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東日本巨大地震が留学生に与えた影響

ーインタピ、ューを通し

王敏東。 益説。{山 光明

Impact 311 Earthquake on Ovεrseas Students in Japan: 

Interviews 

Ming~tul1g 'iVANG ; Yi~Hung LfN ; Mitsuaki SEJ¥TBA 

This study aims at 

Ab理1:1"担CIi:

how Japan 

affected the ov合:rseasstudents in Japal10 This intervi日明led

lS ovel・5朗 sstudenis (13 Taiwan出怠司 i Korean and 1 Chinese)， ，;:maii 
intervie¥ved 3 Taiwanese siudents and chatted with one teacher 

20日 BasicaHyロlost 印刷叩deeslove Japan and had 

to long before the earthquake. On the 0心currenc母of

同 "''''iU''~''， most overseas students felt shock. But Shl1Ce they love too much 
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要旨

本研究は 20U年、3月 u日に起きた東日 し

たもので'ある。具体的には:2:011 年 3 月 ~6 )'Jに日本に留学していた

いる、しようとしている)学生 l日5人(台袴人 l臼3人、鴇国と中国大陸ノλ人人人晶4各寺
に対するインタ夕、ピューをまとめた。また、直接インタビューしたわけで、はないが、

メール等の形で、地震当時日本にいた引率の先生、そして台湾の日本語学科を卒

業後ワー守ング cホリデーで日本に1Toっている人、あわせて 4人{し、ずれも台湾

人)の意見も得た。基本的には日本に留学までした学生はもともと日本のことが

かなり好きで、今回の地震が発生する遥か前より留学しようと考えても
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い。多くの留学生たちは、何もかもよく見えていた日本で今回起きた地震を、最

初は驚き、痛々しく思ったが、心のどこかに蓄えていた日本に対する信頼で、敢

えて家燥の反対を押し切り自分の夢を追うように留学に踏み切った。それに対し

て、日本に不信感を抱いた人ももちろんいるが、少数である。

1、はじめに

地理的位置や歴史的なつながりの関係で、日本は台湾、韓国、そして中国大陸

と深い関係、がある。とくに、半世紀問も日本に統治されていた台湾では円70年

代後期より「恰日族Jと呼ばれている日本愚演または日本が大好きな若者が増え、

日本ブームとなっていた¥2011年 3月 11日に起きた東日本巨大地震に対する台

湾からの義援金が l70億円以上にも上ったことからも、台湾人が日本に対して友

好的な態度を取っているのが分かる担。

ところで、日本の独立行政法人日本学生支援機構が発表した「外国人留学生在

籍状況調査一留学生受入れ概況j によると、日本に留学する台湾人留学生は平成

1.8年から 21年まで、前年度に比べて増加し続けてきたが、平成 22年は 21年に

比べてお人減少 した、としづ。今回の地震が、留学生の日本へ行きた

いという;意欲にどう影響を与えるかが興味深いロ本研究は、社会学をはじめとす

る多くの研究で利用されている質的調査のインタビュー法を過して、学生の生の

F討を記録 a 検討する。

2、インタピュー調査

この節ではまずこの 15名の留学生について簡単に紹介する。次は訪問調査の

内容(半構造化インタピュ一面接の設問)を紹介した後、訪問を受けた者の答え

をまとめる。

2・1、インタビューを受けた学生の資料

15人の学生を対象としたインタビューの美総期間は 2()j1 年 4 月 15 羽 ~6 月 7

Hである。また、この 15人lこ関する

地震当日寺し、7こ
場所

台湾(留学半年

後の一時帰国)

l 隙 (2009;l)など。日本にも酒井亨 (2004)W恰日族 なぜ日本が好きなのかJ!(光文?土)

という著書が出版されている。

2 2011年6月 3日『読売新聞J!r r台湾に親近感J日本人アップ震災支援で好感情jなど。
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③ 台湾 女 ニ十代 山形 交換留学生 日本語 ! 日本の的
性 前半 (大学院生) の山形t留学半

年後)

③ 台湾 女 -十代 十薬 交換留学生 日本語 日本の留半先

性 前半 (学部生) の近くの東京

(日本に行っ

て三日目)

④ マレー 女 ー十代 千葉 交換留学生 B本語 日本の留学先

シア革審 性 前半 (学部生) の近くの東京

僑(台湾 (日本に行っ

の大学 て三日間)

日本語

学科在

学)

⑤ 台湾 女 -十代 千葉 交換留学生 白木諾 日本の留学先

性 前半 (学部生) の近くの東京

(日本に行っ

⑤ 台湾 女 ー十代 千葉
て三日自)先 I
日本の留学

f生 前半 (学部生 め近くの融|
(日本iこffっ

て二日自)

⑦ 台湾 女 ー十代 千葉 交換留学生 日本語 日本の留学先!

性 前半 (学部生) の近〈の東京

(日本に行っ

て三日呂)

③ 台湾 女 ー十代 京都 交換留学生 日本諮
後台湾の一(留時学帰半国年) 

(学部生)

③ 4と4】十揮弓 埼玉 日本語学校 日本誇 台湾(日本に行

の学生{台湾 え直前)

で修士号を

取得したが、

日本の大学

院に進学す

る予定)

⑩ 台湾 5号 ー十代 神戸 大学院生(台 日本語 台湾(活三本に行

性 後半 湾ーで修士号 く直前)

を取得Lた

が、日本の大

学院に改め

て進学)

⑬ 台湾 女 二十代 名古 日本諮学校 企業管理(台 i台湾問こ
{全 前半 震 の学生(もと 湾の塾で回 定通り出発)

社会人) 本語争勉強)

⑫ J口:.，.，~問a之 男 -十代 名古 日本諮学校 Marine 台湾(2011年 4
E雪量ll1een型基
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韓国

4人で日 4人(その

うるの 3人はインタピコーを受けたi常点、ではまだ出発Lていなかった)となって

しVる。地震当時いた場所は母国の{也、留学先の山形、関東、関西である。

たは“j~平 '{'J司令"なもの2:~寸る。具体的には íA: vいつから日本

iこ留学する二とを決めてしもたか。 J、 r.s :留学に行〈言I.Iに日本へ干すったことが

あるか。¥ちしあったならば、日本にどうしもう印象を受けた刀、) J、 rc 今

回はどういう気持ちで臼木に留学に行ったのか。 J、 fD:地震当時の様子・を閣

かぜで〈だδい仁三j時iゴどうし寸気持ちだったか。何を考えていたかっ J (地震

当時台泌にいた殺に iu':地震のことを聞いた時はどういう気J持ちだったか。{可

を考えでいたか。 J)、 fE:大きな地震だと知って、留学をやめようと J程、った

か。 、 Ir :留学の「中ニ!または

なさぅ:わけなどがあるか。 りょとえば家旗の希望、一緒に留学する(レどいた)

地震への怖さや不安-;;t， ~:') j 、 iG:留学を中止して帰国してから

3近年日本におけめ留学生0)出身国 o地域))}IJ滋学生数上位 3{立となヮているのもこの 3

ケ所ヴある f常旬、ブl'住IJi:1選、締罰、ち湾の織となーっている)。まして、台湾人、中国大陸と

車産習は日本の鱒辺にあり、日本:との交流の歴史も長い。

4 この :2:<)1))';生績の殺聞は現象の;þ~}~ と意義惑が探究刊さ、質的な研究tこ向いて[，、ゐためであ

る{際 (2002: 28)) 0 
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どう思うか。(日本に未練があり、留学の機会が失われたことが惜しいと思うか。

