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2022年度後期 e-STARTプログラム（コース1） 

e-START program for the 2nd semester 2022: Course 1 

 

所属・職名 

School, Job Title 

人間総合科学プログラム・教授 

Graduate School of Humanities and Social Sciences, Professor 

氏名 Name 
荒見 泰史 

Hiroshi ARAMI 

メールアドレス 

Email address 
arami@hiroshima-u.ac.jp 

 

① コーステーマ / Theme of the course 

台湾の文化遺産、宗教遺産より見る東アジア世界（中国語） 

The East Asian World from the Perspective of Taiwan’s Cultural and Religious Heritage (Chinese) 

② 教養教育科目/Liberal Arts Subject 

オンライン国際協働演習（e-START）A（１単位）/ 

Collaborative Online International Seminar A (1credit) 

③ 共同実施先の大学名，国・地域名/ Overseas university(ies) to jointly conduct the course 

国・地域名１ 

Country/region  

台湾 

Taiwan 

大学名１ 

Name of university 

国立政治大学 

National  Chengchi 

University 

④ コースでの使用言語 

/ Language to be used in the course 

英語・中国語・日本語 

English, Chinese, Japanese 

⑤ 使 用 予 定 の オ ン ラ イ ン ツ ー ル

/Communication platform used in the course 
Teams 

⑥ 対象学生等/Eligibility 

※原則，最終セメスター学生は単位付与のタイ

ミング上，「単位不要」での登録となる。 

※大学院生は学部の科目の単位付与可能 

☐学部生のみ/undergraduate student only 

☐大学院生のみ/graduate student only 

学部生・大学院生どちらでも/Both undergraduate 

and graduate student 

教職員の見学可/ the visits are available for faculty 

and staff 

⑦ 曜日・時間/Day and Time 

現時点で分かる情報をご提供ください 

（コース開講の曜日・時間帯） 

⑧ 募集人数/Capacity 

 

最小開講人数：7名/Minimum number 7 

最大募集人数：24/Maximum number: 24 

⑨ 募集終了日 / Application due date 2023年 1月 9日（月）   

⑩ 持っておくと望ましい背景知識/ Recommended background knowledge 

台湾の歴史文化に関する知識 

Knowledges of Taiwanese history and culture 

⑪ コース概要/ Outline of the course 



2 

 

本プログラムでは、「台湾の文化遺産、宗教遺産より見る東アジア社会」をテーマとして台湾の文

化遺産見学および現地専門家によるレクチャー、台湾の協定大学における現地学生との共同フィール

ド調査及び発表会、語学研修（中国語）など研修プログラムを実施する。このような講義・体験型学

習プログラムを通じて、学生に日台関係・異文化理解・外国語習得の必要性を理解させることができ

る。参加学生は、教養教育科目「オンライン国際協働演習（e-START）A」として履修し、約３カ月間

にわたり３回程度の事前講義とオリエンテーションを受け、同時に学生が運営にあたる自主勉強会を

開催し、研修終了後には事後研修を行う。学習成果の総合的評価のため、プログラム前後に、コンピ

テンシー評価のためのBEVI-j及び語学力テストを行う。 

Under the theme of “East Asian Society from the perspective of Taiwan’s cultural and religious 

heritage”, the program consists of a cultural heritage tour of Taiwan, lectures by local experts, 

joint field research and presentations with local students of the partner university, and language 

training (Chinese). Through lectures and practical learning programs, students learn about 

Japan-Taiwan relations, cross-cultural understanding, and the importance of learning foreign 

languages. Participants register for the Liberal Arts Subject “Online International Seminar A (1 

credit),” and attend three prior lectures and orientation over a period of about three months, as 

well as a self-study meeting organized by students, and a post-study session after the program. In 

order to evaluate learning outcomes, the BEVI-j competency assessment and language proficiency 

test are conducted before and after the program. 

⑫ コース内容詳細案/ Detailed plan of the course  

(1) 講義 Plan of specialized lecture 

時期/Period：Around  １月/month 日/day  頃 ～ ３月/month 日/day  頃 

内容/Details： 

本プログラムでは、「台湾の文化遺産、宗教遺産より見る現代台湾」をテーマとして、台湾文化、

現代台湾への理解を深める。とくに、今日の台湾の成り立ちとその背景にある歴史、文化、言語、思

想、信仰などを理解させ、日台関係、東アジアにおける日本の立ち位置などをについて深く考えさせ

る。 参加学生は、広島大学において第４Ｔの間３回程度の事前講義とオリエンテーションを受け、

同時に学生が自主的に運営にあたる勉強会を開催する。 

３月から２週間協同実施大学の講義を受け、現地専門家によるレクチャー、及び国立中央大学での

語学研修（中国語）を行い、最後にはオンラインによる発表会を行う。 

This program aims to deepen students' understanding of Taiwanese culture and modern Taiwan 

under the theme of "Modern Taiwan from the perspective of Taiwan's cultural and religious 

heritage”. In particular, students learn about the development of today's Taiwan and its 

backgrounds, such as history, culture, language, ideology, and faith, and are encouraged to think 

deeply about Japan-Taiwan relations and Japan's position in East Asia. Students are required to 

attend three prior lectures and orientation at Hiroshima University during the 4th term, and at 

the same time, a self-study meeting will be organized voluntarily. 

From March, students attend lectures provided by the partner university for two weeks, lectures 

by local experts, and language training (Chinese) at National Central University. At the end of 

the program, students make a final presentation online. 

(2) グループワーク Plan of group work 
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時期/Period：Around １月/month  日/day  頃 ～ ３月/month  日/day  頃 

内容/Details： 

 参加学生は、広島大学において第４Ｔの間３回程度の事前講義を受けるのと同時に、自主的に運営

にあたる勉強会を開催する。 

 勉強会は自主学習のために、第４Ｔ期間中に３～６回程度行い、オンライン最終発表会の準備を行

う。 

Students are required to attend about three prior lectures during the 4th term at Hiroshima 

University, and at the same time organize self-study meetings to manage their own group 

project. Self-study meetings will be held 3-6 times during the 4th Term and prepare for the final 

presentation online. 

(3) グループ発表 Plan of final group presentation 

時期/Period：Around ３月/month ２０日/day  頃 ～  月/month  日/day  頃 

内容/Details： 

 ３月の台湾中央大学での講義（オンライン）期間の最終日に、グループ発表会を開催する。発表会

では、e-START（英語、中国語）の両コース合同開催とする。 

A group presentation is scheduled on the last day of the lecture (online) provided by Central 

Taiwan University in March. The presentation will be held jointly for both e-START courses of 

English and Chinese. 

⑬ その他/ Others 

 

 


