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We recently welcomed the 19th anniversary of the “Asian Students Exchange Program” in
Kaohsiung, Taiwan. From Japan, about 160 participants had the chance to join this year’s wonderful
ASEP program, conducted by the Bureau of Education in Kaohsiung.
We would like to express our sincere thanks to Director Wu and former Director Fan (now 臺灣教育
部政務次長) for hosting this pilot project in the East Asian region.
Our group comprised 11 high schools and 4 universities from different prefectures in Japan. The
Japanese teachers involved are also working group members for the World Youth Meeting in Japan.
Our students enjoyed this occasion a great deal, and came to learn how much fun Taiwan could be
after experiencing the homestay program. They were also able to employ authentic English
communication to complete their collaborative presentations. The “Asian Students Exchange
Program”is one aspect of active-learning, based on the instructional design that recently leads
Japanese courses of study, focusing on “Interactive Leaning, Self-directed Learning and Deep
Learning”.

Participating Countries
Taiwan, Japan, Korea, Indonesia, India, Thailand, Vietnam, Malaysia, and New Zealand.
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Project Based Learning
This kind of authentic learning environment is more
widely known as “project-based learning”. Our students start
their preparation in September and continue until January,
challenging themselves to write reports as part of their
reflective learning.
This year’s theme was “Distant Horizons, Close Friends”.
As the preparatory activity, students started discussion
regarding the overall design of the collaborative presentation
expected be done on the designated day, the ASEP
presentation day. They use tools such as Google Document
or Skype to create their reports and confer with presentation
partners often based in a different country or prefecture than
themselves.
The Japanese students have become much more able to use English than several years ago, so that
they could communicate directly with Taiwanese group members without the need for translation by
their teachers.
Their communication ability also makes it possible to argue about the order of presentation sheets or
more effective expressions for their presentation scripts. Sometimes students had to face conflicts
caused by communication and cultural misunderstandings, but they were able to use English to resolve
these differences.
After two decades of study accumulated by their predecessors in this event, students have become
better able to articulate their ideas and opinions, achieving their desired outcome. Forming
collaborative English presentations through patient discussion, they could reach agreement on finding
better ways to make their presentation slides and scripts. Keeping persistent manners in forming their
joint presentations is what has come to be known as “peace education” or acquiring “globally minded
skills”.
Of course, recent technological developments to help in sharing opinions, such as Google Document
or the Skype conference system, definitely support and facilitate their activities before the event.

Students’ English Ability
The number of English speakers throughout the total world population of 7 billion is about 1.75
billion people.

Only 22 percent of this figure are native speakers. Japanese, Korean and Taiwanese

who live in East Asia belong to the non-native speaking segment, the remaining 78percent of speakers.
（Tsedal Neeley,2012,HBR）
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Students communicate in English, focusing more on effectively overcoming conflict and deepening
their discussion, not merely acquiring academic performance skills. They are required to maintain the
persistent attitude to be a globally minded person, that successfully leads them to ways of creative
thinking, going through the process of broaching conflict to reaching collaboration.
Thanks to the Bureau of Education in Kaohsiung City, students could learn how to use English to
overcome conflict. Finally, they could experience real inter-global discussion, finding solutions to
avoid any cultural or personality-based clashes.

Cultural Experiences
According to the results of a questionnaire that the Japanese side did after the event, what students
appreciated most of all were the opportunity to participate in the event, their homestays, the night
market and school visit. Some of their comments are as follow:
・We could meet nice Taiwanese people everywhere in the city who were kind and open minded to us
Japanese.
・Ｉreally miss the friends I made in this event. I didn’t want to have leave Kaohsiung city.

If

possible, we would like to meet again and enjoy talking with our Taiwanese friends.
・Since this is my first time to go abroad, I became so nervous about everything. But everything about
this trip was just fabulous, due to the warm-heated Taiwanese hospitality we received.

In responding to the question,
“What did this visit to Taiwan mean to you?”

25 percent of students said Taiwan became the criteria to observe other countries.
35 percent said they would cherish memories with Taiwanese friends in their daily lives.
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85 名 台湾学生回答

Conflict Resolution
The Figure below shows the working concept of ASEP. It shows the International Educational
Project designed by MOE in Kaohsiung and WYM teachers Steering Committee. They have
accumulated study and experience by hosting these kinds of collaborative projects since 1999. As
educators, we can understand both events are the place for students who are filled with desire to
improve their abilities, as well as wonderment regarding other countries and cultures, and who face
the world with a flexible attitude while overcoming conflict. Not merely thinking academically,
students from Taiwan or Japan, have been essentially asked to face the world, and have spent time
together making real working and effective collaborative presentations, overcoming embedded
cultural differences and problems to be solved. Through joint work in English, beyond the
presentations themselves, students gain experiences and skills which are so valuable to their future.
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These designs are the based on the instructional theory advocated by Dr. Reigeluth (The LearnerCentered Paradigm of Education,2016）

Effective Presentation
Through their presentation experiences, students have acquired an understanding of the need to
observe the following points to best make effective presentations:

1 Focus on prosody and pronunciation
2 Paying attention to keywords
3 Interaction with audience through direct questioning.
4 Gesture, eye-contact and paying attention to how they look.
5 Keeping the attitude of being an active listener.
6 Making appropriate pause before sharing keywords.
We have archived past presentations, and currently 200 presentations are on our site, so that students
could refer to them and brush up their presentation from the viewpoints I have mentioned above.
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Conclusion
Due to the effective educational design, we could best find the suitable project to improve both English
competency and global minded study supported by ICT and concept of Instructional Design.
In Japan, new courses of study start from 2020 that advocate 3 pillars comprised of Self-Directed
learning, Interactive Learning and Deep Learning.
We would like to follow these revisions, and at the same time, we also strive to strengthen global
authenticity, as suggested by the BOE in Kaohsiung and the WYM steering Committee.
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「The Learner-Centered Paradigm of Education」
（2016）
日本語

アジアを開く

ASEP

19 年目の「Asian Students Exchange Program in Taiwan 」
（以下 ASEP）での英語プレゼン
テーション
日本福祉大学 影戸

誠

日本の高校 11 校、大学 4 校は 2018 年 12 月 160 名で、ASEP に参加した。現地の大学、
高校とグループを作り協働プレゼンテーションに挑戦した。その間ホームステイプログラ
ム、文化交流も体験できた。
アジア学生交流、
“Asian Students Exchange Program（以後 ASEP）
”はインストラクショナ
ルデザインに基づく、アクティブラーニングである。毎年台湾高雄市教育局（呉局長、范巽
綠前局長、2019 年現在文部省次官）と日本のワールドユースミーティング実行委員会（国
内 25 校参加海外 25 校程度参加）と連携して推進している。
・参加国：日本、台湾、韓国、インドネシア、インド、タイ、ベトナム、マレーシア、ニュ
ージーランド
国際的 Project Based Learning
この大会は Project based Learning として取り組まれ
る。ASEP 当日の協働プレゼンテーションに向けて、9
月ごろからインターネット通した準備が進んでいく。
テーマ「Distant Horizons, Close Friends」(国際、そ
して友情)に基づき、ビデオカンファレンスシステム
Skype などを通して、アンケートでサインを決定し、プ
レゼ ンテーシ ョンを作成し ていく。 協働は google
Document などを活用し、ネットワーク上で現地での最
終調整に向けて作り上げていく。もちろん話し合いの
言語、プレゼンテーションの言語は英語である。会話
の必要だし、考えをわかりやすくスライド上に表記し
ていく力も必要とされる。同じ目標にむかって協働す
るうえで、ICT が効果的に機能することを実感できて
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いる。
英語の力
世界 70 億の人口で、英語人口は 17.5 億人といわれ、そのうち母語として英語を使う人
は約 2.2 割で、そのほかは、アジアの多くの国、日本、韓国のように、コミュニケーション
の言語とて使われているという（Tsedal Neeley,2012,HBR）
。この実践者として学生、高校生
はこの舞台で英語を活用している。自分の周りのことを話すだけでなく、そこには意見の食
い違い、対決-協力-創造の道筋にしたがって英語をフルに活用していく。グローバル人材に
必要な力を、台湾教育局がデザインした学習環境で実践していく。学問的には「平和学」分
野である。

文化交流
帰国後アンケートでは「夜市や、街で出会ういろんな人が親切で、私たち、日本人に対し
て大変好意的である場面多く出会いました。」「「もっと一緒に居たかったです またメンバ
ー全員で遊んだり、みんなで遠くへ出かけたいです」
「初めての海外で緊張していたのに皆
優しくしてくれて不安に感じることも無く、とても楽しめました。貴重ないい思い出、経験
がつくれて凄く嬉しかったです。ありがとう！！」などの声があった。準備の合間をみて、
ショッピングは観光スポットをホスト校の仲間、ホームステイの友達と回ったことは台湾
を理解するいい機会となったようだ。また図のごとく、台湾を「外国」というより、
「生活
の中で時々考える国」と答えた参加者が多かった。
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85 名

台湾学生回答

Conflict Resolution とインストラクショナルデザイン
ASEP は、図のごとく、台湾高雄市教育局と日本ワールドユースミーティング教員実行委
員会が 20 年近く、育ててきたインストラクショナルデザインを基本とした国際連携プロジ
ェクトです。異文化を持った生徒たちが英語を活用し、違いを乗り越えて一つのものを作り
上げる学習の場です。完成に向けて、相手の意見を尊重し、何とか協働し完成させます。ラ
イゲルース・インデアナ大学教授の「The Learner-Centered Paradigm of Education」
（2016）の
構成主義が用いられ、国際的な「主体的で対話的な深い学び」が実現さえた台湾―日本の教
員たちが開発した学習プラットフォームといえ、グローバル人材の育成を実践しています。
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英語プレゼンテーションで注意していること
図は効果的なプレゼンテーション対する参加者の声である。相手に何を残すかを中心に論
議を進め作り上げた。事後のアンケートで、英語での意見調整の難しさとその達成感につい
て答えている。コアメッセージに対する考え方、キーワードの前には少し間を置く、丁寧に
発音するなどの留意点が定着している。
ASEP のプレゼンデータが何年もアーカイブされており、18 年の先輩たちに積み重ねを
検討しながら、自分たちのプレゼンテーションに工夫を加えたようだ。
ことしは特色として、スタンツを取り入れるグループが多く、新しい形のプレゼンテーシ
ョンが多くみられた。
「時間がなく、作りすぎたスクリプトを 8 分にまで縮めるに最後まで、苦労した。」
「発表練
習の中で、話し言葉に切り替えることに気づき、おお慌てて調整したが、何とかできた。」
「表現がむつかしく、話し合い、簡単にすることを理解してもらえてかなり生き生きと表現
できた。
」
と苦労を振り返っている。
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85 件 台湾学生の回答 2019 年 3 月現在
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南山国際高等学校
To connect smoothly ~ Using Google Docs, Google Slides
Ryo Nishi
Nanzan Kokusai High School
Before visiting to Taiwan
The following way was common in the past, in making the script and slides before
visiting to Taiwan.
1. Using Word, PowerPoint, students summarize ideas at each school and upload it to
Facebook.
2. After carefully reading the idea of the partner school, students discuss which ideas
should be adopted or how to mix their good parts at each school.
3. Using Facebook, LINE, Skype, students exchange opinions among schools and explore
the direction.
4. Using Word, PowerPoint, someone edits the file and upload it to Facebook.
5. Students review the uploaded file and make it better.
Instead of the above approach, we have studied ways that everyone in the group could
edit files. Then we have used Google Docs and Google Slides from WYM 2018.
1. Using Google Docs and Google Slides, students summarize ideas at each school, share
files among each school and consider the contents.
2. All students of both schools share files and carefully read the ideas. About the points
that can be agreed or questions, each student writes comments directly in the file and
get a feedback.
3. Using Facebook, LINE, Skype in parallel, students explore the direction.
4. Some students of each school put together shared files.
5. Students review the file and make it better.
Some particular student often wrote comments to the shared file or put together
shared files, because of the differences in ASEP experience or English abilities.
However, because every student could check shared files without stress, when they
are asked for opinions, they could say something. For example "That's it.", ”I feel
something different".
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Collaboration with Face to Face
Nanzan Kokusai students visit Taiwan and meet with Taiwanese students. Thanks to
Skype, LINE, they know their faces on the video. When they meet together for the first
time, they are a little nervous, at the same time they feel relieved. And then students
enter the final stage of preparation for presentation. Previously we completed the
presentation in the following way.
1. Using one or two computers, students try to summarize Word, PowerPoint files which
each school made.
2. Looking into the PC display with all the members, or projecting Word, PowerPoint file
on the screen, students consider which parts they need to edit.
3. After specifying the part to edit, some students edit the script on one PC and others
edit the slide on the other PC.
4. All the students review the edited files and make them better.
Teachers or students who have ASEP experiences have already tried as much as
possible so that many students could work positively. However, there was a limit in the
situation where one or two PCs were only allowed to use.
But using Google Docs and Google Slides changed the situation. Many students
became to be able to work positively on editing files compared to before.
1. Before meeting in Taiwan, by using Google Docs, Google Slides, scripts and slides
were already made about 70%.
2. We projected scripts or slides on the screen of the classroom. Because of that, all the
students could consider the files together.
3. Each student could also see the files of Google Docs and Google Slides with his/her
smartphone.
4. While watching the screen of the classroom or their own smartphone, someone says
the opinion about the point that need to be edited. About that, others say their ideas. Or
someone writes an idea to the file directly with his/her smartphone and asks to all the
members, "How about this idea?"
5. If almost students agree to the idea, it is adopted. If there is a counter-proposal against
that idea, or if there is a further comment that makes the idea better, the student writes
his/her opinion to the file with his/her smartphone. Then students continue to consider
further.
6. If they complete the slides, they convert the file to PowerPoint format and make a final
check.
By using Google Docs and Google Slides like this, not some students do a lot of work,
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but many students can participate in making presentation. The tool renews the
environment, and human behavior is promoted by changes in the environment. I was able
to see it up close.
However, there were points to consider. In the past students saw the same screen, in
other words, they saw the same direction. Using Google Docs and Google Slides on a
smartphone, students tend to see only their smartphones. Then a teacher needs to be a
facilitator to encourage students to raise their eyes, discuss together.