それともほっとしたか。)J (留学を継続した者に rG': (放射能漏れ事件を含

めて)地震後の留学生活をどう思うか。(留学を続けても大丈夫だと考えている

か、それとも常に余震や放射能漏れのことを心配しているか。)J、 rH:帰国

してからしばらくたった今、日本(地震後の放射能漏れ事件を含めて)について

どう思っているか。 J、 rI :自分は r~合日族J (日本最展)だと思うか。今はど

うか。それはどうしてか。(日本の原子力発電所への対処を含めて)今回の地震

で日本に対する感じ・態度が変わったか。(たとえば日本がうまく放射能漏れを

止められないせいで、留学をやめさせられた、または台湾にいても放射能の脅威

を感じるなどのようなことがあるか。)J、 r] :近々日本に行く予定があるか。

(もしあるとしたら、いつ何のために行くか。心配はないか。)J、 rK:日本

はこれからどうなると思うか。 Jとなっている。また、インタビューは⑮の韓国

の留学生とは日本語で行なった以外、①~⑭とはすべて留学生の母語である中国

語で行なった。インタビューの内容は対象者の理解を得て録音した筆者が改めて

文字化したものを 2011 年 4 月 ~201l年 7 月の聞に対象者に確認した。以下、質

問 A~K の順で述べていく。

QA:いつから日本に留学することを決めていたか。

今回の留学はどのくらい前より準備しはじめたかを知るための設問である。

①実は小学校高学年か中学の頃から日本の漫画などに引かれて、日本のことが好

きになった。こちらの大学に来るまでには親の希望もあり、自分も嫌いでない

ということから英語を専攻していた。が、日本に対するあこがれが忘れられず、

編入試験を通してこちらの日本語学科に入ることになった。大学2年の時に日

本の姉妹校などに交換留学生として短期留学する機会があると聞いてから、い

つか日本に留学に行こうと思った。しかし、当時は台湾に付き合っている人が

いたし、両親もまだ若かった私を日本に行かせるのを心配し、また経済的な理

由もあって、残念に思いながら行けなかった九大学を卒業後、母校の大学の大

学院にも、修士の 2年生の時に 1年間日本に留学する機会があると知っていた

ので、進学して今度こそ絶対に日本へ留学に行って夢を叶えようと決心した7。

②学部生の時は日本で勉強していたsので、台湾の大学院に進学した当初は院の段

5ただし①の対象者は、録音機械の故障により録音できなかった。
6 実際に行ったクラスメートの日本留学についての話を開く度、悔しさや後悔というような
気持ちを抱いて、日本に留学に行きたいという信念がますます深まった。
?おまけに修士 1年の時は、留学に行くためのお金をためるため、アルバイトをしていた。
8小学校の時、日本の漫画が好きだった。また、日本の姉妹校の学生と交流したこともあっ



124 王 敏束"林 益is.&"仙波光明

階でまた日本に行こうとは思わなかった。しかし、修土 1年の春に、交換留学

生として日本に 1年間行くチャンスがあるとま日り、家族の勧めで行こうと思う

ようになった七

③日本のアイド、ルが好きで、日本語学科に入った 1年間の時には日本留学にあこ

がれていた。2年生になったら、そのアイドルがあまり好きでなくなったので、

留学する情熱が冷めてしまい、どうでもよくなった。しかし実際に日本に留学

に行く前の 3年生の持、母親の勧めでやはり行くことにしたので、ある。

④こちら(台湾)の日本語学科に入って i年自の時、 3年生になったら交換留学

生として日本に行くチャンスがある、と筒いた時から行こうと思っていた。

⑤大学 2年の持、 3年生になったら日本の交流校に短期留学に行けることをはじ

めて先生から聞いた時に応募してみようと思った。その前に夏休みの間の 2週

間ぐらいの研修国にでも参加するかとも考えたが、ただの遊びでは大した勉強

にならないのに対して、交換留学生としてより長期間日本に行けたら学びたい

ことが学べるだろうと思い、留学することを決めた。

⑤こちらの日本語学科に入れると知らされた持、姉の友達に、多くの日本語学科

には交換留学生として日本に行く制度が設けられており、できれば絶対にその

チャンスを掴むようにと勧められた。その時から日本に留学に行こうと思って

いた。

⑦大学 l年の持、先輩から、うちの学科では 3年生の時、交換留学生として日本

に行く機会があると聞いた。その時、行こうという気持ちが芽生えた。

③高校の時から臼本のアイドルがけっこう好きになり、大学では日本語学科を志

望し将来いつか日本に留学に行こうと思った。

@大学の時、交換留学生として短期留学に行こうと患ったが、親があまりに心配

lたためIfけなかった。今回は(台湾の)大学院も出て、ちゃんとした大人に

なっているから、以前の夢を叶えようと思い、去年 (2010年)の 10月頃から

具体的な手続きをしはじめるようになった。

⑬専攻が日本語なので、大学時代からずっと日本留学を願っていた0

0約 i年前からである。

⑫去年 (2010年)の雪月である。

⑬ト年半前からである。

たので、日本lこ好感を持っている。大学に進学する頃、専攻だった会計の勉強に顔いて、
たまたま白木にいた友達に誘われて、なりゆきで日本の大学に行くようになったの
9 ちなみに「家践が勧めた理由には家族が日本lこ遊びに行く時の便利さを考えたということ
もあるという。
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@2007年である。

⑮昨年の夏頃に決めた。

すべての人は相当前から今回の留学を計画している。日本留学は留学生の人生

における一大事だと分かる。

QB:留学に行く前に臼本へ行ったことがあるか。(もしあるならば、日本にど

ういう印象を受けたか)。

日本に行くのははじめてかどうかを確認するための設問である。行ったことが

ある人については、日本に対する印象も留学の意思に影響を与えると思われるた

め、留学に行く前に日本へ行ったことがある人の日本に対する印象も把握する。

①留学に行く前に臼本へ l回だけ行ったことがある。修士 l年の持、すごく可愛

がってくれる姉がハネムーンで北海道へ行くのについて行，ってしまった。短い

5日間だけの旅行だ、ったが、素晴らしい環境にすっかり魅了され、そこにいる

間はなんとなく落ち着いていて、台湾lこ帰りたくなくなったほど、だった。

②大学4年と日本語学校 2年のあわせて 6年間日本にいた。日本人がとても親切

にしてくれていた。日本人の仕事への態度、真剣さ、そして教育観などを評価

しており、感服もしている。

③いや、留学に行った時がはじめてだった。

④いや、 1度もなかった。

⑤いや、ない。留学に行く前には外国へ行ったことさえない。

⑤小学校 5，6年の時と、大学 l年が終わった夏である。大学生の時には夏休み

を利用してクラスメートと 2人で大阪にある日本語学校で:ヶ月勉強してl!、た

100 日本はテレビや雑誌で見て“想像"していたイメージとあまり変わらなくて、

きれいだ、った。

⑦いや、 1度もない。日本に対する印象は主にテレビから得たものだった。

③中学 i年が終わった持、 5日間のツアーに入り、臼*=を旅行ーした。ディァ:、ニー

ランドが面白かった。そして、大学 1年が終わった夏休みには 2週間ほど東京

にある姉妹校での研修活動にも参加した。将来の日本留学の“予習"のような気

持ちで電車の乗り方などを覚えた。

⑨小学校と中学の時 i回ずつ行ったことがあるが、日本についての印象は棺当あ

やしくなっている。

⑮はい。きれいだと思った。

⑫ある。まず、日本はとてもきれいだと思うた。そして、日本人はみんなちゃん

10 大阪で働いているそのクラスメートのおじさんのうちに泊まっていたの
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と/レールを守ーっている。

