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台
湾大学校史館は、2005年6月22日朝、陳維昭学長、虞兆中前学

長、李嗣涔次期学長、陳奇禄中央研究院院士の立ち会いのもと除

幕式が行われ、開館しました。台湾大学図書館が管理運営する校

史館は、学外の方々に台湾大学を知っていただくための展示場であると同

時に、母校に帰ってくる卒業生の憩いの場でもあります。
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常設展示
広さ754㎡の校史館常設展示ホールは、以前は旧総図書館の中央閲覧室でした。
1929年に着工した旧総図書館は、五回の増改築を経て、今日の姿になりました。
高い天井と連続するアーチ型の窓が、歳月を経た荘重な建築美を醸し出していま
す。旧図書館は七十年以上にわたって勉学に励む学生を見守ってきました。ここ
で研鑽を積んだ幾多の学生たちが、社会に出て出色の人物となり大きな成功を収
めたのです。そして、いまは台湾大学の輝かしい歴史をたどる場所となっています。

◆建学の精神
校史館の入り口に、学問の自主性と自由な校風とを謳う台湾大学建学の精神が掲
げられています。今日まで引き継がれるこの精神は、傅斯年学長がその基礎を築
きました。学者の心と硬骨の士の気概とを兼ね備えた傅学長は、オランダの哲学
者スピノザ（Baruch Spinoza 1632-1677）の言葉を引用し、政局動乱の時代に
あって、時局や世相が如何に変わろうとも「この大学を宇宙の精神に捧げる」と
いう心を堅持してほしいと全学のすべての成員を激励しました。この「宇宙の精
神」というスピノザの言葉は、本校建学の目的は宇宙の一切の永久不変の真理を
追究することにあるということを強調しています。
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◆台湾大学略史
台湾大学略史展示コーナーでは、台湾で最も長い歴史を持
つ台湾大学が、創立時の文政学部と理農学部の二学部だけ
の台北帝国大学から、今日の十一学部を持つ総合的研究型
大学へと発展してきた軌跡をたどることができます。ここ
には歴代学長の肖像画、重大な出来事、学長の指導理念、
写真、書類、文物などが展示されています。

•台北帝国大学
台湾大学の前身は日本統治時代の昭和三年（1928年）に創
立された台北帝国大学です。台北帝国大学は、日本の九校
の帝国大学の一つで、日本の旧制大学の講座制をとってい
ました。創立当初は、文政、理農の二学部だけでしたが、
台北帝国大学後期には、文政、理、農、医、工の五学部と
熱帯医学研究所、南方人文研究所、南方資源科学研究所の
三つの研究所、及び予科を持つ大学になりました。

台北帝国大学時代の歴代学長：

幣原　坦	 （1928.3.	～	1937.9.）

三田定則	 （1937.9.	～	1941.4.）

安藤正次	 （1941.4.	～	1945.3.）

安藤一雄	 （1945.3.	～	1945.10.）

•国立台湾大学
第二次世界大戦が終わり、台湾が日本の植民統治から脱す
ると、国民政府は中央研究院植物研究所の羅宗洛所長を台
北帝国大学接収のために台湾へ派遣しました。接収は1945
年11月15日に終了し、台北帝国大学は国立台湾大学へと改
制されました。台湾大学は、当初は文、理、法、医、工、
農の六学部でしたが、今日では文、理、社会科学、医、
工、生物資源と農学、管理、公共衛生、電機情報、法律、
生命科学の十一学部と歯科、獣医、薬学の三つの専門学院
を持つ大学に発展しました。



台湾大学の歴代学長と代理学長：
羅宗洛	 （1945.10.	～	1946.7.）

陸志鴻	 （1946.8.	～	1948.5.）

莊長恭	 （1948.6.	～	1948.12.）

傅斯年	 （1949.1.	～	1950.12.）

沈剛伯	 （1950.12.～	1951.3.代理）

錢思亮	 （1951.3.	～	1970.5.）

閻振興	 （1970.6.	～	1981.7.）

虞兆中	 （1981.8.	～	1984.7.）

孫		震	 （1984.8.	～	1993.2.）

郭光雄	 （1993.3.	～	1993.6.代理）

陳維昭	 （1993.6.	～	2005.6.）

李嗣涔	 （2005.6.	～	2013.6）

楊泮池	 （2013.6	～	現在)

