会の議事については、議事録を作成し、議長が

署名押印する。

【役員】
第８条
（１）		本会は役員として会長１名、副会長若干名、幹事長

を置く。
（２）		本会は名誉会長、名誉副会長及び顧問を置くことが

できる。
（３）	会長、副会長は総会の決議によって選出する。
（４）	顧問は幹事会によって選任する。
（５）		名誉会長、名誉副会長は幹事会によって推薦され、

総会の承認を持って選任する。
（６）	会長は幹事会を組織し、本会の活動を管轄する。
（７）		副会長は会長の職務を補佐し、会長が職務遂行しか

ねるときにその職務を代行する。
（８）	会長、副会長の任期は２年とし、再任を妨げない。

【幹事会及び事務局】
第９条
（１）	本会の運営のため幹事会を置く。
（２）	幹事会の事務局を筑波大学台湾オフィスに置く。
（３）		幹事会は、会長、副会長、事務局長、副事務局長若

干名および事務局員、筑波大学台湾オフィス構成員
より構成される。

（４）	事務局長は、会長によって選任する。
（５）	事務局長は、副事務局長、事務局員を選任する。
（６）	幹事会は、次の活動を行う。
	 ―本会の活動執行の決定
	 ―本会の会計監査
	 ―事業報告書の作成
	 ―総会の開催
	 ―会員名簿の管理
	 ―筑波大学との連絡調整
	 ―	会員からの意見をとりまとめ、会則、附則変更な

どを総会へ発議する

【会費】
第１０条		本会の会費は附則に定める。また、総会開催など

実際の活動内容に合わせ、適宜徴収もしくは厚志
を募るものとする。

【会計】
第１１条	
（１）		本会の会計年度は、毎年１月１日に始まり１２月

３１日に終わる。
（２）		本会の会計は事務局にて管理し、幹事会はこれを監

査し、総会の承認を得る。
（３）		本会に納められた会費および寄付は税金控除の対象

とはならない。

【除名】
第１２条		会員が本会の目的に逸脱する行為又は本会の名誉

を傷つける行為を行ったときは、幹事会の議決を
経て、その資格を失う。幹事会は総会に報告する。

【会則の発効】
第１３条		本規約は2016年 2月20日に校友会設立式で可

決され、2016年 2月20日より発効する。

【規約改正】
第１４条	
（１）	この会則は総会の議決によって変更することができ

る。
（２）	本規約の解釈権は幹事会に属する。

【附則の取扱い】
第１５条
（１）		本会則は会則に矛盾しない限りにおいて本会の運営

のために附則を置くことができる。
（２）	附則は総会の議決によって変更することができる。

附註
１本会の最初の会長は林華韋とする。
２本会の最初の副会長は潘進丁と邱若山とする。

附則
【会費】
第１条
（１）	本会の入会金を1000台湾ドルとし、入会時に一度
支払うものとし、終身会員となる。

筑波大學台灣校友會章程

【名稱】
第一條   本會名稱為”筑波大學台灣校友會”（英文名稱為

University of Tsukuba Taiwan Alumni Association，英文
縮寫為 UTTAA）。

【宗旨】
第二條　 本會之宗旨在於服務會員，增進會員之間的友誼，

期能對台日兩國之間的國際交流有所貢獻。

【活動】
第三條  本會為達成第二條之目的，將致力於會員名冊的製

作、校友間的以及與筑波大學之間的交流，舉辦聯誼
會及會員提議之活動。

【會員】
第四條　本會會員由以下成員組成：
（1） 在筑波大學或東京文理科大學、東京教育大學、圖書館

情報大學之大學部或研究所畢業者
（2）向筑波大學提交論文獲得學位者
（3）在筑波大學從事學習或研究一個月以上者
（4）在筑波大學從事教育或研究一個月以上者
（5）完成秘書處所訂之入會申請程序者。

【贊助會員】
第五條   對本會的發展做出重大貢獻及贊同本會宗旨者，經本

會會長、副會長等合議後，可成為本會贊助會員。

【退會】
第六條　會員可自主隨時退會。

【總會】
第七條
（１） 總會由所有的會員所組成
（２） 總會將決議以下事項：
 ―會員之除名
 ―會長、副會長的選任或解任
 ―會則之變更
 ―會計監查之承認
（３） 總會定期一年召開一次，必要時可加開臨時會 。
（４） 總會以幹事會的決議為基礎，由會長召集。
（５） 總會的議長由會長擔任。
（６） 總會的決議權，每位會員各一票。
（７） 總會之決議須出席會員之半數以上同意始為有效。
（８） 會員的決議權行使可委託代理人。
（９） 總會的新議題將透過幹事會提案。
（１０） 總會的議事將做成會議記錄，由議長簽名蓋章。