⑫ある。悪くなかった。

⑬遊びに行ったことはある。日本は各方面で非常に進んで、いるという印象を受け

r:...o 

⑫ない0

0はい。その時は東京しか行かなかったので、韓国と似たような感じがした。

留学に行く前に日本に行ったことがあるという人が大半である。彼らがその特

に受けた印象は総じてよいもので、あったようである。一方、留学に行く前に、日

本に行ったことがない人も相当いる。

QC:今回はどういう気持ちで宮本に留学に行ったのかG

この質問を通して、留学生の今回の留学の基本姿勢を明らかにしたい。

①日本留学はずっと煎からの夢だったので、どうしても行きたいという気持ちで

行ったのである。でも、実は (2010年)9月に日本に着いたはじめての自に親

との電話を切った後、はっきりした理由もないのにしばらく泣いていた。もっ

とも翌日からは元気になった。が、カルチャーショックかホームシックか、罰

本に行って 2、3ヶ月の頃は、ものすごく台湾iこ帰りたかった。その日寺は、台

湾で勉強しずいた嘆は日本のいい扇しか知らなかったなあと思った。たとえば、

台湾では日本人の先生が意見切にしてくれ、て1;"たし、われわれも積極的に日本入

学生に友好的に接レていた。しかし、自分が日本:に来たら、何でフまく日本人

の友達がれされないのか、と思い、溶付込みたいのに‘冷たくされていたような

気がしてしょうがなかった。今ホームシックにかかっていた頃の私を振り返ーっ

てみれば1 沼3分士が田本/L¥、学生の呂 lにこご外国ノ』人入人、のお姉さ

いかなどと;意意3識識奇哉1Lし.~すぎぎ、て U 、fた:二このJかうケト?鴻-もしれれPない。 で、も 今iは土もうすつかりカ/ルレヲチ二

ヤ一シヨツクを乗り越え究で詞いる"3 

た改めて白木の生活を体験したいと考えたので今回留学した。

(遊びに行きたいという)期待はあったが、それ以外に特別な気持ちはなかっ

た。

と前から日本の生活;を停験してみ?とかうたので、期待していたが、

はじめ何もかも日本語でやり取りをしなければならなくなるから、緊張もして

い?しまT二、 なので、創価大学にも行ゥーてみたかった110

けちなみに、小さい頃(マレーシアにいた頃)から池田会長の著書(の中国語訳本)を読
んできていたから、いJっか原典の日本語が絞めたらとしづ希望もめり、日本語学科 lこ進学

し7こo
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⑤全く知らない環境に少し緊張していたが、期待はしてし

@前に行った持と異なり、比較的時間が長い留学なので、クラスメートと下宿し

たりして、より多くのことが学べるだろうと楽しみにしながら出発した。 1年

半前に大阪で暮らしていた 1ヶ月が今回 (3年生)の留学の新鮮さを減らすこ

とはなく、もっと多くの時間を日本で過ごしたいという意欲を強めた。

⑦言葉がちゃんと通じるかどうかという不安があったが、日本での生活にはとて

も期待していた。

③日本での生活に対する期待でうきうきしていた。

@家族や友達からの反対の意見』もあったが、もう年だし、半年も前から丹念に準

備してきたから、思い切って行くことにした。

@Jl等士課程に進学したくて、日本に来た。

⑪ちょっと怖い。しかし、日本を信じ℃いる。

⑫日本人の友達を作りたい、日本語を上達させたい、という気持ち。

(地震前)楽しみにしていた。日本で日本語力を上達させるため、留学を決意

した。

@憧れと、アニメの名探偵コナンが見られるという期待を抱いて来た。

⑬もっと 13*言語をうまくしゃべれるようになりたいという気持ちと、友達を作り

たいという気持ちで、来た。

全体的に見て、今回の留学に関しては、新しい潔境への不安、緊張はあるもの

の、それ以上に期待や何かを身に付けたいという気持ちがフてきか cったことがフか

かえ

また、言~間抑制の自答と照らし合わせるとも日本へ行ったことがある人は、

日本に対する印象がよかったので、また行きたいという気持ちを持って今回の留

学を決めたのに対しア、今回の留学がはじめての人は今回の留学に対して大きな

期待を抱いていた.というようなことも分かつため

QD:地震当時の様子を襲寝かせてください。当時はrういう気持らだったか。イ可

を考えていたかり

rx:T' :地震のこと合間いた時はどういう気持ちだった

か。 Mを考えていたか。 j ) 

留学生の地震発生当時の感覚は本研究の主題である「東日本巨大地震が留学生

に与えた影響Jに最も 、ものだと

①地震前の 1週間iこ一時帰国していた。友達のうちlこいた時ふっと NHKを見た

12 日本人の友達を作ったり、思う存分担*で寅物したりすることを楽しみにしていた。
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ら、地震のニュースが入った。驚いて、日本と台湾とのニュースを交互に見て

いた。しばらくしたら、山形の友達と連絡が取れて、確かに揺れていたが、み

んなが無事で、寮も壊れていないと聞いて安心した。だから、最初は事情がそ

んなに深刻だとは思いもしなかった。また、内心日本をすごく信頼し、問題が

起きてもそのうちスムーズに解決されるだろうと患っているのである。

②昼寝をしていた。実は 3月 11臼の約 1週間前より何回か地震があり、詞本は

もともと地震の多い国だから、とくに気にはしておらず、日が覚めたが続りて

寝ょうと患った。しかし、問じ寮に住んでいた台湾人留学生が慌てて私のとこ

ろに来て、大変なことになったと怖がっていた。確かに停電もしていたが、私

は2回目ぐらいの大きな余震に襲われてきた時になってはじめて大変さを認識

するようになり、パスポートや財布を持ち、友達と重要のロどーに移動した。 3

月の察に留学生は多くないが、その日寺はほとんど全員ロピーにあつまっていた。

暗くなっていく中、日本人の友達のご、両親が持ってきてくれた暖かい簡単な料

理はおいしかった。やっともつながった台湾人後輩の携帯で、今回の地震は大規

模なものだとテレビで伝えられていることが分かった。雪のおかげでIJかすか

に外の様子が見えたが、みんなの不安は高まっていた。朝になって、友達と歩

いて 20分ほど離れた大学に行く途中、こういう時こそ人間はみんな平等だ、

いくら金があっても同じなんだろうなあと思っていたへ

@地震が起きたのは日本留学に行った 3日目であった。地震当時は一緒に留学に

行った友達と東京の池袋にいた。最初の時はどうせすぐとまるだろうと思い、

とくに怖くも心配でもなかった。地震が再び来た時、ちょっとひど、かったので、

みんなと屋外に出た。引率の先生に電話してみたが、つながらなかった。でも、

もしてし、ないし、せっかく遊びに来たのだから、日本の繁華街をぶらぶら

しようと思った。しばらくしたら、先生から先生の泊まっていた池袋のホテル

に集合するようにというメールが入った。留学生全員がホテルにあつまったの

は夕方だった。テレヒボで、東北の津波などのことを見てはじめて、ことは大変だ

と分かったG そして、台湾にいた家僚とも連絡が取れて、台湾でもものすごい

大事件としてニュースが流されていたと知 η、少し不安な気持ちになっていた。

④電子辞蓄を買うため、一緒に留学に行った友達と東京の池袋にあるピッグカメ

ラに行ぜった。地震だと最初に気付いた友達の言葉をみんなは真剣に扱わなかっ

た。しかし、しばらくすると、さすがにひどくなってきたので、活員が客を外

13 今考えてみたら、今年の日本の天気はいつもとiさっていた。
14 ちなみに、同行の台湾人留学生は、管理人さん、学校、日本政府は何で何もやってくれ
ないか守やってくれるべきだと不安、不信号そして不満を繰り返しロにしていた。
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に出して避難措霞をとった。マレーシアでは地震は全くないので、これぐらい