◆大学の象徴	            • 大学の木　―　大王椰子
台湾大学の門をくぐると、まず目に入るのは両側に高く聳
える大王椰子です。この大王椰子の並木は、訪問者を迎え
る隊列のように、総図書館まで続いています。この椰子並
木の大通りは台北帝国大学時代には既に形作られていまし
たが、その後のキャンパスの拡大に伴ってこの大通りはや
や変わりました。台湾大学の象徴であるこの並木の大通り
は、すべての台大人（台湾大学の学生、卒業生、教職員の
総称）の永遠の誇りであり、多くの学生たちの憧れの的で
もあります。1898年に初めて台湾に持ち込まれたこの椰子
が「大王椰子」と名付けられたのは、国内に持ち込まれた
ヤシ類では最も高くて堂々としていたからです。

 • 大学の花　―　ツツジ
台湾大学を象徴する花がツツジであることを知らない台大
人はいません。毎年三月、満開のツツジが美しい季節に、
台湾大学のキャンパスでは「ツツジ祭」が盛大に催されま
す。ツツジ祭を訪れて「ツツジの町」という別名のあるキ
ャンパスの美しさを満喫してください。ツツジは、台北帝
国大学時代にはまだそれほど多くありませんでした。1950
年の年末、傅斯年学長が積年の苦労から突然逝去される
と、傅学長を偲んで近くの農家からツツジの苗木250株が
集められ、キャンパスに移植されました。これがきっかけ
でキャンパスにツツジが大規模に植えられるようになりま
した。
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 • 校歌
台湾大学の歴史において四つの校歌があり、最初の校歌は
昭和15年（1940年）に完成しました。日中戦争の最中だ
ったこともあり台北帝国大学の校歌には軍国主義の気風が
色濃く残っています。二曲目の校歌は、中国文学系許壽裳
主任の作詞、台湾交響学の父蔡継琨先生の作曲で1947年に
作られた校歌です。しかし、この校歌は学生たちには歌詞
が難解で、あまり歌われませんでした。後に、新しい校歌
を求める学生会の要望に応え、1968年に沈剛伯文学部長の
作詞、中国現代音楽の先駆趙元任教授の作曲で現在の校歌
ができましたが、この新しい校歌ができるまでの約二十年
間、学生たちは日本統治時代の台湾語の歌「望春風」を校
歌として歌っていました。

 • 校訓 ― 敦品励学愛国愛人
（篤実で、学に励み、国を愛し、人を愛す）                      

台湾大学の校訓のこの八文字は、1949年の第四回創立記念
日の傅斯年学長の訓示にある言葉です。1950年12月20日
に傅学長が逝去されると、傅学長のこの訓示を台湾大学の
校訓とする議案が校務会議で提出されましたが、保留とな
り可決されませんでした。しかし、その後、幾人かの学長
が卒業生に贈る題字としてこの八文字を書いたり、旧体育
館の外壁に赤字で掲げられたり、また校章のデザインに採
用されるなど、「敦品励学愛国愛人」の八文字は学内の教
職員や学生たちの心に深く刻まれ、校訓となったのです。

 • 校章
台湾大学の校章は、1982年の創立記念日に公表されまし
た。この校章は傅鐘をモチーフとしています。背景の大王
椰子は、「敦品励学（篤実で、学に励む）」を表し、大王
椰子の若芽は、台湾大学の精神がいつまでも受け継がれ
ていくことを表しています。また、内側の梅花の図案は、
「愛国愛人（国を愛し、人を愛する）」を表し、外側の彩
雲雷文の図案は、校訓の精神がますます発揚することを表
しています。傅鐘は、傅斯年学長を記念して造られまし
た。講義の開始と終了を告げるために21回鳴らされます
が、それは「一日は二十一時間しかない。あとの三時間は
沈思黙考のための時間である」という傅学長の言葉に基づ
いているのです。



◆栄誉と成果
ここには11の学部の略史と学術的業績が展示してありま
す。歴史を物語る展示物としては、古い圧力計や医療用の
消毒鍋などがあります。また、台湾大学考古学チームが台
湾全島に残した足跡や、台湾大学の教授が開発した潜水器
具、世界で初めて台風の目の中に入って台風を観測した無
人飛行機チーム、健康食品の紅麹卵の原理なども閲覧する
ことができます。その他、太陽エネルギーカー、バージャ
ー病（壊疽）の予防治療、死亡細胞の謎の解明、学生劇の
公演など、さまざまな分野の業績も映像で見ることができ
るようになっています。