To connect smoothly
Through activities of ASEP, people with different nationalities, cultures and
personality connected to each other. While being conscious of such differences, at the
same time, without being conscious of them, using Google Docs and Google Slides made
the connection between people smooth. What kinds of tools and environments will
appear in the future? How will they affect the connection between people? I would like
to continue the ASEP activities, keeping antennas on such points.

なめらかにつながるために〜Google Docs、Google Slides の利用
南山国際高等学校
西 亮
台湾で実際に会う前
実際に会うまで、スクリプト、スライドの作成過程では、以前は次のような方法が普通だ
った。
1. Word、PowerPoint を利用し、それぞれの学校でアイデアをまとめ、Facebook にアップ
する。
2. おのおのの学校で、パートナー校のアイデアを丁寧に読み解き、どちらのアイデアを採
用すべきか、またはそれぞれの良い部分をどのように融合すべきか、それぞれの学校で議論
する。
3. Facebook,LINE,Skype を利用して、学校間で意見を交換し、方向性を探っていく。
4. どちらかの学校の誰かが Word、PowerPoint を使ってファイルを編集し、Facebook に
アップする。
5. アップされたファイルを再検討し、さらに良いものにしていく。
どちらかの学校の誰かが編集作業を行うのではなく、グループの誰もが編集作業に関わ
ることのできる方法はないかと検討し、WYM2018 から少しずつ Google Docs, Google
Slides を利用してきた。
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1. Google Docs、Google Slides を利用して、それぞれの学校でアイデアをまとめ、各学校
の中でファイルを共有し内容を検討する。
2. パートナー校も含めた全生徒でファイルを共有し、それぞれの学校から出されたアイデ
アを丁寧に読み解く。同意できる点や疑問点に関して、個々人がファイルに直接コメントを
入力し反応を求める。
3. Facebook,LINE,Skype を並行して利用しながら、方向性を探っていく。
4. それぞれの学校のリーダー的生徒が中心となって、複数の共有ファイルを一つにまとめ
ていく。
5. まとめた共有ファイルを再検討し、さらに良いものにしていく。
共有ファイルにコメントを入力する、または複数の共有ファイルを一つにまとめるよう
な作業は、ASEP 経験の有無、英語活用能力の違いにより、どうしても数名の同じ生徒が担
当することが多かった。
しかし意見を言う言わないに関わらず、すべての生徒がストレスなく共有ファイルをチ
ェックすることができるため、意見を求められるような場合にも、何も答えないわけではな
く、
「それでいい。
」
、
「なんか違う気がする。
」など反応をすることができたようだ。

Face to Face で共同制作
台湾を訪れ、パートナー校の生徒と実際に会う。Skype、LINE ビデオ上でなんとなく顔
は知っている。実際に会うと、ちょっとした緊張感、やっと会えた安心感を両方感じながら、
プレゼンテーション準備の最終段階に入る。以前は次のような方法でプレゼンテーション
を完成させていった。
1. それぞれの学校で作成した Word、PowerPoint ファイルを、１〜２台の PC を使って一
つにまとめる。
2. その PC をメンバー全員で覗き込み、またはその PC の画面をスクリーンに映し出して、
どこを編集すべきか、全員で検討する。
3. 編集すべき所を特定した後、１台の PC でスクリプトを編集し、もう 1 台でスライドを
編集していく。
4. 編集されたファイルを全員で再検討し、さらに良いものにしていく。
これまでも教員または ASEP 経験のある生徒が他の生徒に声をかけながら、できるだけ
メンバーの多くが積極的に編集作業に関われるように心がけてきたつもりだ。しかし１、2
台の PC を 10 名前後の生徒が取り囲んだ状況では限界があった。
しかし Google Docs, Google Slides を利用することで状況は一変した。全員とは言えな
いが、以前と比較すると多くのメンバーが積極的に編集作業に取り組めるようになった。
1. 実際に台湾で会う前に、Google Docs、Google Slides を利用して、既にスクリプト、ス
ライドが 70%はできていた。
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2. スクリプトまたはスライドを教室のスクリーンに映し出し、メンバー全員で検討できる
状況にした。
3. Google Docs、Google Slides で作成したファイルは、個人のスマホの画面でも見ること
ができた。
4. 教室のスクリーンまたはスマホの画面を見ながら、メンバーの中の誰かが編集すべき箇
所を指摘する。それに対して、このように変更したらどうかというアイデアを口頭で言う。
または、自分のスマホでファイルにアイデアを書き込み、「これではどうか？」とメンバー
全員に問いかける。
５. 賛同が得られればそのアイデアを取り入れる。そのアイデアに対して対案がある場合、
またはさらにこうすればもっとよくなるというコメントがあった場合、その生徒が自分の
スマホでファイルに意見を書き込み、さらに検討を続けていく。
６．最終的に完成したスライドに関しては、PowerPoint 形式にファイル変換し、表示がお
かしくないか最終チェックを行う。
このように Google Docs、Google Slides を利用したことで、一部の生徒だけが多くの作
業をこなすのではなく、多くの生徒がプレゼンテーション作成に関わることができるよう
になった。ツールが環境を一新し、環境の変化が人間の行動を促す。まさにそれを間近に見
ることができた。
ただし配慮すべき点もあった。以前は同じ PC、同じスクリーンを全員で見るというふう
に、生徒一人一人の視線は上を向いた状態で同じ方向を見ていた。Google Docs、Google
Slides をスマホで利用すると、どうしても一人一人の視線は下になり、自分のスマホだけに
向けられてしまう。そこで教員がファシリテーターとなって、ときに視線を上げることを促
し、スクリーンを全員で見ながら議論する、また周囲の生徒との話し合いを呼びかけるなど
する必要がある。

なめらかにつながるために
ASEP の活動を通じて、国、文化、個性の違う人間同士がつながった。矛盾した言い方を
するが、そのような違いを意識しながら、同時にそのような違いを意識せずに、Google Docs、
Google Slides の利用は、さらに人間同士のつながりをなめらかにした。今後どのようなツ
ール、環境が現れるのだろうか。それは、違いを持つ人間同士のつながりにどのような影響
を及ぼすのであろうか。そのような点にもアンテナをはりながら、ASEP の活動を続けてい
きたい。
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ASEP2018
Jyuna Ueda
Nanzan Kokusai High School
This is my first time participation in ASEP. When I
got a paper about ASEP, I thought this is exactly
what I want because I have strong interest in study
abroad. Through the ASEP, I felt that I changed so
much.

During ASEP, we have run up against a wall many
times. Before Nanzan Kokusai went to Taiwan and
meet

Shute

members,

misunderstandings

between

we

have

Nanzan

some
Kokusai

members and Shute members. However, use online
meeting, we could solve our problem. In December
25th, we meet Shute members. Although we were in same area and we could discuss immediately, we
still have run up against a wall many times. Because we didn’t have time to become friend, we couldn’t
speak what we thought. We separated in Nanzan Kokusai group and Shute group and discussions were
held in only these group. That’s why we pushed our schedule and we have to stay school until night.
The problem also happened. Because Mr.Nishi have to attend the party, Shute teacher took command
of our team. Nanzan Kokusai group thought we have to check the movements on the stage, not
remember own lines. However, the teacher didn’t take a time to practice presentation. After we practice
our presentation from beginning to end twice, we asked the teacher that we want to time our
presentation so we can find whether we have to delete some lines or not. Teacher let’s do it. The limit
time was 8 minutes and our time was over 8 minutes. We already deleted many lines, but we read the
script many times and we discussed where we could delete. At first, Nanzan Kokusai and Shute was
separated, but finally we could became the team. It was strong togetherness and pleasant that I never
felt before. Until that time, when we have to do something as a group, I was a person who just nodded
to all ideas. However, in ASEP, I could say my opinion and sometimes we made a difference by my
opinion. It was very fresh and my whole body filled by happiness. And I regretted why I kill my
feelings and my opinion.
At home stay, my host student and her parents, uncle, grandparents, and neighbors welcomed me so
much. They told me many traditional food, cultures, language, and customary. Everything were very
surprising because I never went to countries in Asia except Japan. They couldn’t talk English and
sometimes we have some communication problem, they use gestures to talk to me. I saw their efforts
and I started to read Chinese books which I borrowed in media, asked “What ◯◯ in Chinese?”
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to host student and wrote in note, and etc. to communicate with host family. When I was in America,
I didn’t study English because I have a friend who can speak Japanese and English. However, in
Taiwan, everyone couldn’t communicate with me but I realized that they were trying to communicate
with me with their efforts and kindness. It made me change and I use gestures and face to communicate
with them that I usually don’t use. If I went to abroad with my family, I think I didn’t do this. But
because I abroad alone and I do home stay, I have efforts to it. At home stay, I learned that if I have a
strong volition; want to communicate with you, it will be possible to communicate with you.
The result of ASEP was gold and it is regrettable, but I think the process of ASEP, experiences in
home stay, and the miracle of met Shute members is most important thing of this ASEP. If I have a
chance, I want to participate in ASEP or WYM!

ASEP2018
南山国際高等学校
上田 樹奈
今回私は初めて ASEP に参加しました。ASEP についての紙を貰った時、私は留学などに
とても関心があったのでこれが私がやりたいと思っていたことだ！と思いました。この
ASEP を通して私は大きく変わったと自分でも実感しています。
ASEP 中、私たちは多くの壁に突き当りました。南山国際メンバーが台湾に行き樹徳のメ
ンバーに会う前、私たちの間でいくつかの誤解が何度か起こりましたが、オンラインミーテ
ィングを使い、問題を解決することが出来ました。12 月 25 日、私たちは樹徳メンバーと会
いました。私たちは同じ場所、やろうと思えばすぐに話し合える状況だったのにもかかわら
ず、何度も壁に突き当たりました。なぜなら私たちには親しくなるのに必要な時間がなく、
自分の考えなどを臆さず話すことが出来なかったからです。私たちは、南山国際グループと
樹徳グループで分かれて話し合いを進めてしまいました。よって私たちの予定はどんどん
押していき、前日は夜遅くまで学校で練習をしました。そこでも問題は起こりました。西先
生が ASEP 参加校の先生が集まるパーティーに出席するとのことで樹徳の先生が私たちの
指揮をとりました。私たち南山国際メンバーは自分たちの読む文の暗記ではなく、プレゼン
テーションの流れとスライドとの兼ね合い、自分のステージ上の動きやマイクの動きを覚
えるために文を覚えていないとしても何度も通すべきだと考えました。ですが、樹徳の先生
はまずは文を覚えてからでないといけないと暗記する時間ばかりを費やしました。2 回まだ
覚えていないのにもかかわらず通してから、私たち南山国際メンバーで先生にスクリプト
を読んでもいいから時間をまず計りたいと訴え、先生はそれを許可してくれました。制限時
間は 8 分。でも、結果は 8 分を余裕で越えていました。もうすでに沢山の文章を削り、短く
していた中私たちは残された時間の中で何度も何度もスクリプトを読み直しては皆でここ
が削れるのではないかと話し合いました。最初は、南山国際と樹徳でバラバラになっていた
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ものの本番を目前に控え、私たちはようやくチームとして動くことが出来るようになりま
した。それは、今まで感じた事がない一体感で心地よいものでした。今までグループで何か
をするというとき私はただ出された案にいいんじゃないと頷くだけの人でした。でも、ASEP
で自分の意見を発言し、それで何かを変えることになったりするのはとても新鮮で嬉しさ
が体中をめぐりました。そしてなぜ今まで自分の気持ちを押し殺してきたのだろうと後悔
しました。
ホームステイでは、ホストスチューデントをはじめ彼女の両親、叔父、祖父母、近所の方
など沢山の人に歓迎され、沢山の台湾の伝統料理や文化、言語、習慣などを教えてもらいま
した。日本以外のアジア圏には一度も足を踏み入れたことがない私からすればどれも初め
て知るもので驚きが隠せませんでした。彼らは、英語を話すことが出来ず、多少コミュニケ
ーションに戸惑うこともありましたが、ジェスチャーを駆使し私と会話を成立させようと
頑張ってくれました。その姿を見て私は一応学校のメディアで借りていた中国語の本を与
えられた部屋で読んだりホストスチューデントに単語単語ではあるけれどこれは何て言う
の？と聞いては携帯のノートに書き込んだりして彼らに気持ちを伝えようとしました。ア
メリカにいた時、私は英語がペラペラな日本の友達と一緒の学校に通っており、その子に頼
りっぱなしで自ら進んで英語を学ぼうと思ったことがありませんでした。でも、台湾にきて
お互い言葉が通じないのにコミュニケーションをとろうとしてくれる彼らの一途な思いと
気づかいに気づいたら私もコミュニケーションをとろうと普段あまり使わないジェスチャ
ーや表情を使って会話をしていました。家族と一緒の海外ではなく、私 1 人が知らない現地
の家にお世話になることで今までだったら絶対にしないような努力をしていました。ホー
ムステイでは、言葉が通じなくても話したいという意志さえあれば相手には通じるという
ことを学びました。
私たちは、結果ゴールドというのはとても悔しいですが、結果はどうであれプレゼンテー
ションに向けての過程やホームステイでの経験、樹徳のメンバーと先生に出会えた奇跡が
一番大事なことだったと思います。もしまた機会があれば、ASEP や WYM に参加したいと
強く思いました。
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ASEP 2018
Caley Stephen McNeill
Nanzan Kokusai High School
Participating in the ASEP this year, I've learnt so many things not only with the
presentation, but through the experience of homestaying and being in a different culture
all alone I learnt the importance of communication.
Through the presentation, though it did not work out so good, I learned how to work and
how to be useful in a short course of time. We only had a few days on working in person
with the Taiwanese exchange students, that made it very hard to finish up our presentation
to the point is was able to be presented. We had many changes in the script on the day
before the presentation, that actually resulted in me forgetting some script but I think it
taught me the importance to work ahead of time and how to work with many other people
in a limited amount of time.
The other thing I learnt the most in ASEP was the importance of communication which I
experienced through my homestay
with the Taiwanese host family. We
ended up using translating
softwares and gestures in our
conversations with English to try to
express what we were trying to say
but at first, we didn’t know what we
were saying to each other and it was
my first time that i had trouble
communicating people but I think it
is a very valuable experience for my
life that will continue from now.
Doing this presentation with a large number of people not only from japan but from
overseas, let me think of different perspectives and ideas that didn’t exists in my head
before about the topic of the presentation. I think this kind of event like ASEP can widen
your view of the world and learn more about what’s you can’t learn in your daily life. I
think I have grown more in the mental state through this experience of ASEP in Taiwan
with all the hard experiences I had in making the presentation and in the life of the
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homestay. I hope I can use what I learned through this experience at ASEP in my future
life.