の地震がどのくらい大きいのかピンと来なかった150 夜みんなが引率の先年が

泊まったホテルに行って、テレどを見たら、在穴地震だということがはじめて

分かった。おまけに、その夜はほとんど絶えることがない救急車のサイレンの

音にかなりのプレァシャーを感じた。翌朝寮まで送ってくれていた先生は放射

能漏れの心配があるのでできるだけ出掛けないようにとみんなに言い付けた。

地震の日に近くにいたのは幸いであった。そうでなかったら、地震に対する怖

さが違っただろう。

⑤底にいた。最初は!苫の棚が揺れているのかと思ったが、まわりをよく見たら地

震だと分かった。いっぺん庖の外に出たが、地震がおさまったので、また庖内

に入った。 2毘自のもっとひどい地震の後、 j苫の人は私たちを外に出した。外

には人が多く、閉めた!苫もあった。確かに大きい地震だったが、同じく地震が

多い台湾なら閉居することはないと患った。同行の 6人の中には、私より怖が

っていた人もいれば、大らかで呑気な人もいた。やっと見つけた営業中のマク

ドナルドに入ったら、人が一杯だった。マクドナルドにいた時、台湾の姉の、

日本の地震について尋ねるメールが携帯に入った。暫くしたら、お庖が営業は

6時までだという知らせを出したので、私たちもそろそろ千葉にある寮に帰ろ

うかと患った。駅に着いて初めて空軍草が走っていないことを知り、どうして外

にAtl;こんなに多くいるのかがやっと納得でき、庖のAiJ'"屋外に置いていたラ

ジオで、かなり 5齢、地震だ、ったことも分かった。途方に暮れていたところに、

やっと先生と連絡がとれたので、先生のところに行った。テレピで、改めて、大

地震であわ、津波をも引き起こしているという非常に深刻な事態であることを

知らされた。地震当時はさほど怖い思いはなかったが、テレビで兵i本的な数値

や映像をこの岳で見てから、その後の余震が怖くなった。

⑤池袋のj苫で電子辞書を選んでいた。地震だと気付いた時にはとくに気にしてい

なかった。2:問自の地震が大きかったので、友達と外に出た。でも i せっかく

にぎやかな!日J・に来たから、やはりショッピングしたいと患った。たとえ当時外

に人が大勢いて、閉めたj古も多くても、大変な状況AであるということはほとんJ

していなかった。

⑦日本に行って 3日毘 みった。地震当時は友達と池袋の庖にいた。最初

の時は、礁かにひどかったが、いっぺん底を出て、と〈に被寄は73:カhったので、

日とはいえ、その後すぐ携帯で無事だというメールをマレーシアにいる母:に送った(台湾
で、あった小さい地震の時にはそのようなことをしなかった)。
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またj剖こ入って、買い物を続けようと思った。中国語のできる庖員さんの、日

本は長いが、このようなひどい地震ははじめてだったというような話を開いて

いたら、また地震が起きた。その時こそ事態が深刻であったようで(じっと立

てないほどだった)、!古を出てから、もう入れないようにされた。

⑤当時台湾のうちにいた。台湾のニュースより、直接日本のを見た方がしw、と思

い、 NHKを見た。津波などの映像にかなり驚惇し、留学に影響を与えるかと

心配したが、日本(留学先の京都)にいる友達に聞いたら、京都にはとくに異

状はないと聞いた。

@実は地震が起きたその日の朝、台湾から荷物を船便で日本に送ったばかりであ

った。午後不意にインターネットで地震のニューヌを見たがマとくに気にはし

ていなかった。夜テレどを見たら、かなり深刻な状況だとはじめて分かった。

⑬当時は台湾にいた。ニュースを見てびっくりした。

⑬YAHOOのニュースiこ地震とだけ喜いてあったため、最初はそんなにひどいと

は思わなかぜった。日本J土台湾より建設技術が進んでいるから、ただの地震なら、

絶対大丈夫だろうとも思ったが、結局、津波も発生し、原発事故にもなって、

さすがに怖くなった。

⑫地震発生当時は台湾にいて、揺れを感じなか 4ったが、新聞を見て、ひどい事態

に驚いた。大阪の様子を心配して、大阪にいる友達に被害の状況を闘しリヒ。

⑬交流協会から留学どザをもらって家へ帰る途中で、地震の知らせの電話を受け

た。地震当時は討湾にいたので、大丈夫であった。

⑬これは本当のことなのか。こんなひどいことが本当に起こったとは信じられな

かった。

⑬当時は、韓国にいたりさすがにち正っと驚いたQ 無事に日本:に行けるかどうか

も疑わしい気持ちだった。

台湾人の場合は最初の時そんなに深刻だと思わず、ニュースなどを見てはじめ

て事情が大変だと認識している。それは台湾も地震が多い国で、台湾人にとって

地震に対する無知からぐる怖さはほとんどなしゅミらであろう。しかし、今回。コ地

震(津波などを含め)が本当に大規模なものであると確認Lてからは、さすがに

恐怖を感じているようだ。

QE:大きな地震だと知っていて、留学をやめようと思ったか匂

大きな地震だと知ってからの、今回の留学に対する意欲について質問する。

①自分は全くそのような気持ちはなかった。が、地震の約 3日後に、福島原子力

発電所における放射線漏れなどが心配だというので、こちら音湾の大学の先生

から、安全のため留学の続きを慎重に考えてほしいという電話が入り、また大
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学も、もし台湾に戻った時には授業や試験などに対応できるように素早く備え

てくれていた160 しかし、私はたとえこちら台湾の大学院をやめても日本留学

を続けたいと思った。

②地震の]日半後電力が回復した。そして近くに国際電話が掛けられる公衆電話

があると知らされ、直ちに台湾にいる家族に電話した。留学を中止するかどう

かの話になると、主人は夜、の意志に任せるという意見だったが、母は早く帰っ

て来いと強く勧めた。私は迷ってしまってすぐに決められなかった。 13日に、

地震の影響に鈍かった私は友達の勧誘でスーパーに買い物に行き、地震のため

これからは通常通りに営業できないことのお知らせが張つであり、冷凍白冷蔵

食品をはじめ空きっぱなしの棚が多いことに驚いた。当面帰国するつもりはな

いので、私は一万円前後も買い物をしてしまった。 ー方、月曜に母は(台;舎の)

大学に電話を掛けたらしし，17 火曜日に学科の先生から 178の帰りの旅券がす

でに取つであるから、とりあえず先に帰国した方がよかろうというメー/レが来

た。そこまでしてくれているのであれば、いっぺん帰ろうと思い、荷物をまと

めはじめた120

@最初は、日本人はこのような地震には慣れているだろうと患い、まさかこんな

にひどい状況に陥るとは思いもよらなかザったc だから、留学をやめるという考

えが頭に浮カ、ぶことはなかぜったc

④最初はまさかこの地震で留学を中止しなければな‘らなくなると患いもしなか

った。でも、引率の先生がもしかしてそのようなことになるかもしれないと言

っていたから 一応心の準備はあった。

⑤確かに電柱が傾いたり、キャンパスの地面が液化したりしていたが、自ら留学

をやめることについてはとくに考えていなかったの最初は別の大学の学生から

そのような可能性があるという情報が入的、私たちは台湾にいるクラス担任の

先生にで聞いてみた。先生は最善の方訟をとると言い、夜、たちを安心さ

せてくれたc

16 台湾の学期は 2月からとなっている。
17 実は、母付そうするだろうと思い付いたので 学科に電話するなと積んでおいたが、母
はやはり私のことを心配するあまり、学生課に電話を掛けた。
18 2010年秩の留学開始以来寅っていた家具やパソコンなどを管理人さんのところに預かつ

てもらったまま、(一娩寝ずに)i6日米i明他の留学生たちを合tp8人と雪の中を出発し、百
人以上の行列の末、鶴岡、新潟を経由して羽白より帰国したη 台湾人留学生のうち 2人は
空港で携帯の契約を中止したので もう山形に留学に戻ることはないと考えられるが、私
はすでに再入国許可証を持っており、留学につbもてはまだ決められてし、なかった。ちなみ

に、たとえばオランダ人留学生はオランダ政府に強制約に日本の東北以外の“安全なところ"
に行かせられた。タイの 2)人の留学生は山形に残ることにした。
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@そこまでは考えていなかった。

⑦いいえ、地震当時いた池袋も、下宿の千葉も大した被害はないし、留学をやめ

るまでひどいとは全く思いもつかなかった。地震以降の数罰、ニュースを見て

心配している親から、先に台湾へ帰ってしばらく様子を見て、また留学を続け

るかどうかを考えたらどうか、という勧めはあったが、私自身はせっかく日本

まで来たので、このまま帰国したくないと思った。

③確かに悩んでいた。祖父母は何回もうちに留学なんかやめるようにと電話を掛

けてきていた。(台湾の)大学が日本の状況を説明して19からの 1週間は、毎

日一日中また日本に行くかどうかを考えていたロ

@確かに迷いはあった。

⑮家族に何度も止められてやめようと患ったが、継続した。

窃いいえ。

⑫いいえ。予定通り出発しようと患っていた。

⑮やめようと患った。

⑬いいえ20。

窃いいえ、私が行くところは大丈夫だと聞いたので、行こうと患った。

ほとんどの学生は留学をやめることまで考えた。学生(または家族)が最も心

配しているのは何と言っても放射能のことである。

QF:留学の「中.LtJまたは「継続iを決めた主な理由は何か。決定的なきっか

けなどがあるか。(たとえば家族の希望、一緒に留学の友達の意思、地震への怖

さや不安など、何かがあったら教えてください。)