◆台湾大学の側面

 • 台湾大学の紹介と台湾大学の短編映像
中央区のテレビ局が台湾大学の紹介と短編映像を放送しま
した。足をとめてみてみると台湾大学の歴史や現在の発展
と未来の展望を知ることができます。

 • 著名な卒業生
1996年に最初の大統領と副大統領の直接選挙がおこなわ
れて以来、2016年までに9名の大統領と副大統領が誕生
しましたが、その内、李登輝（農業経済学）、連戦（政治
学）、陳水扁（法律学）、呂秀蓮（法律学）、馬英九（法
律学）、吳敦義(歷史学)、蔡英文(法律学)、陳建仁(動物、
公共衛生学)等8名が本学の卒業生です。また、今のところ
ノーベル化学賞を受賞した李遠哲博士（ノーベル化学賞）
をはじめ、姚期智（チューリング賞，計算機科學分野）、
胡正明（フィルカウフマン賞，電子設計自動化分野）らも
本学を卒業した卒業生です。今後、さらに多くの傑出した
卒業生が、台湾は言うまでもなく、世界の発展にも貢献す
ることが期待されます。

 • 名誉博士
台湾大学は2001年から、学術或いは専門的分野で特別な
成果を挙げた人、人類の福利に力を尽くした人、世界の文
化交流と平和に多大な貢献があった人などに対し、名誉博
士号を授与しています。2015年までに辜振甫、李遠哲、
崔琦、楊祖佑、高行健、孔德成、丘成桐、林懷民、錢煦、
王文興、林百里、李亦園、漢寶德、彭汪嘉康、曹永和、胡
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佛、齊邦媛、馬水龍、張榮發、張忠謀、楊振寧、尹衍樑の
各位に名誉博士号が授与されました。

 • 中央研究院院士
中央研究院は我が国の学術研究の最高機関です。中央研究
院の院士は世界のさまざまな学術分野で活躍する最も優れ
た中国人研究者の中から選ばれます。2014年までの数十
年で中央研究院院士に選ばれたのは467名、その内、本学
の学長、専任教授からは、他の研究型大学を大きく上回る
69名が院士に選ばれています。

 • 大統領科学賞
大統領科学賞は、台湾の社会に大きく貢献し、且つ国際社
会における台湾の学術的地位を高めた基礎科学分野の研究
者の功績を称えるために、2001年から二年ごとに四名が選
ばれ、授与されています。本学からは毎回受賞者が出てお
り、2015年までに宋瑞樓教授（医学内科　2001年）、劉
國平教授（化学　2001年）、林長壽（数学　2001年）、
朱敬一教授（経済学　2003年）、鮑亦興教授（応用力学
　2003年）、陳建仁教授（流行病学　2005年）、陳定信
教授（医学内科　2007年）、李壬癸（考古人類学　2009
年）、吳成文（医学栄誉講座　2011年）、彭旭明（化学　
2013年）、李琳山（電気工学　2015年）がこの賞を受賞
しています。

 • 優れた卒業生
台湾大学では2006年から人文芸術、学術、工商、社会サー
ビスなどの分野で卓越した卒業生を本校並びに社会に向け
公称しています。2015年までに78名の卒業生が称えられ
ています。

 • 早期学位論文の原稿
ここでは1960年以前の大学部学生の卒業論文の手書き原稿
が多数展示されており、中には元大統領の李登輝氏、元副
大統領連戰氏、ノーベル賞を受賞した李遠哲氏など著名人
の原稿も残っています。

 • 国際学術交流
2015年9月まで、本校は世界508所の大学と学術交流計画
と立ててきました。アジア206校、オーストラリア15校、
アメリカ104校、ヨーロッパ181校、アフリカ2校となって



おり、ハーバード大学や	スタンフォード大学、オックスフ
ォード大学、東京大学、北京大学など世界でもトップクラ
スの学校が含まれています。

 • 台湾大学博物館グループ
台湾大学博物館グループが2007年11月15日に正式にオー
プンし、学校校史館、人間学博物館、地質標本館、物理文
物ホール、昆虫標本館、農業陳列館、植物標本館、動物博
物館、資料館、医学人文博物館の10個の建物で構成されて
います。