ASEP2018
Sae Hattori
Nanzan Kokusai High School
I participated the ASEP for the fist time with the members from ShuTe Home Economics and Commercial High School. I had some
valuable experiences throughout my stay in Taiwan and the program.
It was my first time to study abroad and to have a homestay. I had
a feeling of excitement but also anxiety. Although I have lived abroad
before, I didn’t have confidence towards my English and whether I
can manage in a completely different living. However, the warm
welcomes of Shu-Te made me relieved.
The time that I spent with the Shu-Te members was one of my biggest memory during my
stay. They made me recognize the interesting cultures of Taiwan. I felt the warmth of their
kindnesses and astonished by their efforts. They are studying way more further than us and
I couldn’t believe that they have reached their English skills that high by studying by
themselves at school. I was inspired by them and motivated by knowing what the other high
school students like me are doing out of Japan.
Also, my host family treated me very nicely. First, I was perplexed about the cultural
difference between my usual living and theirs. However, I got accustomed to it and now I
think I was glad that I could stay with them.
This time the theme of ASEP was “Distance Horizons, Close Friends”. This theme made us
think deeply. Although we had some misunderstandings while we were contacting on
Facebook, we managed to solve the problem little by little. I was thinking that things will work
out just as we expected, but it didn’t go the way we planned. During our preparation, we were
running out of time and we could only finish writing the script just before the day of our
presentation. Furthermore, when we started practicing, we had some problems. Our script
was too long and couldn’t finish the presentation in time. We had to shorten the sentences
but because all the lines were important, it was hard to find the words we could cut off. Our
presentation was not perfectly done before the real performance.
Unfortunately, we couldn’t achieve the platinum prize, but I thought that was a reasonable
result to us.
I was mortified with the result, but I learned a lot from the presentation and it also improved
me
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Through the progress of presentation, I felt that communicating is very important. I think that
we didn’t have enough communication during the preparation and couldn’t share our opinion
efficiently. This was the factor that we couldn’t get the script done quickly.
However, regardless of the outcome, it was a good experience for me to work as a group
and give a presentation. I’d like to make the most of what I learned if I have the chance to
give a group presentation again. Also, I will never forget what I’ve learned from the people in
Taiwan and the things that stimulated me during this stay.

ASEP2018
南山国際高等学校 竹田聖彩

エマ宅での初めての夕食
今回、ASEP のホームステイで、台湾と日本の文化の違いをとても感じました。その１つが、
ご飯を食べる時です。
夜ごはんの時、私は先に食べていていいよ。と言われました。私は、その家の家族の誰より
も早く、初対面の私が食べ始めるなんて失礼だと思いました。そして、たべずにいたのです
が、何度も勧めてくれたのでたべ始めました。日本では失礼でも台湾では普通のことなんだと
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後々エマに聞いて知りました。もしこれが、立場が逆で台湾の子がこれを日本でやったら失礼
だ、と思われてしまうこともあると思いました。このように根本から文化が違うことを理解するこ
とは、プレゼンでも行った通り、本当に大切なんだと感じました。
そして ASEP を通じてもう１つ学んだのは、地道な努力が大切だということです。本番だけ
が ASEP ではありません。その内容の準備や、それをこなすだけの練習など、たくさんの事
前準備が大切でした。今回私たちはとてもギリギリで台本を完成させ、とても少ない時間で本
番にとりくみました。それのせいもあり、本番では失敗してしまいました。台湾に行く前にももっ
と集まって台本を進めることはできたはずです。それを少しだけ怠ったつけが本番に回ってき
たのだと思います。しかし私たちはこれを通して、プレゼンにおけるとても大切なことを学びま
した。事前に下地を作っておくことだけが、私たちのプレゼンを完璧へと導きます。今後の日
常生活においても、地道な努力を怠らず、自分を成功へと導きたいです。

ASEP2018
Seia Takeda
Nanzan Kokusai High School
I knew the cultural differences between Taiwan and Japan. I found this cultural
difference at dinner time.
When we started to eat dinner, my host family said to me that I can eat the meal first.
This time, my host family still prepared the meals.
I thought that if I ate the meal this time, it is too rude. Because all the family's members
didn't eat the meal yet and I'm a first meeting person. I thought that the family’s
members should eat first.
So I didn't start to eat, but Emma recommended me to eat the meal and I ate the meal
first.
This behavior is rude in Japan. But it isn't rude in Taiwan. I asked to Emma this
question. She said that this behavior isn't rude.
I think if Taiwanese do this behaviour in Japan, they were thought that they were rude.
Cultural differences make a mistake of their character.
As we said in our presentation, understanding each other's cultural differences is so
important.
And I learn to make steady effort is the most important thing in the world.
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The actual production is not only ASEP. It was important to have a lot of preliminary
preparations, such as preparing the content and practicing to do it.
This time, we finished to make script at the last moment. We practice a little time and
go to the presentation. Because of these reasons, we failed.
We can prepare the script more before go to Taiwan. Now We have to pay the price for
what We didn't prepare enough.
But we can learn a important thing about presentation. Only to prepare beforehand
lead us to success. I want to continue making steady efforts in my daily life and lead
myself to success in the future.
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ASEP2018
Yusuke Bunting
Nanzan Kokusai High School
Throughout joining the ASEP2018 it taught me many lessons.
First of all, it taught me that communication is very important. We were only concentrating
about communicating to the students in Taiwan and because of that we forgot to
communicate in our own school. And couldn’t finish the script by schedule. This year for the
first time of our school in 20years got a gold prize. We were shocked and embarrassed about
the outcome but thinking of it now I think that it was what we deserved.
From the lack of our work and communication. And we also depended on our teammates
to much. I think that trusting teammates are an important thing but this time I also learnt that
to much of it isn’t good as well.
Secondly, I learnt how fortunate my life was. Luckily my home stay was a wonderful family
so I had a great time but listening to my friends and their hosts some of them had a really
difficult time because of the differences in the culture of Japan and Taiwan. And from this I
thought that I should appreciate the life I’m having.
And finally, I learnt the importance of English. Because our countries have different
languages we could only communicate in English. But both us and the host school didn’t
think that it was this hard to share opinions and create a great script. And because of the
pressure of communication and different cultures it was hard for everyone to remember the
script a day before the presentation.
Also the outcome wasn’t what we wanted I think that it taught us a good lesson that we
should never forget.
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Three Suggestions For the Future ASEP
Chief of Global Career Education
NARA Ikuei Sr and Jr Highschool
Akiho Miyashita

Thank you for the great supporting of Education Bureau, Kaohsiung City Government and the
unconditional kindness of all the teachers and the students in Taiwan, we could get worthwhile
experiences and great memories by ASEP 2018. During the ASEP, every time I see the teenagers laugh
a lot for great joy over the sea of diversity, I am encouraged that they will build up the hope-filled
future. At the same time, it made me realize that all of those got involved with education have the
responsibility as a member of making their bright future. In this report, I would like to rethink about
what the teachers can do to make ASEP take one more step further toward development for the next
ten years.

The Aim of ASEP
As I am a teacher as well, I know how tough it is to prepare for the students to perform in ASEP.
So, what and how can we do to improve this event even better? I think that we should not emaphasize
that the purpose of ASEP (or WYM) project is to win the prize or to show the technique of the
presentation and English skill. A true aim of ASEP should be to make the place where international
people gather at the same time and collaborate with each other to make the presentation for the worldwide challenges. It enables us to bring diversity perspectives to solve the global issues and to share
the new ideas with audience from various countries. So, in my opinion, we should take advantage of
this viewpoint for the future ASEP and teachers should make it clear for their students,.

Three Suggestions
To take further step, I would like to mention three things bellow,
1) The final goal is NOT the day of the presentation
2) Add more practical sense to their presentation
3) The Voice of OBs and OGs

1) The final goal is NOT the day of the presentation
First, teachers should not only focus on the success of the presentation. Performance and the prize is
not everything. Every student has his or her own aptitude and it is sometime difficult to show a good
performance on the stage, what is worse, we gave them unsuccessful experiences. To avoid this
situation, I suggest there be three processes in the ASEP as I mentioned in the closing ceremony.
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The first step, “Collaboration” is something that the students do before they meet international friends.
The next is “Create and share”, which they do when they meet each other, including the performance
they give on the presentation day. Most importantly, we have the process of “Carry out” part. Teachers
should emphasize that our final goal is not only giving a presentation, but sharing ideas with the
audience and carrying the ideas into action. If the students understand the long-term goal of ASEP,
they will have more responsibility for what they speak on the stage.

2) Add more practical sense to their presentation
The first step is setting a long-term goal, and the next step is to change the presentation standard.
We should urge the students to make more incentive presentation that the audience said themselves,
“Uh-huh, that’s something I can, I should try.” To realize this, we might be able to add its sense to the
evaluation criteria, and it can be; whether they could internalize the issues and offer their own action
to the topic. The term of “specific solution” here means that they need i) to use 5W1H , ii) to show
as much specific number and proper noun as possible, iii) to offer the idea of their own action (not like
what governments or adults should do). Ideally, true-life experience based presentation is the best, but
not many students have enough experience nor knowledge because high school students’ language
skills and the range of activities are so limited. Practically speaking, we could share the same video
regarding the topic so that the students can understand issues and controversial discussion as well. In
this way, it might help them think about their own action to the topic.

3) The Voice of OBs/OGs
Third, we could make the opportunity to hear the voice of ASEP OBs/OGs on the day of the
presentation competition. OBs /OGs presentation can be a lecture style or a similar style as the
participants do, but it should be a follow-up report a few years after they had joined ASEP. The purpose
of this is to get all the participants to know ASEP is not one-time-only event, but it is a continuous
activity. To realize this, we need to organize the system for a group of ASEP OBs /OGs and those
interested in the presentation will join ASEP.

Conclusion
In the light of the future education, I proposed three things to develop ASEP/WYM projects. While
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this “Global Society” is facing the problem now, the 5th Science and Technology Basic Plan in Japan
proposed “Society 5.0.” Its definition is a “A human-centered society that balanced economic
advancement with the resolution of social problems by a system that highly integrates cyberspace and
physical space.” To adjust to the upcoming unpredictable society, one thing that can be mentioned
with some certainty is that teachers should cultivate the students’ capacities for their wisdom and
creativity to make the better world. From this viewpoint, I believe the ASEP project will be making a
big contribution to our future society. All the teachers need to be aware of this fact that we are already
being involved in students’ future, and create a rewarding future together.

References
the 5th Science and Technology Basic Plan
Movie

https://www.youtube.com/watch?v=yF38rc-0EnI

Cabinet Office https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html

未来の原点を作る活動を担って
奈良育英高等学校・国際理解 G コース主任
宮下 陽帆
今年も高雄市政府教育局をはじめ台湾の先生方また生徒たちの無条件の優しさのおかげ
で、ASEP 2018 は感動に包まれた。混沌とする世界の中で、十代の彼ら彼女らが新しい人や
体験と出会い、心を躍動させ笑い合っている姿は、私に未来への希望を与えてくれる。この
ように、ASEP/WYM の活動は、将来彼ら彼女らがひとつの課題に対して、国を越えて協働
で解決できる人材になるための原点を作る重要な教育的な場であり、私たち教師はこの教育
の場をどのようにより良いものにできるのかを問い続けている。今回のレポートでは、
ASEP/WYM を次の十年の活動にするために、私たち教師ができることを再考してみたい。