今回の留学に対する;意欲が芽生えてから、留学を継続‘するか中止するかという、

何らかの結論を出すに至るまでの間に、留学生の考えに今回の地震がどのような

また、どのような葛藤があったのかといった心理変化を捉えた

。、
ト

ν、

じめ、先生、友人、反対した人はもちろんいっぱいいたが、姉は肩を

持ってくれて、母も日本にいい印象を持っており、好きなようにしていいと支

持してくれた。私はやっと叶えた夢を中途半場に終わらせてしまいたくなし、か

ら、日本に帰って 1年間の留学を予定通りに遂行しようと決めた。

19京都は東北から離れているため、また日本に戻るかどうかをねたち忠嘉'tこ決めさせた。
ちなみに、一緒に行った 4人の学生は、とくに互し、に相談ーしたわけでないが、会員日本に
E寄ることにした。
20 2010年から 2011年3月まで(神戸大学の)研究生とレて 1年間勉強して、今年 (2011

年春)の入学試散に受かった。
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②台湾の大学の対応は早かった。 18日には履修したい科医がすぐ履修できるよう

と手配してくれていた。私は母の希望に応え、帰国して、台湾の大学で今学期

を送ることにした。

③ほんとうに恐怖感を感じたのは福島原子力発電所が爆発したと開いた時から

だった。おまけに、両親は台湾から何回も留学なんかやめて帰ってこいと電話

してきていた。親に心配させたくないから、帰国することにした。また、その

後、交流校が留学生を全員帰すと決めたから、これでたとえ残ろうとしても残

れなくなった。帰国の前回、みんなで、ずっと行きたかった渋谷に行ってきた。

④交流校の留学生全員を帰すとしづ決定で仕方なく台湾に戻ったが、もし自分の

意思、で決められたら、日本にいることにしたに違いない。創価学会に連絡し、

何かの手伝いをする希望を申し出るかもしれない。家族も、地震ぐらいなら私

に台湾に帰ってほしいと言わないだろうが、放射能漏れが不安だから帰った方

がいいと主張した。

⑤私の父は、ただ国際電話で無事で、よかったと言ったぐらいだった。我が子のこ

とが大変心配で一日も早く帰してほしいと学校に訴える親もいたようで、イ可と

言っても交流校の留学生を帰すとの決定が私たちの帰国を促した。余震や放射

能が怖くて早く台湾に帰りたいという考えを持っていた同期の留学生からの

影響も当然否めなし伊。

⑤{可と言っても両親がとても心配していたからである。地震以降の数日の問、何

回も日本に電話を掛けてきた。地震後の 2..3日l土、放射能漏れで騒がれたた

め、親の心配がピークになった220 そして同じ頃、私たちを帰すという交流校

の決定にしたがし、帰国するようになった230 日本に来たばかりで、いろいろ計

画してし、たことがやり遂げられなくて〈やしいという気持もは多少あった。

⑦大学の決定だからである。やむを得ずしたがわなければならない。もし自分で

決められたら、留学を中止しなかjうたと思う。

もともと 1年間の予定だ、ったので、中途半端で終わってしまえばくやしい思い

21 私は余震も放射能も怖かった。まわりにはとくに放射能に汚染されたら奇形児が生まれ
るととても心配している友達がいた。したがって、私たちは出掛ける時には必ずマスクを
していた。日本にいた時には主に臼本のニュースを見ていたが、台湾にいる友達は台湾で
報道されたニュースを、フェースブックなどインターネットをi遣して私たちに送っていた。
両者を比較してみたら、台湾の1Jで大げさに報道されていたような気がした。
22友達の親もうちの親と同じぐらい自分の子供の安否を案じていた。しかし、私自身は地
震当時の池袋や、下宿の千葉では大きな被害がないように思いるよ〈気を付けたら大丈夫
だろうと思った。
23 できればもう少し日本に滞在したいと引率の先生にお願いした留学生もいたが、許可を

得られなかった。
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が残るだけだから、やはり日本に戻り、留学期間の終わりまでいようと決意し

た。最初に支持してくれたのは父である。母は最初はとても(とくに放射能の

ことを)心配していたが、後は私の意志を尊重し行かせるようにしてくれた。

このような両親の意見を非常にありがたく思っている。

⑨行き先が関東なので、最初は大丈夫だろうと思ったが、放射能漏れが確認され

た後、かすかな不安が湧いてきた。しかし、インターネットで直接日本が公表

した放射能に関する情報(数値など)をチェックしたら、どうも台湾で流され

ていたニュースほどひどくないように思った。家族とじっくり相談した上、親

の“任せる"の一言で、さっき述べた年のことと、長く計画を立ててきたことを

考え、予定通りに日本に赴いた240

⑩奨学金の試験も通ったし、入学試験にも合格したし、今回あきらめたら、もう

2度と機会が訪れないと思って、継続を決めた。

⑪日本留学はずっと私の呂標でもあり、夢でもあったので、こんな理由で中止し

たくないと思い、予定通りに行くことに決めた。

⑫延期の理由:学校の方から予定通り開講する連絡が来たが、家族が放射能のこ

とを心配して、航空券をキャンセルしてくれた。

⑬中止の理由は、家族が、放射能が危険だから行かないでほしいというからだ。

もちろん行きたいし、留学先である大阪には友達もいるが、家族の意見を無視

して行くことはできない。

⑭継続の理由:ようやく大学院に合格したのにあきらめたくなかったから。

⑮(無回答)

前述した QAでも提示したように、今回の留学をずっと前から慎重に計画して

きた学生が多いので、初志を貫いて予定通りに留学を続ける人も少なくない。た

とえやむを得ず留学をやめたまたは延期した人でも気持ちとしてはできれば留

学を続けたいと思う人の方が多い。また、留学をやめるまたは延期すると決定し

た過程には、家族の意見が大きな影響を及ぼしている。

QG:留学を中止して帰国してからどう思うか。(日本に未練があり、留学の機

会が失われたことが惜しいと思うか。それともほっとしたか。) (留学を継続し

た者に rG': (放射能漏れ事件を含めて)地震後の留学生活をどう思うか。留学

を続けても大丈夫だと考えているか、それとも常に余震や放射能漏れのことを心

配しているか。)

留学に対する自分の決定(または止むを得ず選択させられた決定)について、

24 ちなみに、埼玉に留学していた友達は皆荷物をまとめて帰国してしまった。
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どう対処したかについての情報である。