•台湾大学校史館の回想
台湾大学校史館が製作した宣伝映画や英語ガイドサービス
課の新入生募集動画、母校での結婚写真宣伝動画、本館の
年度回想などを閲覧することができます。

 • 台湾大学の美
台湾大学の先生と生徒が2010、2011、2014年の3年間
で撮影した台湾大学の美しい写真作品が展示されています
す。

◆社会的貢献
勉学に励み、研究に打ち込む本学の教師や学生たちの最終
目標は、社会に貢献することです。ここでは学生と本学と
が如何に社会に関心を持ち、貢献しているかについての展
示を通して、本学の社会的価値について解説します。主な
展示内容は、公共衛生計画の回顧、台湾大学付属病院の歴
史的な偉業、SARS予防と治療研究の先駆、地震防御の新技
術、渓頭再建、翡翠ダムの流体力学模型実験、外来種の赤
アリの駆除、稲の産業、農業技術支援隊、農業推進便覧、
学科やサークルの社会奉仕、社会環境の体験、リハビリ用
の補助器具技術の研究開発などです。

◆学園生活
校史館には、大学の歴史だけでなく、訪問者の胸を打ち、
卒業生に台湾大学の一員であると感じさせるような、学
園生活の歴史も展示されています。ここには過去から現在
までの学生の衣食住、教育、娯楽など、学園生活の様々な
側面が展示されており、貴重な写真、語り継がれてきた物
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語、古い教育用器具などの展示品に、母校に帰った卒業生
は学生時代を思い起こし、在学生は先輩たちの生活を追想
することでしょう。

◆検討と反省
本学は、台湾でもっとも古く、且つもっとも影響力のある
大学です。学内の出来事は、近代台湾の社会運動と切り離
すことができません。すべての台大人が歴史の教訓を忘れ
ることなく、また本学の校風に違わず、台湾大学の精神を
実践し後世に伝えていくよう、校史館の銘文にはそれらの
出来事が明記されています。警世の学内事件としては、
四六事件、白色テロ、台湾人民自救宣言、『自由中国』
という雑誌と殷海光、尖閣列島の主権防衛、烽火杜鵑城の
学生運動、国連の我が国排斥に対する抗議、哲学科事件、
『自由の愛』という活動と学生代表の直接選挙、野生の百
合学生運動、軍人内閣反対、100行動聯盟、ひまわり学運
などがあります。

◆大学の変貌と発展
学生数の増加と、研究領域の拡大に伴い、本学キャンパス
は拡充を続けて、現在台湾各地に分布しています。校史館
には、来訪者に本学キャンパスの全貌を理解していただく
ために、豊富な絵と文章のマルチメディア解説システムが
設置されています。

 • 本部キャンパス
本部キャンパスは、台北帝国大学のキャンパスを受け継い
だものですが、更に古くは1922年の台湾総督府農林専門学
校にまで遡ることができます。この長い歴史が、本学のキ
ャンパスに文化的な深みと雰囲気とを醸し出しているので
す。キャンパスに集う学生も教師も、歴史の「過去」に人
類の「未来」の発展を考えさせ、人文的な関心が旺溢して
いるのです。ここでは時間軸を、台北帝国大学時代、台湾
大学草創期、社会参与期、学内自治期の四期に分け、本部
キャンパスの変貌が紹介されています。また、歴史的に特
別な意味を持つ瑠公圳、舟山路、椰子の並木の大通り、新
総図書館も紹介されています。



 • 各地のキャンパス
本学の総面積（35,000ha）は台湾の総面積の約百分の一に
あたります。ここでは、本部キャンパス、医学部と付属病
院キャンパス、徐州路キャンパス、水源キャンパス、実験
林、山地農場、安康農場、文山植物園、宜蘭臨海ワークス
テーション、竹北キャンパス、雲林虎尾キャンパスなど、
各地のキャンパスの歴史と特色が解説されています。ま
た、2005年の学内投票で選ばれた台湾大学十二景の新総図
書館、酔月湖、椰子の並木の大通り、傅鐘、大学正門、傅
園、渓頭大学池、台大病院旧館、生態池、舟山路、農場、
共同教室前の三本松も紹介されています。