【幹部】
第八條
（１）  本會的幹部將設置會長 1 名、副會長若干名、並設置

秘書長。
（２） 本會可設置名譽會長、名譽副會長以及顧問。
（３） 會長、副會長由總會之決議選出。
（４） 顧問由幹事會推薦聘任。
（５）  名譽會長、名譽副會長由幹事會推薦，總會認可後任

之。
（６） 會長組織幹事會，並管理本會之所有活動。
（７）  副會長協助會長執行會務，於會長無法出席時，代行

其職務。
（８） 會長、副會長的任期二年，可連選連任。

【幹事會及秘書處】
第九條
（１） 為維持本會的營運設置幹事會。
（２） 幹事會之秘書處設置在筑波大學台灣辦事處。
（３）  幹事會由會長、副會長、秘書長、副秘書長若干名、

幹部及筑波大學台灣辦事處之成員所組成。
（４） 秘書長由會長選任。
（５） 副秘書長、幹部由秘書長選任。
（６） 幹事會將執行以下之活動
 ―本會活動執行之決定
 ―本會之會計審查
 ―事業報告書之作成
 ―總會之召開
 ―會員名冊的管理
 ―與筑波大學之聯絡調整
 ― 統整會員之意見，向總會提出章程及附則變更之提

案

【會費】
第十條 本會之會費依附則所定。另外，配合召開總會等實際
活動內容之需求，得收取費用或募捐。

【會計】
第十一條
（１）  本會的會計年度，由每年的一月一日開始至十二月

三十一日為止。
（２）  本會的會計將由秘書處管理、由幹事會監督、經總會

認可後向所有會員公開。
（３）  本會繳納之會費與捐款均無法提報列舉扣除稅額之

用。

【開除】
第十二條　 違背本會宗旨或損害本會聲譽之會員，經幹事會

表決通過，提交總會議決，取消其會員資格。

【章程的生效】
第十三條　 本章程於2016年2月20日校友會成立大會通過，

自 2016 年 2 月 20 日起開始生效。

【章程修改】
第十四條
（１） 本章程可依總會之決議而修改之。
（２） 本章程之解釋權屬於幹事會。

【附則之運作】
第十五條
（１）  在不與本會則相矛盾的情況下，可依本會的營運需

求，設置附則。
（２） 附則在總會決議後可變更。

附註
（１） 本會最初之會長，由林華韋先生擔任。
（２） 本會最初之副會長，由潘進丁及邱若山先生擔任。

附則
【會費】
第一條
（1） 本會入會費為新台幣 1000 元，入會時一次支付，即可

成為終身會員。
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編集後記

コロナウイルスがその暴威をふるい続け、
変異株が続出し、ウィズコロナの日常が強い
られて来た2021年の一年間、われら筑波大
学台湾校友会と母校との連携もオンライン会
議、オンライン留学説明会、オンライン海外
留学フェアなどとオンライン尽くめの対応策
で、行われてきました。台湾ではオミクロン
の呼び名を「我沒空」と茶化して覚えます
が、本当にコロナ禍の対応に暇なしですね。
　前年台湾教育部から終身成就賞を受賞した
林華韋会長は台湾体育運動大学学長退任後、
教授を務める一方、台湾プロ野球富邦ガーデ
ィアンズ監督に就任し、台湾のスポーツ界に
さらなる貢献をし続けます。母校の加納治五
郎初代学長の韋駄天を連想します。
服部美貴氏の「帰国留学生同窓会のネット

ワーキング」の紹介は貴重で、第5回台湾人
若手カフェ、第2回筑波会議にオードリー・
タン台湾デジタル大臣を迎えての講演、虎
年の春聯イベント、同窓会など、少数の対
面式以外は、すべてオンラインで順調に実
行されました。
井脇毅氏は「台湾・日本の野球の架け橋」

として田澤純一投手、余書農　氏、林華韋会

長そして筑波大学との連携を紹介してくださ
いました。
大庭良介先生は台湾オフィス所長を離任

し、台湾から帰国後の3年間の多彩なご活躍
をドタバタとご謙遜しておっしゃっています
が、感心の限りです。　
母校在学中の後輩たち、羅媛氏、沈伯陽氏

はそれぞれ所属の研究科、専攻を面白く紹介
してくれました。
　大庭先生も触れていらっしゃるように去

年、我々の大先輩である蔡茂豐先生、許水徳
先生がご逝去されました。謹んでご冥福をお
祈り申し上げます。
去年一年間、日本から何度も重ねてのワク

チン支援を台湾はいただきました。台湾の国
民として、言葉に尽くせない感謝を抱いてお
ります。日台両国の絆はさらに緊密に結ばれ
ています。
コロナ禍が一日も早く収束／終息すること