①私も放射能やその他のことでいろいろ悩んだあげく、日本留学の継続を決めた。

運命というのがあるから、天に任せるしかないと思いながら、 4月の末に山形

に帰るつもりである250

②今回の留学生活が予定通り最後まで継続できないことに非常に惜しい思いを

抱いている。とくにY先生の日本文化の授業がすばらしくて、後期も取るつも

りだ、ったからだ。

@ちょっと惜しいと思った。来たばかりで、遊びに行きたいところがいっぱいあ

り、まだ行っていないからである。

④非常に残念に思う。台湾に帰ってもう 1ヶ月半以上もたち、中途に終わってし

まった留学を思う度、涙が溢れる260 実は私は小さい頃から、根気強く何かを

貫くことはほとんどなく、今回の日本留学は自分にとってそのような最後まで

頑張れない悪いくせをやめるきっかけとしての象徴的な意味合いもあるので、

こんな形で留学が終わってしまったなんて、とてもくやしい270

⑤ちょっと惜しいと思うが、台湾に帰って家族や親友に図まれているので、心が

休まっている。しかし、先々週の中間試験は大変だ、った。試験が終わってから、

だんだん元のベースに戻った。

@帰国してから、すぐ中間試験にあたったので、ちょっと大変だったが、こちら

台湾のニュースを見る度、地震後の日本の状況(とくに放射能漏れ)がますま

す深刻になりつつあるおのを感じ、帰ってよかったと思う 290

⑦くやしく思う。主くに 6月となった現在、次期の交換留学生に関するいろいろ

な知らせを見る度、そのような気持ちになっている。もし 3月当時帰らなかっ

たら、無事に留学を続けられたのにと思う。

@放射能が気にかかり、外出する度にマスクをして、食料品の産地を確認しでか

ら買うようにはしているが、地震以来2ヶ月ぐらいたった今では、あまり地震、

津波または放射能のニュースに気を配らなくなっている。

お4月末に延期された授業開始にあわせるためである。しかし、実際には5月の上旬に再び
日本に行った。
26 ちなみに、インタピューの時にこの話になると、涙を見せていた。
27今回の留学の夢が破れたばかりでなく、大学卒業後日本でアルバイトをしながらお菓子
の勉強をしようというところまで計画を立てていたのに、それが今回の事件でどのくらい
先になるかというようなことを思うと、焦ってきて複雑な気持ちになってしまう。
28地震がもたらした放射能漏れや、停電、水道水の制限などが日常生活、さらに健康に惑
い影響を及ぼしているらしい。
29姉の話によると、私が日本にいた問は、母が毎日テレビニュースを見ていて、私のこと・
を心配していたそうだ。
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⑨3月 22日に東京行きの飛行機に乗ってーいた。飛行機内も空港も空いていた。同

席のおばあさんは、日本は今あんなひどい状況に陥っているのに、君はよく行

けるなあと芦を掛けた30。日本に着いて、迎えに来てくれた中国人留学生にも

あなた勇気あるねと言われた。でも、実際に生活してみたら、時々余震があっ

たり 31、出掛ける度lこマスクをしたりする32ぐらいで、大した不便や不安は感じ

ていない。

⑮最初に来た時、不安だったD

⑪悲観的に言えば、運命だと思う。それほど怖くない。もし、深刻な問題が発生

したなら、日本ほどひどくはないにしても、台湾にも絶対影響が及ぶだろう。

ま?と、日本は私たちが考えるより広く、被災地に行くわけではないので、今の

段階ではそんなに心配していない。

⑫4月に行くべきだ、ったと後悔している。 10月までの半年間だけの仕事は見つか

らないので塾(補習班)で勉強するしかないし、惑での勉強がどれほど役に立

っかも分からなし、からだc しかも、もうすぐ 30歳になる。

⑬残念に，患っている。

⑬いいえ、自分の大学は福島から遠いので心配はしていない。

⑬いろいろ心配することもあるし、放射能については周りからいろいろなことを

聞くので、臼々の生活の中で気を付けている。

地震後しばらくたち、留学を継続している人は留学を楽しんでおり、自分の固

にいた人は多少残念がっているが、基本的には学生たちはほとんど各自の生活の

ペースに戻ってし、る O

QM:帰国してからしばらくたった今、日本{地震後の放射能漏れ毒事件を含めて)

についてどう忍っているか。

留学を放棄した者が、帰国後母国から日本をどう見てし、るかを探究する。

①ぜんぜん気にしないというほどで、もなしゅ2、地震以来日本と台湾と両方のニユ

ースをこまめに見ているυ どうも台湾では大変なものとして取り扱われている

のに対し、日本では会ほどひどくないものとして報道されている感じがする。

そして、私はやはり臼本はいろいろな問題を必ず解決で、きると信じている。

φ日本;口、単に還が悪かっただけである。たとえば先日放射能に汚染された水を海

30 i司じ質問そ返したら、いや私は東京経由でアメリカに行くのだと言われた行
31 台湾にも地震が多いので余震はとくに怖くない。 1回だけ本当に大きな地震だと恩うの
があったが、十数秒ぐらいでとまったので、それほど恐市は感じなかった。
12 私口、もともと混んでいる電車が好きでないので、マスクをするのはちょうどしw、かもし
れない。
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に排出したことについて韓国や中国大陸に非難されていたが、それはやむを得

ない選択だった。そう強く責めることはないと思う。もし今回の事件が別な国

で起きたら、日本より上手に対処できるとは限らない。官房長官は責任感があ

り、格好いいと忠弘

③帰国してから、日本への来練が少し強まった。留学と言ってもほんとうはほん

の数日しか行っていなかったので、台湾に帰ってきたらすぐ元の生活のベース

に戻った。地震後 1ヶ月以上もた込った今は、他人事のようになってしまい、そ

の地震のニュース密体をあまり見ないようになりつつある。

@日本はベストを尽くしたと思う。私は何も批判することはない。 情報を隠すと

か、日本政府は国誌を安心させるために事情はそんなに悪くないとわざと言い

ふらしているというマスコミの声もあるかもしれないが、私はそんなことにつ

いて追究はせず、たとえ日本政府がほんとうに意識的に情報をコントロールし

たとしてもそれにはそうするだけの原因があると思う。自分は、見えず、感じ

られぬ放射能に対しては、実質的な恐怖感はほとんどない。まだ、日

は先生の言い付けでなるべく外出を控えたが、台湾に帰屯ってきて、そのような

危険な状況から救出されたというような安心感もとくにない。

@El本人は慌てることもなく、秩序をよく守り、理性的だと思う。原子力発電所

の対応についてはニュースによればそれほどよくなかうたように見えるが、そ

ういう専門知識を持っていなしゅミら、よく分からない。

⑤夜、が実際に見た地震当臼とその後の数日の様子から、自社主人(一般国民)

静であると実感している。原子力発電所のような専門性が高いことについては

今でもよく分からないが目、日本全体にーついてはとくに何も思っていない。自

分が大学を卒業してから留学に行けるかどうかは気にかかる。さっき述べたよ

うに、大学で日本語を専攻すると決めた時から、日本留学を目指してきている

から、大学].，年の時、今回 3年生の時の短期留学に続き、卒業後めより

留学を考えている。しかし、今回の事件で l年後の留学については父が鴻躍っ

ている。私も、もし卒業した時に臼本の状況がまだ改善されていなか勺たら、

行かないと思う。

⑦日本と台湾のニュースを両方J見ていて、日本政府の対処を完全に安心できると

は思わないが、地震当時日本にいて、日本人が慌てずに生活している様子殺実

感したから、自分はそう恐くないと思う 340

33 インターネットを通して地震、津波などの情報を見てみたが、たとえばいくつかの外国
語で情報。避難に関する知らせが出されていることを知り、このJ尽に関してはいいと，怒う。
34 それに対して、地震当特台湾にいた友逮は、台湾のエユースばかりを見ていたので、関
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日本政府は情報を認したと開いた。確かにそれはよくないが、非難されること

な恐れるなどの理由を考えると、ある意味でやむを得ない選択だっただろう。

② 35 

⑬ 36 

らない。日本政府の政策次第だろう。現段階までの様子から言えば、日本

政府は危機意識が少し足りないと言えよう。

IBの早さを活えると、今回もきっと早く元iこ戻ると思う

ている。

地震により起きた福島原子力発電所における放射能漏れの臼本の対応につい

て、台湾のマスコミで大きく取り上げられたのを見て、日本政府は{可か隠してい

るのだろうと思いながらも 国民に余計な不安をさせなドとしづ政府の立場を自

分なりに遺品干してめげている人が多い。

QL自分は n鳴日航(日本最鼠jだと思うか。今はどうかのそれはどうしてか。

(日本:0:原子カ諮寵所/"，0)対処白含めて)今回の地援で日本に対する感む e 態度

が 1r~わっコモーか。(たとえば日本がうまく放射能漏れを止められないせいで、留学

会やめさせられた、または台湾にいても放射能の脅威を感じるなどのようなこと

があるかり '1

留学生のそれまでの日本に気する の地震で、変わったかどうかを

確かめる。

自分はものすごい「恰民族j でみる。今回の事件は私の白木競演の気持ちを少

しも動揺させなかったο 確かiこ今回の事件に関して日本の措置は運かったが、

いずれもとの/ふースに廃るだろうと確信しており、日本を責めたりはしない。

うだと忠弘小さい頃から日本のことが好きで、巨木留学の数年間カルチャ

ーショッタなしにいい日水人ばかりに恵まれていたから、今でも日本のことを、

全力で応援している。

自分は!恰同族J (臼ア!主般廃)だとj吉わない。でも、今回の事件で~日本人の

東に行〈のを~fl.;;}'1/ いるら Lい。

J5先述1たように札日本で議行誌に生活してi戸、る。
目先返したように、日 ~ï\てマ留学してし、ι

?7先述したように、日本:で留学してし、る。

" 5記述したように、!日本で留学している。
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親切さを実感し、日本のことが好きになってきている。たと