◆座標に残る世代を超えた記憶
時代の変遷とともに台湾大学のキャンパスも女性が着飾る
ように、その姿を変え続けています。台湾大学校史館が
実施したアンケートによると学生たちにとって台湾大学は
「勉強」、「デート」及び「サークル活動」に一番適して
いる場所という結果がわかりました。このキャンパスの座
標は、異なる世代の台大人がこれまで行ってきた事柄やそ
れぞれのストーリーを呼び起こす場であり、世代を越えた
台大人の生活の変化を描いています。校史館では2011年
11月から「在校生篇」の特設展示を開始し、2012年6月に
は「卒業生篇」として新たな容貌で展示され、真の「世代
を越えた」対話が実現しました。

◆旧総図書館　昔日の面影
校史館を訪れた際は、ぜひ校史館の入っている旧総図書館
の建物も鑑賞してください。館内に模型と解説を設置し、
旧総図書館の建築美の細部までを説明しています。また、
旧図書館時代を偲ばせる古い写真も展示してあります。
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◆映写室	  • 口述歴史DIY

台湾大学の長い歴史を通覧すると、青春時代が思い起こさ
れることと思います。当館は、時間の中に埋もれた大学の
歴史を掘り起こし、皆様にお伝えしていますが、お伝えす
る大学史をより完全に復元するため、いま皆様のお記憶の
中の台湾大学を私どもにお話しくださるようお願いしてお
ります。皆様のお話で台湾大学の歴史がより鮮やかに再現
されるのです。どうぞ「口述歴史DIY」撮影室のドアをノ
ックしてください。

 • 台大人の語る台湾大学
校史館では歴代の台大人に台湾大学について語っていただ
いております。ご来館の際は、いろいろな世代が語る台湾
大学のあの頃をお聞きください。

 • 台大人の記録フィルム
台湾大学はこれまで各界の優秀な人材を育成してきまし
た。その一人一人が、自己の職場を堅守し、妥協を入れず
常に新しさを追及する、台大人の模範となる優秀な人材で
す。映写室では、「その人、その事（傅斯年）」、「台湾
医学の父（杜聡明）」、「自由思想者（殷海光）」、「現
代作家の姿（林文月）」、「ベテラン技師の物理の世界
（許玉釧）」、「台大Discovery記録フィルム」など、傑出
した台大人の記録フィルムを放映しています。

◆川流庁展示ホール
校史館の後棟の東側に、広さ302㎡のホールがあります。
2007年の創立記念日に校史の特設展示場として開幕した
「川流庁」です。薬学系の卒業生・李華林氏の「川流基金
会」のご寄付で完成したことから、謝意を込めて「川流
庁」と名づけられました。また、この「川流」は、川の流
れのように途切れることなく多くの参観者が訪れることを
期待する私たちの心も表しています。



館内案内
校史館では2種類のガイドサービスを提供しています。

(1)団体ガイドのご予約：インターネットオンライン申請のみ

http://bookings.lib.ntu.edu.tw/

(2)自動音声ガイドシステム：

アンドロイド携帯を利用して無料の校史館音声ガイドアプリを
ダウンロードするか、またはQRcodeスキャナーを利用し、中
国語と英語の案内資料を閲覧することが可能です。

結婚写真
校史館は台大人の結婚を歓迎します。校史館で結婚
写真の撮影をご希望の新婚さんは撮影日の3営業日
前までにインターネットよりお申し込みください。

校史館で結婚写真申請URL：

http://bookings.lib.ntu.edu.tw/

収集と保存
記録が歴史を語り、文物が心を伝える

台湾大学の歴史を物語る多くの文物は、耐用年数が過ぎて
廃棄されたり、また使用していた研究者が大学を離れる
と、人知れず散逸したりしてしまいました。校史館は設立
以来、そのような大学の歴史を物語る文物の保存を責務と
考えてきました。例えば、台北帝国大学創立時の総長幣原
坦直筆の掛け軸、台北帝国大学時代の古い器具や測定器、
台湾大学初期の職員識別証、台湾大学の教授の助言ででき
た始めての台湾製チェロなどが保存されています。