私の教育欲
WYM/ASEP が今の形になるまでは積み上げて来られた先生方の相当な苦労があったこ
とと思う。また、私はまだ高校生の彼ら彼女らが海外の仲間と共に英語でプレゼンテーショ
ンを作成し、発表をすることが、どれほど骨の折れる作業であるかを知っており、それだけ
でも十分学びが大きいことは理解している。その上で、私は次の更なる高みを目指して、問
題発見やコンセプトの発表だけではなく、その解決に向けた新しい提案、そしてその行動の
活動報告も盛り込まれたプレゼンテーションを聞きたいと求めたい。言い換えれば、参加者
全員が世界で起こっている一つの問題と徹底的に向き合い、その日までに起こしてきた行動
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が「伝えたい」という熱量を持った声に変わって、聴衆と共鳴する、そんな「言霊」の宿っ
たプレゼンテーションをもっと多く見たいと思うのが、私のさらなる教育欲である。
今後の ASEP および WYM に考えられる教員の３つの“仕掛け”の提案
言霊の宿ったプレゼンテーションへ生徒を導くためには、まずは現実問題として、タイ
ムマネジメントとファシリテーターが重要になることは以前のレポートで述べさせて頂い
た通りである（http://www.kageto.jp/asep/2013/re/miyashita.htm）。その上で、今後の
ASEP/WYM のために教員が統一してできることとして、以下の三点を提案してみたい。
1) プレゼンテーションの発表日をゴールとしない
プレゼンテーション大会当日のパフォーマンスの成功だけを目指してしまうと、どうして
も見せ方のテクニック、覚えたスクリプトを流暢に英語で言えたのか、またその結果として
表れる Prize だけに一喜一憂されてしまいがちで、成功しても失敗しても、その日ですべて
が完結されてしまう。しかし、生徒たちは様々な特性があり、どうしてもステージ上で上手
く行かない生徒がいる。このような問題を解消するために、例えば、私が昨年 Closing
Ceremony の中で述べさせて頂いたように、事前準備は Collaboration, 本番は Create and
Share, そして最後は全員で学んだものを行動に起こしていく Carry out という段階があるこ
とを意識させてみてはどうだろうか(スライド 1)。教員は、このプレゼンテーションの発表
はあくまで通過点であり、プレゼンテーションの大会後は、ASEP で共有したアイデアをも
とに、テーマの課題について、それぞれが行動していくことにこそ意義があることを強調す
る。発表者である生徒達にこのような長期的視点を持たせることで、大会終了後も自分たち
が発表した内容について責任感と使命感を持たせるように教員側から仕掛けておきたい。
2) 実践活動報告型のプレゼンテーション
教員は上記のような長期的目標を語った上で、今度は目指すべきプレゼンテーションと
して、「聴衆に自分にもできる」という気持ちを沸き起こすような内容になるように促した
い。このような形を目指すためには、評価の中に、「ひとつの問題に対して、大人や特別の
立場の人だけではなく、自分自身が実現できるレベルの具体的な解決策を提示できたか」と
いう項目を入れてみてはどうだろうか。ここで言う具体的な解決策とは、5W1H をはっきり
させ、数字と固有名詞をできるだけ使用し、自分達のできることを考えたかということであ
る。一番の理想の形は、それを実践したものを報告するようなプレゼンテーションである
が、高校生の場合は特にテーマに対する知識、経験の量、英語力の差、行動範囲が限られて
しまうので、難しい。まずは、テーマに関わる問題点や解決すべき争点を、動画などで事前
に見せ、ASEP の参加者全員にひとつの課題を共有させて、その解決に向けて自分たちにで
きることという視点で発表することを課題とする程度が無理のない形になるかもしれない。
3) 斜め上のモデルからの発表（OB/OG による発表・コメント）
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そして、最後に提案したいのが、ASEP / WYM がその当日だけで終わるものではないこ
とを参加者に印象づけるために、例えば過去に ASEP に参加した OB/OG が、今当時のテー
マについて何を考えて、どう行動しているのかについて、紹介できるコーナーを用意するこ
とである。これには、上からではなく、斜め上のモデルであることが重要であると考える。
すなわち、何か飛びぬけた立場で活躍されている方で「自分とは違う特別な人」と思わせな
いように、参加者と比較的年齢が近い過去の参加者、また同じような立場である OB/OG か
らプレゼンテーションを行えば、参加している生徒たちはこの ASEP の大会はひとつの通過
点で、将来に渡って続く活動であることを意識させることができるのではないかと考える。
そのために、ASEP 卒業生の OB/OG を SNS などでまとめてグループを作り、組織にしてお
く必要がある。なお、発表者は希望制で行う。
終わりに
今回のレポートでは、進化し続ける ASEP と今後の教育的使命という観点から、私のさら
なる教育欲とそれに対して教員ができる３つの提案を述べた。グローバル社会と言われなが
らも、閉鎖的な社会になろうとしている現代の中で、日本政府は Society 5.0 と銘打って、超
スマート社会を実現することを表明している。そんな中で、確実に言えることは、今後ます
ます必要とされるのは人間の知恵と創造力である。ASEP のような十代の若者たちが国を越
えて、知恵を出し合って、ひとつものを作り上げる経験ができる場の役割は非常に大きい。
私はその使命を感じながら、ひとりの教師として、子供たちと共に未来を作っていく一員と
なりたい。

（スライド１）
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奈良育英中学校高等学校
教諭 寺川 佐和子

世界は限りなく広い。色んな人がいて、食べている物も、言葉も、見ている景色も様々
だ。今回も台湾の町の中を歩いて感じた。ただ私が知らなかっただけで、そこに暮らす人た
ちの普通の生活があった。ASEP に初めて参加させて頂く前は、私にとって台湾は近いけれ
ど遠い国だった。
「遠い」とは自分の意識の中にほとんど存在しなかったという意味である。
しかし今は違う。台湾は確実に私にとって大切な国になりつつある。なぜか。答えは単純で、
自分にとって大切な人たちが住んでいるからだ。
世界は様々な問題を抱えているが、それらに自分はどれだけ真剣に向き合っているだ
ろうか。人間は身勝手なもので、自分に関わる領域は少しでも良くなるように願い、行動す
るだろうが、自分とは無関係だと認識するとそこで何が起きようが気にも留めず、何も行動
にうつさないかもしれない。しかし世の中で起こっていることで、自分に全く関係のないこ
となど実は存在しない。直接的ではないかもしれないが、どこかで必ず世界につながってい
る。自分も世界を構成しているメンバーの一員であるからだ。現実には、だれかの幸せがも
しかすると他者を犠牲にして成り立っていることがあるかもしれない。しかし、それぞれの
国や場所で暮らす全ての人たちは、命を尊重され、幸せに生きる権利がある。そして、これ
はたとえ文化や国が違っても全ての人に共通する願いであるはずだ。
ASEP で、生徒たちは多くの貴重な経験と友人を得ることができた。では自分はどうか。
私は、世界の一構成員として、まだまだ学ぶべきことがたくさんあることを再認識した。そ
して私の世界を色々な意味で広げてくれた ASEP への感謝の気持ちでいっぱいだ。
先生方の、
世界を少しでも良い方向に変えていきたいという強い熱意があったからこそ、ASEP が存在
し続け、生徒たちを導くことができるのだと改めて実感した。自身が世界の様々な事象にど
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こかで関わっていることを認識しなければ、生徒に何かを伝える資格はない。今更ながら、
教師としてではなく、一人の人間としていくつになっても学び続けたいと思う。

Nara Ikuei Senior and
Junior High School
Terakawa
Sawako

The world is extremely huge.

There are so many different people with various

eating habits, languages, and lifestyles.
narrow street in a town.

During my stay in Taiwan, I walked along the

People just had their daily lives as usual, though it seemed new

and stimulating for me. Before I took part in ASEP for the first time, Taiwan was a
country that was so close, yet so far for me.

In other words, I had never really thought

about this country. But now, it isn’t anymore.
important country for me.

Why?

Taiwan has definitely become a very

The answer is quite simple. That’s just because my

precious friends live here.
There are so many problems in the world such as poverty, conflicts and
environmental destruction. How seriously do I face these problems?

Being selfish, we

sometimes try to make only our own society or area a comfortable place and improve our
difficult situation for the better. Additionally, if we don’t find any direct relation with
these world affairs, we may pay little attention to them and take no concrete action.
However, now I think every single matter happening in the world is related to each of us,
not always directly, of course, but actually, we are all connected because every one of us
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is a irreplaceable member of the world.

In reality, someone’s happiness may be at the

sacrifice of others, but we have the right to live happily with our lives respected,
regardless of our nationalities, beliefs or backgrounds. This should be a common desire
for everyone in the world.
Through the ASEP 2018, students have gained lots of valuable experience and
friends. Then, what did I learn?

ASEP has made me realize that there are still so many

things I should learn as a member of world community.

I also really appreciate this great

event because thanks to this program, my world has been getting larger than before in
many ways. With many teachers’ strong enthusiasm to change the world for the better,
ASEP continues for years and guides the younger generation to act on their initiative.

If

I have no interest or feel no relation with various matters, I am not qualified to teach my
students.

Too late though it seems, not as a teacher but as a member of the earth, I myself

want to keep learning at any age and get involved in the world.
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Team A :
Nara Ikuei Senior Highschool and Sanmin Home Economics &
Commerce Vocational High School
Takada Miku
今回のプレゼンを通して、自分の意見をはっきり伝えることの大切さ、どうすれば相手に伝
わるのかを考えることなどたくさんのことを学びました。最初は、初めて会った人たちと国
が違う人たちとプレゼンを作っていくのに緊張していたけど、みんなのプレゼンに対して
積極的で意見を出し合っているのをみて自分も緊張している場合じゃないなと思いました。
結果はゴールド賞で悔しい思いがいっぱいでしたけど、自分たちの中では本番がベストで
きました。このメンバーでできて良かったと思っています。

Through this presentation, I learned a lot about the importance of clearly expressing my opinion,
how to think about how to convey to others.
At first, I was nervous to make presentations with the people I met for the first time and those who
were different in the country.However when I saw my teammates tried to make presentation harder,I
thought I shouldn’t be nervous.
Although the result was a gold award I was very frustrating, but I think that the best has come out
among us. I am glad I made it with this member.

34

Nanami Inui

I took part in ASEP,I could experience a lot of cultures. My host family were so kind so I could
spend a lot of fun time.They gave me wonderful memories, I appreciate them.And my presentation
was really good we could not get pretium prize but I think it is great experience for me that we made
presentation with person who we ever met . Then I could find new gold that I can listen foreigner’s
English who from various countries.
私は、ASEP に参加してたくさんの文化を経験できました。私のホストファミリーは私にた
くさんの思い出を作らせてくれるとても優しい人たちで、ファミリーにはとても感謝して
います。プラチナ賞には届かなかったけれど、文化も違い会ったこともない人たちとプレゼ
ンをつくることができたのはとてもいい経験になりました。そして、新しい目標も見つかり
ましたそれは、いろんな国の人の英語を聞き取ることです。
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Team B :
Nara Ikuei Senior Highschool and Kaohsiung St. Paul’s
Highschool
My precious experience
Inui Rei

This time, I had the tension the most while I headed for Taiwan. Before I went to Taiwan, I thought
"I shouldn't go to Taiwan “many times. These feelings came from mistakes of "World Youth Meeting"
last summer. I forgot my almost script there because of so much tension. Then I made teammates
annoying and blamed myself. So, this time anxiety about whether such a thing will happen this time
has been crossing my head all the time. But now, I succeeded our presentation and I'm proud of
joining ASEP. In addition, through this experience, I have a confidence and desire to improve myself.
So, I think this experience is so precious for me. While we were rehearsing our presentation, there
were times when I cried because I could not remember the script, but then both Taiwanese and
Japanese students made me prospective. So I appreciate them very much and I also appreciate to my
family, teachers. This experience is treasure in my whole life.
私の台湾での貴重な経験
今回、私は今までで 1 番緊張感を持ちつつ台湾へ向かいました。台湾に行く前は何度も
「やっぱり自分は台湾に行くべきではないんじゃないか」などと不安に思うことがありまし
た。これらの気持ちは全て去年の夏の World Youth Meeting の失敗から来ています。私は去年
の夏にあまりの緊張で本番にスクリプトをほとんど忘れてしまいました。
その時私はチームに迷惑をかけてしまったことによりとても自分を責めました。今回もその
ようなことが起きるのではないかという不安がずっと頭をよぎってました。だけどプレゼン
テーションを無事に成功させ日本に帰ってきた今、本当に ASEP に参加出来たことを誇りに
思っているし自分の中で向上心や自信を持つことが出来たのでとても貴重で良い経験だと思
っています。
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Thankfulness
Nozomi Fukuda
I participated in ASEP 2018 in Taiwan on December 22th. First, we discussed our opinion for
presentation before we going to Taiwan. We had a big theme. So, we had to decide small own
theme. For these reasons, we communicated with Taiwanese students through LINE. And then we
collected information for own theme. Also, Taiwanese students collected information too. Then, we
met in Taiwan. It was first time to see Taiwanese students. But we shared information right away.
Because we had to make script. We divided into own field for making partner. I took charge of
introduction with him who is Taiwanese student. And then I discussed with him how to start
introduction. We thought we should attract to listener. So, we decided to do acting. But it was so
difficult for me. Because I’m so shy. We practiced a lot. However, I couldn’t seriously when practice
all together. I was very frustrated. But thanks to everyone around me that they gave me a lot of
advice, I could do acting without nervous! So, I thought I have to apologized to everyone around me.
I’m always have helping by someone. It is not natural. So, this time I could understand that how
important to say thank you. I want to be a person who is always understand how important to say
thank you.
感謝
私は、12 月 28 日に台湾で開催された ASEP という大会に参加しました。台湾に向かう前
に私達は、日本でまずその大会に向けて台湾の生徒たちと意見を共有するために自分たち
の意見を固めることから始めました。大きなテーマに対して、自分たちはどのテーマで発表
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するかを台湾の生徒たちとメールでやり取りし、自分たちのテーマのための情報を日本で
集めました。そして台湾の生徒も台湾で情報を集めました。そして、現地の台湾で初めて私
たちは顔を合わして、早速情報を共有しスクリプトを作り始めました。日本人と台湾人とで
ペアを作り、情報を共有し各分野のスクリプトを作りました。私は台湾の生徒のうちのひと
りと introduction の分野を担当しました。私と彼はどのように introduction を始めるか話
し合い、聞き手を引き付けるために自分たちが演技をしようと決めました。スクリプトが完
成し何度もスクリプトを読み返して、セリフを覚える作業に入りました。私はなかなか恥ず
かしくてうまくいきませんでした。自分の中ではもっと頑張りたいけれど、みんなの前にな
ると緊張してなかなか本気を出せない自分が悔しくてたまりませんでした。でも周りの子
がこうしたらもっとうまくいくよと教えてくれたりしてくれて何とか本番では緊張せず
に自分の本気を出すことが出来ました。周りの子がたくさん意見をくれたので私も周りに
意見を言って、励ましました。私はこの時に周りの人たちが意見を言ってくれることのあり
がたさをとても感じました。意見を言うだけでなくまず人が言ってくれたことに感謝する
ことが大事だなと感じました。だから私は、これからたくさんのことを経験すると思うけど
その経験は絶対に自分の力だけでなく周りの人のサポートがあることを常に忘れず第一に
感謝することが出来る人になろうと思いました。
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ASEP2018inTaiwan
Hina Kawashima
私達は ASEP2018 に参加するために台湾へ行きました。私達のチームは聖ポール高校と
合同で会社、生産者、顧客との間にある関係性(三者間の責任)を三角形で説明し、それぞ
れが責任をもつことによって近しい友人になるという発表をしました。プレゼンテーショ
ンを作るにあたって日本側と台湾側のスクリプトを混ぜてより良いものを作り、パワーポ
イントもとても頑張って作ることができました。本番で他のチームはインターネットでの
友達や国を越えた友達の話をしていたので、違う視点での発表ができたと自信をもって発
表ができました。ですが結果は金賞だったので残念ではありました。ホームステイは毎日
誰かが放課後に遊びに連れて行ってくれて、とても楽しく充実したものになりました。台
湾の人達はみんな優しくていい人達だったので ASEP は私にとってとても良い経験になり
ました。機会があればまた台湾に行きたいと思います。