原子力発電所のことに Jコ1(、て全く知らなb

教えてくれたうえ、外国人の私たちを安心させようとしてくれた。ところが、

前述したように、気にしていたのは何より放射能漏れわことである。実は民本

に:fTっていた問、台湾で王手にした情報と比べ、日本は{可か隠しているかのよう

な心配はあった。また 先ヨ汚染された水を大量に排出した日本には、やむを

得ない手だと知うていても、もしすぐ隣国であれば怒りを覚えるだろう。 しか

し幸いに台湾にはさほど惑い影響を与えていないようだ。

@自分は í~合目族J (日本音量演)ではないと思九日 7217:め物事またはア -Î ト~'"_}~.，<<こ

特別な感情を持っているわけでなく、

である。今'回の地震でも日本に対す

日本言語をよく勉強したし、だけ

と i.乙変わっていないむ

@そうでないと思[う。何でも日本語丸、いとま患っていない。 7]人目

された恐れがあり危険だ、とも患っていなし

して、日本iこ対オる感じ・態度はとくに変わーっていない。

@たとえば日本のアイ下、!l'のことを毎日口にしている友達と比べたら 私は

日族J (日本競演)ではないと思土健かに日本料理が好きで、日本で生活し

てみたいと思っているが叫白木の何かが特別に好きだというようなことはなし百

汽今回の地震で日本に対する感じもとく;に変わっていないn

⑦日本に好J惑を;寄っているが、 「噌日族j までにはなってし司令いと思ょう今回の

地震で8.2立に対する感じ"態度も築わってし、ない。

\自分は臼族J だと思う。今回 (l~、 !:'l~，穏で B 本に対する感r:。

わったのでなく、年をとるにしたがって日えτのアイ Filとi'

r-;tし、るの

(島自分は「恰日1i~J (日本般原)ではないと，思う。今回の事件について、日本0::"

対応は理想的だとは震えないが、ぞれヤ:fl、の日本に対する縦じがとく iご;交わっ

rことし、うことは7ない。

りだ。変jっ・~，ていないと思う小

ししいえ、 1後日旅ではないむ日本誌を勉強した結果、日ヌt:に関、f ることに腐心を

j寺つようになってりいるが、盲目的にt1:子きにな・コたりはしない。 E合伝部~ I~立で7 ア

ッショシ好きなイメージが強1/'，1 7)~; '.回 :フρではないとも患う a c主

た、日

39 ーでも、 臼:本宇f金主j体本料iにこいい1向三写{'象を;持電守去コているのはJ機可瀧五ω泊
iにこJ入A人、る古前行制均か〉らあつたもので、それが日本誇常科にi箆詳した現!却でたあった。
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とに今回の地震で見直した。台湾では被災者を尊重しないきらいがあるのに対

し、テレビで日本人が被災者たちに接する際、彼らを尊重しているのを見て、

すごいと思った。

⑫はい。臼本のものが好きだという気持ちは今も変わ Uっていない。

⑬はい。変わらない。

⑭はい。その気持ちは変わらない。

窃どちらかというと、中立だと思う。あまり変わったことはないが、むしろちょ

っと悪くな eったかもしれない。それは、韓国でいろいろと日本のために、募金

なと。の援助を行ったのに、そんな時期に、韓国の独島は日本の領土だという主

張を教科書に載せた理由がまったく理解できないからだ。

自分はいわゆる「拾お族Jでないと思う者が大半である。それで皆は冷静@客

観的に巨木を見ているようだ。今回の事件で日本に対する印象がやや悪くなった

と答えたのは韓国の留学生 1人だけで、ほとんどの者は変わらないと答えているo

QJ:近々信本に行く予定があるか。(もしあるとしたら、い‘つ何のために行く

か。心配はないか。)

今回の地震は世界においても一大事件で、日本の観光に大きな打撃を与えてい

。が、地震で留学を中止した人に「近々日本に行く J予定があるか、その気

持ち。理由についても聞いてみる。

①4月末lこ山形に後半の留学に行く予定である410

②今学期が終わってから、まだ行ったことのない北海道へ家族と遊びに行きたい。

またお世話にな~った日本人の友達にも会いたい。

@夏休みに姉と大阪に旅行に行く予定である。姉は日本:が大好きで、行けるのは

らである。大阪なら福島とはけうこう離れているから放射能

の影響はあまり心配じていないが、余震はちょっと気に掛かる。

④いや%ない。短期間の休み1i:利用して遊びに行くのと長期間の留学とは違うか

きれば短期間の遊びも悉くないけれど、私は外国

なので、長期的に住んでJメる方がもっと魅力的である。

だ決めて1;¥ないが、夏休みの卒業旅行の行き先に東南アジアや日本が入って

いる。ほんとうに行くとしても東でなく西日本へ行くだろう。私は今回の留学

相たとえば「地震霊観光地に打数計廼H停電宿泊キャンセル相次ぐJ(2011年 3月 1713

F競売新開~)、「観光業界 f死活問題だJ 第一原発 レベル7、県内に衝撃=福島J(2011 

年4月1.313 W読売新開~)、 r [被災地から]震災3か月 (3)原発風評、観光地を直重量(連
載)=茨城J(2011年6月1513. W読売新濁J1)など。
41 4.月末に延期された授業開始にあわせるためで、ある。しかし、実際iこは5月の上旬に再び
白木:に行った。
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にきれいなピリオドを打つ意味もあり、日本に一票を入れたい。

@近々宿本に行く予定はない。次に行くとしたら、卒業後の留学だろうと思う。

⑦はい。夏休みを利用して、親しい友達と卒業旅行として関西に行くという話に

なっている。

@いや、ない。

@_42 

⑮_43 

@5月に出発する予定である。目的は留学で、留学先は名古屋である。最も心配

なのはやはり原発の問題である。これからどう改善されるのか分からないが、

しばらくの間は、災害から復興できないと忠弘

⑫お金があれば、 月の留学開始よりも前に)行きたい。 10月には名古屋に

留学する予定である。心配することはないと思う。自分は別に気にしていない

が、周りの人はみんな心記してくれている。

⑬10月の様子を見て決める。もし行くとすれば、留学のためで、心配はやはワ放

射能の開題である。

⑬_44 

⑮_45 

留学をやめた人はみAノなまたいつか日本に行く予定がある。早ければ地震後数

ヶ月の夏休みにでも行くが、福島に離れているところなら大丈夫だろうという人

ち何人かいる。つまり、福島は福島で、そこから離れた日本の別のところは安全

だと思われている O

QK:日本はこれからどうなると思うか。

今回の事件で臼本:全体はどうなるかをまとめて予想してもらう。

①今回の放射能漏れの事件を含めて日本を非難する気はない。むしろ従来の日本

人の真頭目さや勤勉を尊敬していて、 もう 1つの“消;える 10年"