校史館自動音声ガイド
アプリダウンロード

台湾大学博物館グルー
プガイド予約システム
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記憶を呼び起こす写真
どんな思い出が　青春時代から老後まで残るのか

どんな場面が　故郷に思いを馳せさせるのか

皆様の母校への思いが込められた、在学時代の大切な思い
出のお写真は、台湾大学の各地のキャンパスの変貌の様子
を伝えてくれる写真でもあります。校史館では、台湾大学
の古い写真と思い出の出来事のための永遠の家を造りまし
た。皆様のお手元の特別な意義のあるお写真、或いは台大
の風景と建築物、台大人物プロフィル、台大の学園生活と
クラブ活動、台大の逸話、台大周辺の変遷など台湾大学に
関する古い写真を校史館にお持ちください。お持ちいただ
いたお写真は、デジタル複写させていただき、責任を持っ
てお返しいたします。

台大記憶（古い写真）募集  http://photo.lib.ntu.edu.tw/Memory/

口述歴史
台湾大学ももうすぐ九十歳になり、数十年間の公文書だけでなく、台大人の過去の重
要時期の役割や生活上の小さなエピソードなども、台大人の卒業、退職、他界ととも
に忘れ去られ散逸してしまいました。校史館は、失われた記憶を取り戻し、ぼんやり
とした足跡を追い求めるために、口述歴史の訪問取材を始めました。母校の歴史を知
らない根のない台大人とならないよう、徐々に薄れゆく歴史の記憶を丁寧に拾い集め
ているのです。

口述歴史 http://www.lib.ntu.edu.tw/gallery/Oral/



台大の物語
台湾大学には、学校当局編纂の台湾大学史のほかにも、キ
ャンパスの逸話を伝え継ぐ興味深い学校史もたくさんあり
ます。校史館は、インターネット上に大学史雑談ブログを
開設し、集まった心温まる物語や面白いエピソードを紹介
し、異なる世代の台大人の心を惹きつけています。そのほ
かにも、校史館が集めた古い写真や面白エピソードなどが
《青春･記憶･老臺大：臺大老照片的二十個故事》、《有人
要我寫一首關於臺大的詩：校園、生活、社團以及其他》と
いう2冊の本として出版されています。ぜひ臺大出版センタ
ー書店にてお買い求めください。

校史逸話ブログ  http://gallery.lib.ntu.edu.tw/

イベント
校史館はよく展覧会やキャンパスイベントの会場として使用されていますが、ま
だまだ知らない方も多いように思います。より多くの活動や特設展示、校史学講
演、出版などのイベントを通し、総合大学の研究への活力と校史館を知って頂
き、より多くの方が校史館へ足を運び、台湾大学のことをもっと知って頂ければ
と思います。
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Q01：	台湾大学校史館の設立はいつ？

(1)1928年
(2)1945年
(3)2005年

Q02：台湾大学の前身は？

(1)東京帝国大学
(2)台北帝国大学
(3)北京大学

Q03：	日本統治時代の台北帝国大学に
は最初に二つの学部が設けられ
ました。下の三つのうち違うの
はどの学部？

(1)文政
(2)理農
(3)医工

Q04：	台湾大学の建学の精神は？

(1)温良恭倹譲
(2)学術の自主と自由な校風
(3)礼義廉恥

Q05： 日中戦争終了後、中国政府から
台北帝国大学を接収した学長は
だれ？

(1)蒋介石
(2)羅宗洛
(3)傅斯年

Q06： 台湾大学を象徴する大学の木は？

(1)鳳凰木
(2)大王椰子
(3)パンの木

Q07：	台湾大学を象徴する大学の花は？

(1)ツツジの花
(2)木綿の花
(3)梅の花

Q08：	台湾大学の校訓は？

(1)宇宙の精神
(2)	篤実で、学に励み、国を愛

し、人を愛す
(3)卓越を追求しトップを目指す

Q09：	傅斯年学長を記念して造られた
傅鐘は、毎時限ごとに何回鳴ら
される？

(1)18回
(2)21回
(3)24回

Q10：	全島に分布する台湾大学のキャ
ンパスの総面積は、台湾の総面
積の約何分の一？

(1)十分の一
(2)百分の一
(3)千分の一

答案：(3)	(2)	(3)	(2)	(2)	(2)	(1)	(2)	(2)	(2)	

台湾大学おさらいクイズ
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