We went to Taiwan to participate in ASEP 2018. Our team explained triangle the relationship
(triangular responsibility) between company, producer, and customer in conjunction with St. Paul
High School and talking that each will be a close friend by taking responsibility. When making a
presentation I could make better things by mixing Japanese and Taiwanese script and I was able to
make Powerpoint very hard. As the other team was talking about friends on the Internet and friends
across the country, it was confidently presentation that we were able to present with different
viewpoints. However, it was disappointing because the result was a gold prize. At Homestay
someone took me to hung out for school after school every day, it was fun and great very much.
ASEP was a very good experience for me as Taiwanese people were all kind and nice people. I want
to go Taiwan if I can.
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ASEP2018 Feedback
Osaka Yuhigaoka Gakuen High School
Natsuko Katayama
First of all, let me thank all the teachers, the staff members and the students who were
involved in ASEP2018. It would have been impossible to have such a great program
without their work and supports. I would like to especially thank Mr. Kao, who was in
charge of our team.
This year, I took three students to Kaohsiung who participated in ASEP2017 and WYM.
This made me confident that they would be able to handle the whole process with
Taiwanese students by themselves, so I tried not to give them too much support in regards
to their project. As experienced students, handling all the work by themselves could
be an opportunity to improve their skills. It was a big risk for me, because it could
have turned out to be a total disaster. However, the students did well enough to make
a good presentation.
The process indicated some points to be improved this year. First of all, there should
be at least some teacher’s support to guide the presentation process. Even though some
of them had the experience of participating ASEP 2017, it was not enough to have a good
interaction with Taiwanese students. In addition to that, students need to improve their
English skills more for the English presentation. The Q&A segment in ASEP this year
revealed the real English skills of the students. Unfortunately, my students could
not answer the question they were asked on the stage, and this made the students realized
how far their English skills are from the average level of other participants. I, as their
English teacher, am thinking about ways that I can help them improve their English skills
in the classroom.
Even though the students had a bitter experience this year, this will be the first step
towards doing better presentations and raising their motivation for further studies,
not only in English but in other subjects as well. I think that is the most important thing
the participants can gain through ASEP, and the true value of ASEP.
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新しい約束
大阪夕陽丘学園高等学校

永野

紀子

再会と新しい出会い
空港での ASEP2017、WYM2018 の時の仲間がサプライズで来てくれていました。久しぶ
りに会う仲間との再会は本当に感動的で、こんなに仲良くなれた事や再会できた事にとて
も感動しました。ASEP2018 を一緒に取り組むメンバーを前回のメンバーが紹介してくれ
て緊張はすぐにほぐれました。私は台湾人のコミュニケーション能力の高さと、フレンドリ
ーな国民性のおかげですぐに仲良くなることが出来ました。練習中は和気あいあいと楽し
く練習することができました。しかし本番が近づくにつれてみんなの顔つきがドンドン変
わってきました。PPT の細かな動きなどを修正していきました。その時は日本人メンバー
と台湾人メンバーに力を合わせ良い作品に仕上げようと一致団結しました。何事にも一生
懸命動いてくれた台湾の生徒の役に立てるように日本人メンバーも必死に努力しました。
いつでも日本人に気をかけてくれ、文化の違いがあるなかで毎日の食事などにも細かく配
慮してくれていた台湾の方々にとても感謝しています。改めて、台湾の人の優しさに気づか
されました。

新しい約束
私は ASEP2018 に参加することで前のメンバーとした台湾でもう一度会うという約束を守
る事が出来ました。私は ASEP2018 を通して新たな約束を作る事が出来ました。
それは WYM2019 で再会する事を約束し、大会に参加するためにもお互いに会えない間も
努力する事も約束しました。また会えると思いながらもお別れをするのはとても辛かった
ですが、新しい約束を守れるように気持ちは前を向いていました。
私はそれに向けてもう頑張り始めています。同じメンバーでは舞台に立つ事はできません
が、成長した姿でまたもう一度一緒に頑張りたいと思います。新たな目標を作る事ができて
本当に嬉しいですし、普段は味わえない経験が出来たので本当に感謝しています。
このメンバーで一緒に参加する事ができたことに感謝するとともに、自分のメンバーをと
ても誇りに思っています。
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福井商業高等学校

ASEP2018 in Kaohsiung
Nakagawa
Fukui Commercial H.S.

I went to Taiwan to join ASEP. I learned many things through ASEP. I could have special
experiences such as presentation and homestay. I stayed Taiwan for six days. I could make many
memories, but I felt it was too short. This time, I only talked with the members of the presentation
team and my host family. I wanted to stay more.
The first day, we left Japan and arrived at Taiwan.
The second day, we met Taiwanese student and we read my script for the first time. We practiced
just speaking, so we were corrected our pronunciation by English teacher. When we took a break, we
drank tapioca drink Taiwanese student gave us and exchanged Japanese snacks and Taiwanese snacks.
At night, Lucy who is my host student took me night market. There were a lot of people and many
shops that sold many kinds of foods or accessories. It was like Japanese festival! We enjoyed
Taiwanese foods.The third day and the fourth day, we practiced with gesture and made sure where to
stand on the stage. At lunch time, we went to different classrooms and had lunch with Taiwanese
student. At that time, I was passive because I had no confidence in my English. I wanted to talk more.
I felt I should improve my English, especially speaking. At night, my host family took me to various
places in Kaohsiung such as a big shopping center, a big river, and a famous station.
The fifth day, we announced our presentation in front of many people. We were very nervous, but
we did our best!

In the closing ceremony, we heard our result and speech that has to do with

improvement our presentation. After the speech, many countries student performed on the stage. Some
groups danced. Other groups performed acting in their country. We could enjoy watching performance
or dancing with performer. Our performance was dancing. We danced with the song “U.S.A.” on the
stage. At night, we had dinner together because that day was last day of eating dinner at Taiwan. We
enjoyed talking long time.
The sixth day, we left Kaohsiung in the morning. I was very sad to say “See you”. I promised to
meet host family again someday. After a few hours, we had lunch at Taoyuan. We ate xiaolongbao. It
is a Chinese traditional food. I had never eaten it, so it was my first experience. It was more delicious
than I imagined.
Through ASEP, I learned importance of speaking English. When I wanted to communicate with
foreign people, I couldn’t express what I want to say well. It was irritating for me. Next year, I will go
to Australia. I will stay there longer than this time, so I must improve my English by then. ASEP gave
me the motivation to study English.
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The First Challenge
Yasuoka Minami
I went abroad for the first time this winter and I experienced a homestay for the first time. I got a
lot of valuable experiences. I noticed three things.
1. The importance of communication
At first, I was very nervous, and there was a lot of uneasiness. I can't speak English well. And my
understanding is not good, either. Therefore, I did not know whether I could truly scuceed during my
homestay. My buddy's name is Esther. I was nervous and could not speak at all when I spoke. Even if
I can't speak English well, the most important thing is to start speaking. As time goes by, I was able to
talk a lot and I enjoyed it very much. By speaking a lot of English, communication with Esther's family
has increased. I felt that the distance between Ester' family and I had shrunk.
2. Striving, cooperating
I went to National Feng Hsin Senior High School. I was very nervous to give a presentation with
people I had met for the first time. I could not hear clearly all of the native-level pronunciation. But as
time went by, I got accutomed to listening to English as well. I was glad that I was gradually able to
understand English. Taiwanese students are the same as us, as the official language is not English.
However, they learned pronunciation from people who can peak English. Even when we were tired
and taking a break, they practiced without rest. Thanks to that, they gradually improved their
presentation. I thought that efforts such as watching videos and continuing to practice are very
important. It was a pleasure to get along with the people I had met for the first time. Our presentation
got the gold prize, but I felt like it was a refreshing experience.
3. Thanks to living in Japan
I did various things by myself. Living in a place without my family was very hard. I felt a lot of
appreciation for my everyday life in Japan. So I apprecated many things every day and thought I would
help my family. I got a lot of things from this experience. I was for about a week, which was a very
busy week. My world has thus expanded. I will not waste this experience and I want to make use of it
in my future high school life. I am now more motivated to learn English. I realized that it is very
important to challenge myself a lot without fear.
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ASEP2018 Presentation with Taiwanese Friends
1-C

Watanabe Ayu

On the second day, we met each other for the first time. I didn’t know what I should say to my host
buddy and the ASEP members. Then, practice for the presentation started. But it was very difficult for
me to remember all of my sentences. The presentation was different form the one we made for WYM.
I practiced again and again, and finally, I could remember all of my sentences.
But then the biggest problem came. There was time limit of 8 minutes. We couldn't follow the rule
because our presentation was like a play, so there were many lines. We practiced so many times to
make our presentation shorter, but we couldn’t. I thought, “We will get a penalty because we can’t
follow that rule.” I wanted to give up. Actually, when I joined WYM, I was sure that we would get the
platinum prize because we did our best. But we couldn’t get the best prize. It was a big regret of mine.
So, I wanted to get the best prize at ASEP at any cost.
Finally, the ASEP day came. I couldn’t eat breakfast because I was nervous. But the opening
ceremony was wonderful. Many students were singing and were exited. WYM was held in a university,
so the atmosphere was different.
Our presentation time came. We were on B team. Hsin Hsin team was also B team. And it was
their first time! I was very nervous because Mr. Aoyama said Feng Hsin team was better than our team.
As he said, they did a very good job. I couldn’t believe it because many of Feng Hsin’s Japanese
students didn’t join WYM yet their pronunciation was wonderful.
Our turn came. I was the first person to speak. I was worried about my pronunciation, but it was
successful! I also worried about the time limit, but we could follow that rule! Teachers praised us; not
only Japanese teachers, but also Taiwanese teachers. It made me glad.
In the end, we got the gold prize. Of course I wanted to get the platinum prize, so I was a little sad.
But I had no regrets. I don't know why, but perhaps that was true evidence that I enjoyed the
presentation from the bottom of my heart.
I’m very happy because I’m proud of myself. This experience is my treasure. I have many friends
not only in Japan but also in Taiwan! I think it’s very big advantage of studying English. On the last
day, I couldn’t stop crying. At first, our presentation was not good, I even wanted to back to Japan.
But saying good bye was too sad. I’m sure that we can meet again because Taiwan and Japan are not
so far. I of course will never forget them and ASEP. I really want to make lots of efforts of studying
English. And I’ll go to Taiwan someday.
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ASEP2018
Ishida
I joined ASEP because I want to study English more in other country and other country’s culture. It is
difficult for me to decide to join this event because everything is my first time at this ASEP. For
example, it was first time to go abroad and homestay. Also, the manuscript did not arrive from Hsin
Hsing high school and it was late to decide buddy. So I was very nervous even before I leave Japan.
First day at Taiwan, I met ASEP’s members and Janet of my buddy. I was happy because they are very
kind to us. When they did not understand what I want to say because of my poor English skill, they
never give up and waited for me to say. Practice presentation was hard. Ayu’s and my character is
audience. So we have to play while speaking and do gestures. I tried hard to memorize the sentences
as soon as possible. Ms. Promise and other teachers taught us many things strictly and gently. So our
presentation gradually improved. Also we could become good friends with Taiwanese students
through practice. They showed us the school. I was surprised because it was very big and it is
surrounded by tall buildings. When we have lunch at school, we have to go to each our buddy’s class
room. They talked to me kindly. There are many students in the class room. They have school lunch.
Hsin Hsing high school also has junior high school. So they have to eat school lunch. I remembered
the time of junior high school.
The day finally has come. We were worried that there were still many problems, but we announced
the best presentation. We could not get platinum award. However, I think that we could show how
hard we’ve been practicing. So I did not regret it. I think that everyone feels the same as me. Other
group’s presentations are very good and English’s influences are also wonderful. I want to speak like
them.
My host family was also kind and took me to a famous place in Kaohsiung city every night. I could
learn a lot of things about Taiwan and Kaohsiung city from them. They helped me buy souvenirs.
Everything at ASEP is very fun. At first I could not speak to my buddy in English well, but I got to be
able to tell little by little when I tried to speak positively. I realize importance of becoming positive. I
learn many things that I cannot learn in Japan. I made a lot of friends who live in Taiwan. Those
experiences will very useful for my future. These memories are my treasure. I’ll never forget this
experience. I want go to Taiwan again someday. I also want to have a great time in Australia. So I will
study English hard from now on.
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神戸大学附属中等教育学校
今回の研修を振り返って
山﨑

ひとみ

ASEP では、高雄師範大附属の生徒と協力して"Distant horizon, close friends"に
関するプレゼンテーションをつくりました。ASEP では最終的にプラチナ賞を取ること
ができ、今まで私がつくったことがないような素晴らしいプレゼンテーションをつくり
上げることができました。また、プラチナ賞に選ばれた学校のプレゼンテーションは
Skit が多く含まれていた印象で、世界に通用するようなプレゼンテーションがどのよ
うなものか学べました。そのため、自分自身の今後のプレゼンテーションの作成に生か
せると思います。
課題としては、実際に対面して話し合うまでお互いのテーマに対する考えの共有がで
きておらず、高雄師範大附属での活動初日に“私たちが何をすればいいのか”という点
で混乱が生じてしまいました。また、大きな枠組みを高雄師範大附属の生徒に作っても
らった状態から自分たちの Skit を 1 つ追加する形だったので、プレゼンテーションの
共同作成という形には、時間の関係上仕方がないかもしれませんが遠かったと感じまし
た。日本を出発する前からもっと相談して 1 つのプレゼンテーションをつくり上げるほ
うがこちら側のスキルアップとしては効果があると感じました。
ホームステイや高雄師範大附属の生徒との交流はたくさんの方が優しく友好的に接
してくれたこともあり、台湾で多くの友達を作ることができ良かったです。今回は 2 時
間しか授業を体験できませんでしたが、もし時間が許すのならもう少し授業を体験して
みたいと思いました。ホームステイでは、台湾の文化や習慣を身をもって体験すること
ができました。ただ一人部屋だったこともあり、ホームステイ先で会話する機会は少な
かったです。また、一緒に ASEP に参加した生徒たちとモールや夜市に行くことは、関
係性を深めることに大きな効果がありました。
個人的な課題として、初めての海外で、使用する言語が英語ということもあり萎縮し
てしまい最初はあまり会話できませんでした。3 日目には大分話せるようになりました
が、最初からもう少し意識して積極的に会話していればもっと関係性を深めることがで
きたかもしれないといまになって感じています。また自分の思いを伝えるための英語の
スキルが台湾の生徒に比べて乏しかったと感じました。自分が持っている語彙や文法を
会話で用いるということがいかに難しいかということを実感する結果となりました。更
なる英語学習がグローバル化していく社会の中では必要
不可欠だと感じました。
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台湾研修 振り返り