を願ってやみません。国境が開放され自由に
日台の間に往来できるようになった日には、
すぐ母校の懐に飛込みたい気持ちです。
皆様、今年こそ再会を楽しみにしつつ、ど

うぞご健康にお過ごしくださいませ。

新 冠 狀 病 毒 持 續 肆 虐 ， 新 變 異 型 擴

散 ， 2 0 2 1 一整年，不分國度，人類被迫

過著必須與病毒共處的日常生活。我們筑波

大學台灣校友會和母校連結的各種活動；總

會、留學說明會、海外留學座談會等、都是

以線上連結作為對策來進行。在台灣，我們

甚且把オミクロン的病毒名稱用「我沒空」

的諧音來記，真是防疫沒空啊！

編輯後記 啡座談會，第二屆筑波會議邀請台灣行

政院政務委員唐鳳演講，虎年寫春聯活動、筑

波同窗線上聚會等，除了少數的對面實體參

加之外，大多是以線上方式順利舉行。

井脇毅先生的〈台日棒球的橋樑〉介

紹了在台灣活耀的田澤純一投手與余書

農、林會長和筑波大學的緊密關係。

大庭良介老師在結束台灣辦事處處長

工作回到母校之後，展開多采多姿的國際

交流工作以及專業的研究工作，令人敬佩

與感動。

目前在母校就學中的學弟妹、羅媛、

前年獲得台灣教育部頒發終身成就獎

的林華韋會長卸下台灣體育運動大學校長

職務，擔任教授並出任職棒富邦悍將領

隊，繼續對台灣體育界做出更大的貢獻。

會讓我們聯想到擁有韋駄天美名的母校第

一任校長加納治五郎。

服部美貴的「歸國留學生同學會活動

報告」很是珍貴，第五屆台灣年輕人咖

沈伯陽二位介紹了他們所屬的研究科，期

待他們有豐碩的成果。

大庭老師也有提到，我們去年失去了

蔡茂豐老師、許水德先生兩位大前輩，在

此謹祈兩位前輩的冥福。

去年一年之間，台灣獲得了日本多次

贈送疫苗的支援，對台灣人而言真是難以言

喻的感謝。台日情誼因疫情而更加鞏固。

希望新冠病毒疫情早日結束，國境開放台

日間能自由去來時，馬上投入母校的懷抱。

期待今年能夠再相會，請大家保重身

體健康。

廣告贊助校友：

揚雅(統豪)國際股份有限公司 黃裕益 (農林工学研究科博士1992年畢)

和友檢驗科技有限公司 莊坤遠 (農林工学研究科博士2002年畢)

國立屏東科技大學 李柏旻 (農林工学研究科博士2004年畢)

全台物流股份有限公司 張建中 (經營政策科學研究所碩士1988年畢)

全家便利商店股份有限公司 潘進丁 (經營政策科學研究所碩士1985年畢)

筑波大学台湾校友会会費、寄付金のお振込みは、以下の口座にお願いします。

帳號： 玉山銀行   大墩分行   0288979138615

戶名： 莊坤遠

編⺀  輯  邱若山、孫寅華、服部 美貴、林佳瑤

封面設計 曹融

發 行 人  林華韋

出 版 人  筑波大學台灣校友會

 台北市大安區長興街81號2樓

 02-3366-9313

出版日期 2022年3月12日

版權所有‧翻印必究 Printed in Taiwan

筑波大學台灣校友會會刊 第六期

照片拍攝地點

総合研究棟 A を望む
遠眺總合研究棟 A

文 ● 邱若山（文芸・言語研究科 静宜大学日本語文学系教授兼系主任）

文 ● 邱若山（文藝・言語研究科 静宜大學日本語文學系教授兼系主任）



筑波大學台灣校友會會刊 VOL. 6 4948

校友紹介 校友寄語

48



筑波大學台灣校友會會刊 VOL. 6 5150

校友紹介 校友寄語



筑波大學台灣校友會會刊 VOL. 6 5352

校友紹介 校友寄語

筑波大學台灣校友會會刊 VOL. 3 53



06
2 0 2 2


	筑波校友會刊第六期cover
	2022筑波大學校友會