になるかもしれないが、回復は必ずすると思う。

包)夜、はやはり日本のカを信じている。 宮本はよくなるに違いない。

③そのうち (3年ぐらいで)立ち直れるだろうと思う。主いうのは長し

経験していた日本は今でも健闘しているから、その民族性による強さを信じて、

42 日本に来て半年ぐらいしたら、大学院に行〈と思うが、今はまだ研究計商について恩察

している。
43 日本に来ーとし、るロ
4'，日本に来ている 0

45 日本に来ている。
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回復する力を持っていると忠弘

④台湾に帰ってきて間もなく中間試験だったので¥あまり気持ちの整理ができな

かったが、日本人の負けず嫌いの性格を考えると、それ以前の状況に回復する

まで 10年もかからないだろう。しかし久 6年、もしかしたられ 8年必要か

もしれない。

⑤l年か 2年、もっと長くなるかもしれないが、回復するまで時間が必要だと思

う。でも、日本人の万事に慎重な態度だったら必ずいつか元のように戻るだろ

うと思う。

⑤回復するまで少し (3、4年ぐらい)時間が必要だろうと思九日本人は優れて

いる括からこれぐらいの時間があれば何とかなるだろう。

⑦日本は先進国だから、短い時間で回復するだろうと思う。留学先の近くの高校

に通っている知り合いから、半年間15IJのキャンパスで授業を受けると開いたの

で、日本全体の回復はその半年の倍の 1ij三ぐらいあればできるだろうと思う。

@回復するまでせめて 5年ぐらいは要るだろうと思う。

⑨日本人の真面白で負けず嫌いな性格から、 2、3年ぐらv、で回復できると思う。

⑮立ち直るまでの道はまだ長いだろうが、きっと復旧すると思う。

⑪岡本は今まで多くの;災害を乗り越えてきたので、今回もきっと乗り越えると思

う。ニュースを見ると、 c!*'ま他国からの支援に頼らず、自分のカで復旧する

政策を取るそうだが、他国の援助を素直に受け入れたら、もっと早く立ち直れ

るだろうロ

⑫地震前のように回復するのではなしゅミ?日本は強い(すごし寸国だから。

⑬きっと立ち直ると恩う。

⑪E!く復旧できると思う。何年にも神芦で大きな地震があったが、今では完全に

回復している。 と企かったから、すぐには復旧できないだろうが、きっ

と大丈夫だと思う。

⑬イiiJ年間かはその地震のせし~で結構苦労するに還し，、ない。世界の経済大国という

イメージがあるので、なんとか立ち直れるとは患っが、過去のその地位はさす

がに取り戻せなし、だろうにJ

ほとんどの人は日本の復旧を楽観的に見ているが、日本は昔の状態を取り戻す

ことはできないとし、う意見も l人だけ(韓国留学生)あった。

'6 31.1に学校で、学んだのでなぐ、どこから来た印象かもよく分からないが、たとえば長い間
の不況に戦い、今、でも経済大!Bでいられることに関係があるかもしれない。
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3、調査対象ではないが、地震当時臼

前節 (2、インタビュー調査)で検討した l5人の留学生の意見・感想以外に、

地震が起きた時に日本にいた、留学生でなしワ人、交換留学生の引率の先生 l人

の意見も得た。また、交換留学生として日本にいたが、直接筆者からインタビ、ユ

ーを受けたわけでなく、同じ大学に留学していた留学生経由で伝えられた意見(i

もあった。前記 QA~K の全ての回答が得られたわけではないが、彼らの意

見も本研究の主題の参考になるかと思い、この節で取り上げる。まず、この 4人

の資料を提示する(表針。

表 2 地震当時日本にいた台湾人 4人の詳細

同同校|年齢日|本に行つ

専攻(及び主な日本 地震当時 l情報持た
別| た身分 言語歴) いた場所 ルート

男 一十代 換留学生 体育{来日のためあ 留学先 悶じ大学に
性 i 前半 大学生) る穏度目本言寄を勉強 (山形) 留学してい

した47) た留学生
女 二十代 jワ}キン 2010年6月iこ台湾の ワーキン Eメール l 

i也 前半 グ⑨ホリデー 大学日本語学科.$ グ先

(3) 女|ー十代 ワーキ> I 2010年6月に台湾の ワ←キ2ン」l 1 
1日Eι持IJ千、U グ@ホリデ一 大学日本語学科卒 グ先γ1断 i吃

交換留学生 日本で博士号取得・ 交流校 雑談

!生 後半 吋!軒先台一一im
生 | 学科の先生 京

〈りすごい地震だったの地震がi祝まってすぐ閉じ寮に住んでいる台湾からの留学生

のところに行、った。昼寝をしていた彼ifは呑気であった。一緒にロピーにでも

行き、みんなの様子を見ょうとやっと彼女を説得したが、何で彼女はあんなに

冷静でいられるかととても不思議だった。その後、台湾と連絡が取れて、ニュ

ースも見られ、臼木iRiIは向かを隠していると思い、不安が高まるー方だった。

なのに、留学先の大学はどうして私たち留学生を保護する措置、を取っていない

かと不満を漏らしたら、他の台湾からの留学生に開きたくなし三と言われ、

し、顔3とされた。とにかく一日も早くこの危ないところを出て国へj寄りたいと思

った。やっと帰国の希望がロ十い、携帯も解約し、当面白:料こ来ることはないと

思う。

(2)4河下旬にはもう静限にいるが、言i}の仕事件栃木であった。幸いに地震が起き

る請すにここに来ている。 M さんは北i毎i還の洪水に見舞われたところの近くにい

るら 1い。後 1ヶ月ぐらいで契約が;柊わりお願の帰国ができるが、ちゃんと最

後まで勤めてこの 1年間の契約にきれいにけりを付けたい。こちら(日本では)

47それに対して、英語は槌能である。
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ほとんど毎日のように余震があり、アナログτVの地震予知機能もしょっち l合

う鳴っていて、本当に怖い。みんな地震がまた来るかと心配しているようで¥

とくに私たちは海に近いところに住んでいるから心配だ。

前行っていた鬼怒川で未だに余震が続いているようだが、今は Gさんと Sさ

んと大阪にいるから、大丈夫である。 Tさんは 10月まで静岡にいると聞いた。

みんな無事でよかった。

(4)3月 n自の午前中は交換留学生を連れ、外国人が日本に滞在するための手続

きをいろいろしていた。お主主は私がi自まっていたホテルの近くで食事を済ませ、

若者が好きなこの繁華街で解数し、一人でホテルまで歩いて帰った。ホテルで

しばらく休んでいたら、大きな地震が起きた。直ちに留学生に寄童話したが、な

かなかつながらなかった。仕方なく、学生たちの携帯にメールを送‘ったが‘ど

うも届いたのは数時間の後のようだった。やっと連絡が取れた学生に、どうせ

帰りの電車:がないので、私の部屋に来てもらった。 7人もシング〉レの部屋に入

ると混んでいたが、地震が怖くて泣いた学生もいたから、みんなが一緒に行動

した方が安心であろうと、狭い部震で我慢していた。みんな捕ってテレピを見

たら、津波などのことを知り、非常に大変な状況だと分かった。夜はベッドを

学生に穣り、私i之監ったまま寝ていた。翌朝、混んでいたが大学行きの電車に

乗れて、学生を無事に帰らせた。こちら(日本)の大学と交渉してみたが、キ

ャンパスに被害がありベ留学生をどうするかについてはもうしばらく検討す

る持聞が要ると言い渡された。私i土台湾にも仕事:がある49ので、予定の日にち

に婦らなければならなかったが、台湾にも他の担当の先生が日本の大学と連絡

を保っているから、大丈夫であった。

4、おわりに

本研究における考察により、以下のことが分かった。

今回の地震はさすがに留学生の日本留学の意思を動揺させた。とくに IP合日族J

でない人、大学での専攻が日本語でなかった人にそのような影響が大きい。しか

し、日本留学が長い聞の害事で、何らかの形で叶えたいという台湾人も多い。また、

日本を信己、回復を楽観的に見ている台湾人も多い。

ただし、今回の調査は、台湾人留学生が多〈、その中でも臼本語を専攻してい

た留学生が多いため、台湾人留学生またはi3*語専攻の留学生の意見を比較的強

~E 建物にひびは入ったり、地面が液状化したりしている0

49 台湾の大学では3月は学期中である。
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く反映していると思われる。しかし、少数ではあるが他国の留学生、及び専攻が

日本語でない留学生の意見も、対照的に聞くことができた。更に今回インタピ、ユ

ーを受けたこれらの留学生を対象とした追跡調査、またはより多くの人を対象と

した調査をすれば、より興味深い結果が得られると考えられるので、それらを今

後の課題としたい。
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