4 年 4 組 31 番 森近志帆

①高雄の学校に行ったとき、教室の一番後ろに 1 つだけ置かれた机を指されてそこに座っ
ておくように言われ、ホストマザーが買ってくれたトーストを食べながら生徒たちが朝の
プリントを解く様子を一人で眺めていました。そのとき私は、朝食は学校に行ってから食べ
ることや授業を同じ学校のメンバーがバラバラになって受けることなどいろいろな状況を
あまりよく分かっていなくて、戸惑って少し硬くなっていました。そして、神大附属に交流
で来る他校の人たちも同じように戸惑ったりしていたのかなと思い、もう少し話しかけた
り、興味を持っていることを示そうとすることは必要だなと思いました。その後私のクラス
にはタイ人の女の子も登校してきました。その子は中国語と日本語と英語を話すことがで
きて、ホストシスターや台湾人の先生とは中国語で流暢に会話し、私とは日本語で話をして
くれました。私は緊張していたのと自分から話しかけるのが苦手なのもあり何を話したら
いいかが分からなくて、少ししか話ができなかったのですが、今回の研修に参加した理由の
一つがアジア各国の高校生に会えるということがとても魅力的に思えたからで、彼女とも
っとたくさん話をしておけばよかったなと思います。
②私は 3 日目から体調を崩してしまって、今回の研修のメインであったプレゼン大会に参
加できませんでした。私はプレゼンそのものや大会でアジア各国の高校生に会うことを本
当に楽しみにしていて、他のみんなとは違う経験をすることはできましたが、それは私の望
んでいた台湾研修ではないし、正直に言うと誰かが悪いとかではなくただとても残念な気
持ちが大きいです。それでも、病院にいる間に台湾の人の温かさをたくさん感じました。ホ
ストファミリーの家で部屋にずっと付きっきりでいて私のことを見ていてくれたホストシ
スターや、夜に病室に泊まってくれたホストファザーの「自分の娘と同い年だから放ってお
けない」という言葉を聞いていると、この前まで見ず知らずの他人で突然家に泊まりに来て
大変な迷惑までかけているのに何でこんなに優しくしてくれるのだろうと不思議な気持ち
になります。また、母と泊まったホテルのフロントのスタッフの人は英語があまり流暢では
なく、母や先生とのコミュニケーションに苦労していたようでしたが、それでもなんとか話
をしようとしていたように見えました。この研修全体を振り返ってみると、病院やホテル、
空港でたくさんのひとの力をお借りしました。その中でみんなが完璧な英語を話せるわけ
ではなく、もしかしたら街を歩いている大人の英語力は日本人とさほど変わりがないのか
もしれませんが、研修中に No English.や No Japanese.という言葉を一度も聞きませんでした。
日本人には自分は英語ができないからと、外国の人とコミュニケーションを取るのをため
らってしまう面がありますが、このように不十分な語学力でも相手を拒否することなくな
んとかコミュニケーションを取る努力をしてくれる、というのが台湾の人たちの大きな魅
力だと思います。私の台湾研修全体では楽しかった思い出よりも大変だった思い出の方が
大きくなってしまったのですが、今回の研修を通して台湾の大きな魅力を知ることができ
たので、数年後にもう一度台湾を訪れて次は楽しい思い出をたくさん作りたいと思います。

台湾研修報告書
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４年２組 31 番 安田 聖
①自身の研究成果と課題
私は英語教育について研究している。同じアジアの国でも台湾や韓国はもっとも英語教
育のレベルが高いといわれている。このことから日本とはどのような差があり、どのよう
な方法で学習しているのか興味を持った。
実際に台湾で得た成果は、二つある。一つ目は英語での会話を通して得た。台湾では小
学生のころから高度な日本の高校生のような学習をしているため、英語を話すことに抵抗
がないようだった。しかし最も異なった点は、日本ではあまり英語を使って会話をするこ
とがないためなのか自信がない人が多い。そのためあまり自分の言いたいことを伝えよう
とせず、消極的な面が多い。この反対に台湾では、とりあえず何か意見を言うように、伝
え方がわからなくても一生懸命伝えようと積極的に会話をしていた。レベルが高いひとつ
の理由として英語を話す機会が多く、抵抗がないということがあげられると思う。二つ目
は毎日英語に触れているということである。台湾では英語の授業がほぼ毎日あったり、授
業がない日には朝授業が始まる前にテストがあったりし、英語に毎日触れていた。毎日復
習をすることで記憶にしっかりと定着するため、英語のレベルが高いと考えられる。
課題としては明確な調査ができなかったということである。現地では大会の準備に時間
が必要だったため研究のための時間を取ることは難しかった。そのため自分自身が現地で
感じたことや見たことでしか結果を得ることができなかった。
2 今回の研修を振り返って
○

今回の研修では本当に様々な、日本では体験できないような貴重な経験をすることでき
た。町の様子も日本とは違ってバイクが多かったり、ホームステイも日本とは違う文化や
様式が多かったりしたので馴れることに難しい面も多くあった。学校では短い間だったが
ホストシスターと一緒に授業を受けたり、ASEP のメンバーと一緒に大会の準備をしたり
とても充実した時間をすごすことができた。放課後はホストシスターが毎日退屈しないよ
うに色々なところへ連れて行ってくれたり、食べ物を紹介してくれたりローカルな台湾文
化を存分に体験することができてとても楽
しかった。プレゼンテーションの準備では
初日はまだお互い緊張していてあまり深い
話をすることはできなかったが、二日目、
三日目になるにつれてお互いの場面にアド
バイスを入れることもできるようになり、
より良いプレゼンテーションすることがで
きた。さらに休憩時間にはメンバー全員で
UNO で遊んだり、お菓子を一緒に食べた
り親睦を深めることができた。
様々な活動を通して、
「笑顔」は共通言語だと思った。言葉がわからなくても楽しそう
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に笑っていたり、おいしそうに食べていたりすると自然と見ている人も笑顔になることが
でき、距離が少しずつ縮まると感じた。
この研修で得たことを日々の生活、将来に必ずつなげていきたい。

４２２７ 水田 和

台湾研修報告書
➀自分の成果と課題研究
私は台湾研修を通して多く学ぶことがありましたが、その中の３つを主な成果としてあげ
たいと思います。
ⅰ.ホストファミリーとの交流
私のホストファミリーはホストファザー、ホス
トマザー、ホストシスターの三人でした。とても
色々な事に気を遣ってくれる、とても優しいファ
ミリーでした。私は、ホストファミリーと過ごし
た時間の中で、一番印象に残っているのは、ホス
トファミリーとの会話の時間でした。ホストファ
ミリーと様々な事について話しました。
1 ホストファミリーと臭豆腐を食べに行ったとき

例えば、タピオカミルクティーについて日本では
昔はあまりタピオカミルクティーが

見られなかっ

たけれど今新しいものとして学生を

中心に人気に

なっていて、多くのおしゃれなタピ

オカミルクテ

ィーのカフェができていると話す

と、台湾の

人々は甘いミルクティーが好きで昔

からとても多

くの人が愛飲しているのでタピオカ

ミルクティー

やミルクティーの店が多く立ち並ん

でいると聞き

ました。また、最近ではミルクティ

ーはとても甘

2 よく飲まれている、ミルクティー

ティーを飲む

いので健康の事に気を遣ってミルク
ことを我慢して制限する人も多いと

言っていました。
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台湾の果物と日本の果物の種類についても話が盛
り上がりました。台湾は日本よりも温暖のため、
パイナップルやマンゴーなどが多く栽培されてい
るのに対して、日本ではトロピカルフルーツがあ
まり栽培されず、リンゴやミカンの栽培が盛んで
す。なので、日本と台湾では店に並ぶ果物の種類
も少しずつ違うという事をホストファミリーと話
していてわかりました。また、五月などに旬を迎
3 美麗島駅の美しい構内をホストシスターに案内
してもらった

えるイチゴは、台湾では旬が異なったりすること
についてなどの話もとても興味深かったです。
この様にホストファミリーと様々な会話を通して

様々な「インターネットや本ではわからない、しれない台湾」を知ることが出来ました。
また、台湾の話と比較して、
『日本ではこうだよ』などと、日本についても紹介すること
が出来ました。その時に、自分自身があまり日本の事について知らない事もあったので、
改めて、海外で交流するからこそ自国の文化を深く知るという事はとても大切であり、も
っと学ぶべきだと痛感しました。
また、ホストファミリーとは主に英語で話していましたが、英語では通じづらい時、筆談
をするように紙に漢字を書いて双方が理解することが出来ました。そのことがとても新鮮
でした。
英語圏ではないので、コミュニケーションに対して不安があり、初めは話すことをためら
っていましたが、ホストファミリーとの会話を通して今まで知らなかった事をたくさん知
ることが出来ました。
ⅱ.プレゼンテーション
この台湾研修の大きな目的である、ASHS と共
同でプレゼンテーションを ASEP で行ったという
事も自分の中のとても大きな成果の一つです。私
は今年の夏に参加したオックスブリッジサマーキ
ャンプがきっかけで、プレゼンテーションに興味
を持ちました。しかし、他の人のプレゼンテーシ
ョンを見る機会があまりなく、どうすれば「人に
伝わる」プレゼンが出来るのかわかりませんでし
4 プレゼンテーション発表

た。しかし、ASHS と共同で参加した ASEP を通し
てプレゼンテーションについて、多くの事を吸収す

ることができました。
他校のプレゼンテーションを見る立場として、同じテーマ「distant horizon, close friends」
にも関わらず、アプローチ方法や表現方法などがグループによって異なっていて、プレゼ
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ンテーションで「人に伝える」方法は無限にあると感じました。また、グループの国によ
ってプレゼンテーションの仕方に違いや特徴がみられ、非常に興味深かったです。
チーム２

「distant horizon, close friends」のテーマで、労働者と経営者と消費者の責
任という切り口でプレゼンしていたのが面白かった
調査（グラフ）を用いて効果的に根拠を裏付けていた

チーム５

人々が持っている異文化などの固定概念が友達を作るときの足かせにな
っているので、固定概念を取り払うことが、第一歩であるという事を伝
えるために、固定概念の要素をそれぞれ書いた画用紙を一人の人に貼り
付けて「人にラベル（固定概念）を付けるのは良くない」という事を表
す演出をしていたのでわかりやすかった
問題を解決するためのアイデアの提唱を行っていた

チーム６

中国とアメリカの貿易という国際政治的な事にトピックを結びつけてい
たのが面白かった
「どのような方法で私たちは国際的な事を知ることが出来るのか」とい
う問いを基にプレゼンを進めていた

チーム７

SNS をテーマにしていたけれどそのアプローチ方法がアプリのフィード
バックを用いて調査するという方法だったので面白かった
途中で、プレゼンしていない（今喋っていない）メンバーが「I agree!」
などと言っていたのが良かった

チーム８

質問を観客に投げかけ、呼びかけていたのが一体型で良かった
アプリについてプレゼンしていたけれど、プロコンを明確にしていた

チーム９

コメディーを交えた実体験を語っていたので観客に笑いを誘っていた
「一つ目は二つ目は…」と順序だてて話していたので、話についていき
やすかった

チーム１０

劇の要素が入っていて、背景や小道具なども本格的で見ていて飽きなか
った
しかし、日本と台湾の二国にフォーカスしすぎていたので、もう少し抽
象性を入れた方が良かった気がする

チーム１１

ワールドユースサミットなど、実例を入れていたのが良かった
ただ、スライドの切り替えが早すぎて、それを目で追っているうちに話
が頭にあまり入ってこなかった

チーム１４

一番良かったと思うプレゼン
劇も程よく入れながら、スライドを使って説明もしっかりしていた
SNS をテーマにしていたので、チャットアプリを使っているシーンでス
ライドにそのチャットの画面を映し出している風の演出が良かった
グラフでどれだけ多く増加しているかを表すために、グラフを示すとき
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に軽くジャンプして、グラフを指していたので、観客にどれほど多いか
を示す良い演出だった
チーム１５

インタビューを行ったものを VTR っぽくまとめられていて、またちがっ
たアプローチ法でとても面白かった
また、実際に ASEP でプレゼンテーションをしました。私た
ちのグループは実体験に基づいたプレゼンテーションという
事で、スキットを交えながらのプレゼンテーションでした
が、今までスキットを交えたプレゼンテーションはしたこと
が無かったのでとても新鮮で、ASHS の生徒と協力しながら
とても良いプレゼンテーションを作ることが出来ました。た
だ、プレゼンテーションの大枠は ASHS が作り、後で部分的
な事を KUSS で埋めるという方法でプレゼンテーションを製

5 プレゼンテーション前に

作したことが悔いです。メンバーが決まり、実際にプレゼ
ンテーションを作るとなった時が、期末テストの
時期とちょうどかぶっていて、考査も終わり、ひ
と段落ついたときにはもう大体の大枠は台湾の生
徒が決めているという状態だったので、もし来年
実現可能ならば、テレビ会議を事前に数回行い、
プレゼンテーションの大枠を決めるなど、双方の

6 プラチナ賞！達成感がとてもあった

学校で共通の認識を持つようにする必要があると
感じました。

ⅲ.異文化・自国の文化の理解
ASEP のプレゼンテーション本番の前日、
私はプレスコンファレンス（オープニングセ
レモニーのようなもの）に浴衣を着て参加し
ました。プレスコンファレンスには、様々な
国の参加校の人が伝統的な（民族）衣装を着
て参加していました。中国のチャイナドレス
や、韓国のチマチョゴリなど、知っている衣
装もあ
ればタ
イの民

7 プレスコンファレンスにて、タイと台湾の友達と

族衣装など、今まで見たことがなかった衣装も見る
事が出来ました。特に東南・西アジアの国々の衣装
には宝石やキラキラした装飾が多くついている特徴
8 プレスコンファレンスにて、先生もまじえて

があると感じました。それを見て、とても美しい伝
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統衣装だなと感じました。美しいと感じると同時に、装飾がなくても浴衣のちょっとした
柄など、
「素」から美しさを見出だす日本の浴衣も日本らしい、日本ならではの美を表現
していて美しいなと感じ、自分が浴衣を着ている事をとても誇らしく思いました。このよ
うに、プレスコンファレンスを通じて、あまり触れる事が無かったアジアの文化に魅力を
感じると共に、日本の文化の魅力を再認識することが出来ました。

②今回の研修を振り返って
「台湾」と日本は多くの関わりがあり、日本にとって
大きな存在である…という事は知っていたけれど、実
際に台湾と言うと何を思い浮かべる？と言われると、
あまり思い浮かべる事が出来ませんでした。近いの
に、遠い国、そんな認識でした。
台湾の事を知っているようで知らなかったので、研修
に行く前、少し不安でした。
しかし、実際に行ってみると、とても興味深い国
でした。日本との共通点が多くみられ、歴史的背
景をもっと深く考えるきっかけになりました。ま
た、日本とはまた違った生活スタイルの面も見る
ことが出来て新鮮でした。観光では、台湾の街並
みや観光名所のみの台湾の魅力を多く感じること
が出来ますが、この研修を通して、台湾の学校に
ついて、台湾の人の温かい人柄など、観光では直
9 吉野家などの日本企業が多く進出していた

接感じることが出来ない魅力に直接ふれること
が出来ました。

そして、ASEP のプレゼンテーションでは、現地の高校生と共同で作業をすすめ、今まで学
ぶことが無かったことを多く学ぶことが出来ました。
もう一回この研修に参加したい、
そう思えるような充実した研修でした。
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ＡＳＥＰ２０１８報告書
4 年 3 組 池田和正
① 自分の研究成果と課題
私は、今回の台湾研修では自身の研究活動を行ったわけではないので、自身の立てて
いた目標の達成度と課題について報告します。
私は研修参加するにあたり、このプログラムは多くの知識や考えを得るチャンスであ
るから、意欲的に参加し、得た知識と考えをこれからの生活や学校での学び、例えば歴
史や国際理解の学習に生かしていきたいと考え、
「高雄師範師範大学附属高級中学の生
徒やその他の ASEP 大会参加者とコミュニケーションをとり、共同し、話をする中で、
台湾の生徒の一人ひとりの考えを知り、理解を深めるとともに、国際的な交友関係を築
く」という目標を立てていました。
この目標に対し、私の達成度は十分であったと思います。まず、ホスト校のチームメ
ンバーだけでなく、ホストブラザーのクラスメイト、近隣の大学生らとコミュニケーシ
ョンをとり、ホストファミリーとは、歴史の話や文化の話、政治の話、学問の話など、
様々な内容について会話をしました。また、ホスト校のチームメンバーとも共同して発
表を構成し、ＡＳＥＰ前日の舞台で行ったリハーサル後にはチームメンバーとともに発
表の改善点や流れを話し合い、プレゼンの質を高めることができ、これらの努力が、プ
ラチナ賞獲得という形で実を結んだのだと思います。そして、一人一人の考えという意
味では、台湾の生徒らでの意見の対立を見たことや、クラスメイトと会話したこと、そ
してホストブラザーとたくさん会話したことで、理解を深めることができたと実感して
います。例えば、宗教に対する考え方や、生活の中で大切にしていることといったこと
を知りました。最後に、
「国際的な友好関係」ですが、非常によく台湾の生徒と関わ
り、信頼できる関係を築くことができました。ホストブラザーは非常に勉強に熱心であ
ったので、ホストブラザーにもらったプレゼントを見る度、
「私も負けずに頑張ろう」
という気持ちにさせてくれます。
以上のように、当初の目標を達成することができたと考えています。
② 今回の研修を振り返って
今回の研修で得た経験の中でも、私にとっ
て得に意義深かったことが 2 つあります。
1 つ目は、高雄でのホストファミリーと生
活した中で、台湾の伝統的・非伝統的な食文
化、宗教の意義・必要性と台湾での仏教キリ
スト教の位置づけ、英語の勉強方法、アイデ
ンティティの確立、国際人としての自分・日
本人としての自分————といった日本で生活し
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ていただけでは分からないことを考え、聞き、理解したことです。私がこれから大人に
なって、あるいは大学に入って世界の人と関わろうとしたときに、私が考えなくてはい
けないこと、また、台湾の人と関わるときに大切にしたいことを学ぶことができまし
た。
2 つ目は、ＡＳＥＰに参加し、アジアにトップ高校のプレゼンを聞き、参考になるも
のが多かったことです。その内容の良さ、英語スキルの高さともに素晴らしいものであ
り、中でもタイと高雄の高校のチームのプレゼンは発表・構成・内容・質問時間全てに
おいて参考になるものでした。これからの学校生活、大学生活でぜひ取り入れたいと思
いました。

台湾研修振り返り
4 年 4 組 26 番 福岡春香
私は今回の ASEP 台湾研修によって様々な経験をすることができたと思う。1 日目から最
終日にかけて学んだことを順に振返っていこうと思う。1 日目は 12 時の飛行機に乗った後、
約 3 時間の飛行時間を経て、台湾へ到着した。私はこの日体調がすぐれておらず、ホテル到
着後に向かった台北の夜市においてはアジアならではの騒々しさもあり、さらに体調が悪
化して倒れるという結果に至ってしまった。水分を摂取することや体調管理の大切さをひ
しひしと感じた。2 日目は台北市内観光を行い、台湾のバスガイドさんによる解説を聞いて、
台湾の文化や風習、生活習慣を知ることができた。お昼には台湾で有名な金品茶楼に行き飲
茶形式のお昼ご飯を食べた。前日夜市で食べた際には体調がすぐれなかったこともあり、さ
らに美味しく感じた。19 時からはホストファミリーと対面するために高雄まで台湾新幹線
より、向かった。高雄駅ではホストファミリーが待機してくれていたため初対面した。今回
のホームステイでは私の武器である英語を多く活用できたと思う。ホストファミリーは中
国語と英語のみしか話せなかったためである。簡単なコミュニケーションはもちろんだが、
台湾の人の生活や風習を聞くことができた有意義な時間となった。また SNS より台湾の食
文化や教育方針に興味があると連絡したため、伝統
的な冬至の食べ物、台湾料理をふるまって下さり、
またホストファミリーのお母さんは現地の小学校の
教師であるため、台湾の教育法や時間割を教えてい
ただくことで KP の研究に生かすことができた。3 日
目は高雄師範大学附属高級中学との交流がおもにお
こなわれた。私はこの交流で台湾の学校と日本の学
校の方針や授業方法の違いに衝撃を受けた。一番驚
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いたのは台湾の学校の校則がかなり少なく自由であるということである。また、nap time が
昼食後に設けられていることである。日本の多くの学校では厳しい校則が定められており
生徒が自由に物事を行うことができないが、台湾は考査で欠点をとった際に、再試で不合格
だった場合留年となる条件のもとで普段の授業は基本的に自由であるから、
「やるときはや
る」ということが習慣づいていると感じた。また nap time においては昼食後の授業で寝て
しまうという問題を解決していると思い、日本でもこの仕組みを導入するべきだと考えた。
午後からはプレゼンテーションの作成を行った。プレゼンテーションの作成においては台
湾の学生がおもに原稿を作成してくれていたため私たちは自分たちの経験をもとに close
friends distant horizons のテーマに沿って寸劇をつくった。台湾の生徒のひとが主に作ってく
れていたことより、あまり私たちの意見を反映するのは困難だったと思う。5 日目はプレゼ
ンテーション発表会があり、アジアの多くの学校のプレゼンテーションを聞き、多くの刺激
を受けた。私は今までどうすれば観客にうまく自分の主張が伝わるかなど考えたことがな
かったので今後の自己のプレゼンに生かそうと思った。今回の台湾研修は英語を習得して
おくことの重要さ、国際的に友情も持つことの大切さなど様ざまな経験ができほんとに貴
重な体験ができたと思います。
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What I have learned from ASEP2018
Miho HIRATA
1. Purpose and motivation of participation
There are mainly two reasons why I decided to attend ASEP this year. One is that I get to
communicate with students from the Asian area. Throughout my life so far, I have only had my
intercultural communication has been based in the US mostly. I thought this experience will help me
get the chance with the people from Asia. Another reason is that this will help me improve my
creativity and my presentation skills. I have done many presentations in my classes and so on.
However, never have I ever had a presentation competition with this much room for creativity, so I
thought this would be a wonderful challenge for me and a great chance to see other people’s ideas.

2. What I contributed to the team
I had worked on keeping the whole group together. I was the leader of the Kansai university team
and tried to keep being active while we are working together so that everything will go smoothly. As
a result, we were able to exchange many ideas and I was confident enough to say that I did
everything that I could have done.

3. The most difficult thing I experienced
The most difficult thing I struggled with was before we all met in Taiwan, when we only had one
way to communicate, which was via online. English was both not our first language, and this made
me feel so anxious about whether we had some miscommunication between each other. There were
sometimes where we would hesitate and won’t talk, or we would confirm each other on what we are
discussing on in our own languages, so we really didn’t know if we were on the same page.

4. The thing I missed or feel regret
I regret that I kind of forced to move on the discussion when we had difficult time agreeing on
something. I was in a rush because of my anxiety and the urge of losing time, so I would sometimes
decide on something by myself t make it easier for me to understand the presentation in a whole.
Thankfully my teammates agreed, but if I was more organized, we could have a chance to work on it
more actively.

5. What I learned from ASEP
There are three things that I have learned from ASEP:
the importance of communication skills, the importance of
preparing ahead of time, and realizing how much fun it is
to be in the intercultural exchange. I am looking forward to
use what I have learned from this ASEP to my next work.
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What I have learned from ASEP2018
So YUKI
1. Purpose and motivation of participation
There are two purpose to participate in ASEP2018. One is to brush up my English ability, and
the other is to learn how to work with the people from different countries and different cultures.
We learn English through study abroad, and I thought this opportunity is the best time to apply the
English skill. We did presentation, discussion, conversation all in English as the way of
communication. And the later one is strongly connected to the purpose of this seminar. That is
“to be a global person”. Throughout the work with people from different countries, we have to
learn to respect other opinion, perspective, and the lifestyle. However, there was the bigger
purpose of this activity. That is to know each other, and step each other and be close friends.

2. What I contribute to the team
I became a leader of Kansai team. As
the leader, I did arrangement of video
meeting, also I had Leander meeting with
Ida, who is the leader of I-shou
university, to plan schedules and make a
deadline of PowerPoint, script, from each
part. In addition, I speak on the
presentation as the representation of team
japan and answer the question from
audience. I contributed these part in the
team.

3. The most difficult thing I experienced
The most difficult thing we’ve faced was the difference in the purpose to participate in
ASEP2018. We Kansai team set the purpose to get platinum prize, however, I-shou team set a goal
as this activity is the opportunity of international exchanges. This lead us to feel really upset when
they take us to sight seeing in Kaohsiung. This happen because we did not set clear purpose when
we have first meeting with their leader. Also the first meeting was held at November 13rd, it is
little late, so as soon as we decided the leader, its better to start discussing in Kansai team at least.

4. The thing I missed or feel regret
There are mainly three points that I regret. The first one is that people in Taiwan are so nice, and
their mind of hospitality was too much, so that I thought I should have brought more souvenirs to
show our appreciation. Second one is scheduling. The whole schedule was little late. What we
should have done before we arrive to Taiwan was complete Power point and script. If the schedule
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seems to be late, it is possible to suggest the deadline from us. And last one is what I regret the
most, setting clear goal and share with all the member. No matter how hard it is to share the goal,
we had to set clear goal.

5. What I learned from ASEP
I learned so many things from this experience, such as English skills, negotiation and discussion
with people from different backgrounds, and making project with them. However, most important
thing I have learned was not them. That is to respect others, and do something for them to be close
friends. I was really surprised when they do many things for as from offering accommodation,
taking us for sight seeing, and home stay hosting. I asked my friends in Taiwan what is the
motivation for those kindness, then they said “We just want you to know our culture that we love, by
welcoming you”. I learned the importance of sharing my culture to the world with love and
passion. By doing so, we can understand each other. With that understanding, we can corporate
internationally.
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What I have learned from ASEP2018
Niina NAKAI
1. Purpose and motivation of participation
I have two purposes and motivation of participate. The first thing is making a good
relationship with people who have different backgrounds and deeply understanding about different
cultures. I thought that I could expand my sense of perspectives further by interacting with students.
Moreover, I thought that I can understand the lives of Taiwanese people by homestay. The second
thing is improving my skills of telling someone my feelings and opinions, and presentation.

2. What I contributed to the team
Before going to Taiwan, I was
afraid of expressing what I was thinking so
I was not able to contribute much.
However, after meeting all team members
in Taiwan, I tried to tell them my opinion
as much as possible. Also, besides
preparing ASEP, I think that I was able to
understand the partner's culture and way of
thinking by involving a lot with them, and
build better relationship.

3. The most difficult thing I experienced
It is to build a relationship with team members that I have not met, and draw out opinions
that others think in their mind but they could not express. I think that most of members refrained
from telling own opinions to members who have not yet established a relationship, or asking
questions about things we cannot understand. For that reason, I think that there was a difference in
the level of comprehension within the team, and a difference in interpretation had occurred.

4. The thing I missed or feel regret
One thing is that we have not decided on a rough schedule at the initial meeting and we did
not clearly decide the content of the meeting on the video phone. Since we had been discussing
without first deciding the schedule of the schedule, we finally decided to work while being chased
by time. Regarding the video meeting, especially at the beginning, we decided only the schedule, but
we have not decided on the contents and the conversation stops often, I feel that I was not able to use
the time effectively.

5. What I learned from ASEP
In order to produce high-quality things for a given period of time, I was keenly aware that
the planning stage before starting work is important. I also felt that an environment which everybody
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feels comfortable to say opinions and ask questions is important. For that, we need to establish good
relationship quickly. I want to make better presentation and relationship in WYM that will be held in
August by making use of my experiences.
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What I have learned from ASEP2018
Minami SHIMA
1. Purpose and motivation of participation
I am fond of the limelight, but I get really nervous in public when I speak in front of many people.
To overcome my character, I wanted to attend to ASEP. And also, what I can have teammates who
are from other countries is attractive for me.

2. What I contributed to the team
At first, I could not join to the meeting of videophone, so after I got my role in the team, I actively
contacted with students in Taiwan. I talked with them many times. After I arrived at Taiwan, I helped
to make posters which we used on a real stage, but I am not sure whether I could help my
teammates.

3. The most difficult thing I experienced
When we had the meeting, sometimes we started to talk about another topic. At that time, it was a
little bit hard for me to get back to what we have to talk about. And also, of course we have not met
before, so we sometimes had miscommunication and differences of opinion. This situation was so
hard for me.

4. The thing I missed or feel regret
In my group, everyone could not have a chance to
speak on a real stage. I should have to say, “I want to
speak!”, but I felt afraid, so I could not say that. This
is my regret.

5. What I learned from ASEP
What I learned from ASEP is the importance of
understanding well with each other. Of course,
everyone has each different background, so the
difference of opinions and values is natural. Then we
should accept it with each other, and also we should
communicate our opinion clearly.
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What I have learned from ASEP 2018
Mayu Yoshida
1. Purpose and motivation of participation
The experiences that I’ve got in ASEP when I was a senior high school student could be related
to the reason why I participated in ASEP 2018. At that time, I could know how fun it is to interact
with Taiwanese students and how important it is to try to achieve something through ASEP.
Therefore, I have decided to join this program.

2.What I contributed to the team
Thinking back in this year, I couldn’t really contribute to my team. I had always been working
on what I have to do and I did nothing for my team, so that experience made me realize that I should
change the way of thinking about the presentation. Next time I participate in this program, I will
focus on the teamwork more.

3.The most difficult thing I experienced
The most difficult thing I experienced in this ASEP is communication with Taiwanese students.
Although I could catch what they were saying in English or Chinese, I always couldn’t be sure that
my interpretation and what they are saying were the same. Also, when I speak in Japanese, I can
express my feelings like without finding any difficulty. However, when I have to speak in English or
Chinese, I couldn’t really express my feelings because it was hard to translate it to English or
Chinese and tell Taiwanese students.

4.The thing I missed or feel regret
As I mentioned earlier,
I think I should have
contributed to my team. I
had focused on completing
my task too much and I
didn't think of what I
should do and what I can
do for my team at all. Next
time I join this program, I
would like to make a
presentation with other
members keeping that improvement in my mind.

5.What I learned from ASEP
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I learned the importance of cooperation and being aware that we are making a presentation
together, not individually. Furthermore, we need to try our best, not only for ourselves, but also
for our team. Also, Through spending time with people from a different country and have
different personalities, I found that knowing and accepting the difference is necessary for
deepening bonds with them.
I will make use of this experience and make a presentation much better next time.

What I have learned from ASEP2018
Atsuki KURAMOCHI
1. Purpose and motivation of participation
I participated in ASEP for two reasons. The first was to improve myself, as everything about
ASEP was a new experience for me, which required me to adapt and grow. These new experiences
can be broken down into three clear situations that were entirely new to me, “Participating in such a
large conference”, “working with students from the global community although we have never met
before”, and “giving a presentation at an International event”. Through this experience, I hoped that I
could measure my command of the English language and global communication skills that I have
cultivated during my study abroad last year, and to further improve said skills.
The second reason was to experience a homestay. When choosing the host university, I chose
Fooyin University instead of I-Shou University for this very reason. As I have already experienced
living in a university dormitory. Therefore, although we were only in Taiwan for 5 days, I was purely
feeling like a part of new family.

2. What I contributed to the team
From the moment I arrived in Taiwan I approached the group interactions with a high degree of
positivity, which I hoped would stimulate
team building. As through being
interactive and actively engaging with
others even outside of work-time would
reduce friction between team members, in
order to understand not only the
differences between each person’s home
country and values, but also their
individual personality and opinions. As a
result of this approach, we were able to
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actively exchange our opinions and connect

3. The most difficult thing I experienced
The most difficult experience was building relationships of trust during internet based meetings as
opposed to in-person meetings. As most of our online meetings were carried out by phone-call, there
was not an opportunity to see more than half of Fooyin members face-to-face, which left me with a
feeling of disconnect and that we were still strangers. As a result, I hesitated in strongly asserting my
argument, furthermore, I respected them too much and found it difficult to disagree. In this way, I
realized how difficult building relationships of trust are with new people from distant places.

4. The thing I missed or feel regret
My major regret was that I was unable to contribute to the team at all until I had arrived in Taiwan.
Our online meetings were not as successful as we had hoped, therefore as a result the workload got
shifted to only two members, were worked as leaders. Since this was the case, sometimes it was
difficult to follow what needed to be work on. Furthermore, as most of the Fooyin member had
already experienced ASEP I often found that I adopted a more passive attitude, especially regarding
the scripts and PowerPoint construction. All of these minor regrets can be attributed to my major
regret of not knowing how to find out what was needed of me to help the team.

5. What I learned from ASEP
There is one huge thing I have learned from ASEP: the importance of building a solid relationship
of trust between team members. This is because active and honest discussions never occur without a
relationship of trust. I felt strongly that the efficiency of discussions in Taiwan was higher compared
to our online meetings. Learning from this experience, I will be able to prepare presentations
efficiently at coming WYM.
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What I have learned from ASEP2018
Kasei NARITA
1. Purpose and motivation of participation
There are two purposes that I participated in ASEP. One is to know how ASEP is. I have only done
English presentations in class. All the presenters are my friends, and forms of presentations are also
similar. For that reason, I decided to participate in ASEP because I wonder that what presentations
universities or organizations release in it. The other one is to make Taiwanese friends. When I
studied abroad in Chinese mainland, I could hardly make foreign friends. So, I wanted to make
Taiwanese friends through ASEP.

2. What I contributed to the team
The main contribution is to make the Power Point presentation which we use in ASEP
presentation. The other contribution is to help making some properties which we use in it. But I
relied too much on my university’s leader about other things. Therefore, I will find my role, and
want to take responsibility for my actions in Study Tour on February.

2. The most difficult thing I experience
The most difficult thing that I experienced in
ASEP is to communicate with I-Shou
University member in English. I could not
convey what I wanted to say to them because I
always did not study English hard. So, when I
could not convey exactly, I was so embarrassed.
Therefore, I thought I should study English
very hard because I must use English more in
Study Tour.

4. The thing I missed or feel regret
I think we Kansai University members could communicate with I- Shou University members
completely. We did not agree about contents and the direction of the ASEP presentation because We
hardly held online conference or call on “LINE” before we go to Taiwan, So, we were not on the
same wavelength at first. In addition, I also regret not to act positively by myself. When we selected
the Japanese presenter in ASEP, I could not raise my hands to be worry about the low level of my
English ability. So, now I think that I could not contribute in the real presentation of ASEP. So, I
should have acted positively then.

5. What I learned from ASEP
There are two things that I have learned from ASEP: the agree about contents and the direction,
the act positively by myself. I will use this experience in other activities from now on.
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ASEP2018 現地レポート（2018/12/24～12/28）

ⅰ【12 月 24 日（月） 関空から台北へ】１日目
こんばんわ。市村です。
本年もまたこの季節がやってまいりました。
昨年と違ってそれほど寒くない師走の日の出前の始発に乗って関空を目指します。
なんばからの南海空港急行は例によって発射前には午前出発のアジア便の乗客で席が埋まり、
その大きな荷物で通路も埋まるお馴染みの情景。
２４日のきょうが出勤・通学の平日のでなく休日なのが多少幸いか。チエックインカウンターはい
つもの一番端のチャイナエア。ここも 9 時 15 分出発の２時間前からの手続き開始だが、想定より少
ない列ですぐさま手続き。
ここ何年かは、1 人で出国し、桃園空港で南山国
際グループと落ち合っていたのだが、今回は看護教
育支援協会の児玉先生と同行で少し心強い。これも
また、セキュリティ、出国と予想を裏切る少ない人出。
連休最終日で翌週に年末休みを控えているので少
ないのだろうか。あっという間に搭乗ゲートへ。ここも
少なく、結局機体変更で一番小さい飛行機になった
理由が分かった。
機内搭乗もあっという間に終わり、モニターが天井の
共有しかないまるで LCC のようで、がっくり。結局７割以下程度の搭乗率で一路雨の桃園へ。ただ
し、チャイナエアだけあって機内食はそれなりに OK。
児玉先生と色々とお話しているうちに桃園に到着し、後に到着の南山を待つ。
実は児玉先生、お友達からその方が８月の台湾旅行の帰路に桃園空港で忘れたお土産の入っ
た袋を回収するミッションがあったのだ。南山が到着ゲートに着き合流する前に先生はインフォメー
ションへ。多分４か月以上前だからもう空港になくどこぞで処分されているだろう、と話していたが、
なんと空港の遺失物保管所で保管しているとの事。ただし、本人の委任状が PDF や写真など携帯
電話表示で確認できないと渡せない条件なので、帰りの 29 日に再チャレンジの段取りとなりました。
児玉先生、今回の ASEP での初サバイバルですが、何とか通じた、とご安心されていました。
そうこうするうちに南山グループも到着し、総勢８名とは言えなんとチャーターバスという豪華な移
動手段で台北市内へ。チェックインの時間まで圓山の忠烈祠での衛兵交代見学。久々に尋ねた
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のだが以前は祠の手前まで入れたのに、手前の門ま
で立ち入り禁止で遠目での見学となりました。
何がそうさせたのでしょうかね、と言ってみる。
そうして、近くの宿泊リビエラホテルへ。こじんまりと
して決して新しくないけど、団体を取らない落ち着い
たヨーロッパ風。夕方までは生徒も含め自由行動で
私を含め先生方は和昌茶荘へ。
昨年の ASEP でいただいた iPASS カードを早速使用して MRT を乗りこなす。
茶荘では２代目のいつもの巧みな日本語での応対でのもてなしでお茶を購入し、そして夕食は
生徒と MRT 中山駅で待ち合わせて小龍包の京鼎樓へ。ホテルで予約してもらっていたので入店も
スムーズで小龍包やトンポーロウを美味しくいただき、そして士林夜市へ。
ここでも生徒は集合時間を決めての自由行動で、
私達はいつものビッグサイズのから揚げを食べて士
林に来たことを実感。
今回の南山の生徒さんは非常に時間を良く守れる
ので、すんなりとホテルに戻って、あすはいよいよ高
雄入り。先発到着の池田先生からは、滞在予定のホ
テルとその周辺が高雄新市長の就任イベントと重な
って、明日は大混乱しそうとの情報がはいるが、とも
かく高雄をめざしましょう。

ⅱ【12 月 25 日（火） 台北から高雄へ】２日目
という事で、２５日台北駅より高鐵（台湾新幹線）で小雨がふり雲が垂れ込めた台北を後に南へ、
みなみへ。台中が近づくあたりから青空も見えはじめ畑が広がり、椰子の木が増えておよそ１時間
３０分で減速し始めると左榮駅に無事到着。
アラン先生始め交流相手校の樹徳家商の生徒の
出迎えの行事も一通り終わり、生徒を学校に任せた
ら私達はホテル周辺での新市長就任イベントの交通
規制を避けるため、KRT で移動。近隣の市議会駅か
ら１０分程度の歩きでホテルにむかい、就任イベント
も終わり片づけの始まる中無事ホテルに到着。１５時
のチェックインまで荷物を預けて、昼食へ。
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ホテルから愛河を挟んで対岸の鹽埕埔（イェンチ
ェンプー）へ。ここは最初に高雄が街として開かれた

ところで、古い町並みの中に最近特に日本の観光客
に有名となっていて台湾グルメの人気店が集まって
いる。その名の通り昔は塩田だったそうだ。
その中のワンタンの店に。昼休みを挟んでの午後
開店前とあって、地元の人達がすでに行列を作って
いる。開店と同時にあっという間に満員となり、名物ワ
ンタンと小皿、これも名物んも肉まんと忘れてはいけない台湾ビールで遅い昼食。
帰りはホテルまで１０分少々、二・二八公園、愛河を渡って歩いて戻る。そういえば、この二・二八
公園の前のホテル（旧三信ホテル）は 2000 年の ASEP からしばらく、雄教育局の後援が付くまでの
間、ASEP 高雄滞在の定宿だった。その当時は二・二八公園の意味も知らなかった。
夜には高雄での「バーヨウコウ」開店。
愛河沿いのドラゴンの像が窓から見えるスウィートル
ームが場所。
直ぐ目の前にセブンイレブンができたので仕入れに
は便利になった。
開店時間の午後９時には本日到着の皆様が次々
とお集まりいただき、１年振りに高雄に集う。
今回は松下看護専門学校の皆様のオブザーバー参加もあり、お話が盛り上がる。福井商業の田
嶋先生もご参加で、ダイエットしたお姿で精悍な面持ちでご登場。池田先生はどこからか入手され
たレンブー（連霧）を持参いただき早速松下看護の先生方が初めてこの梨ともリンゴともいえる不思
議な味の独特の果物でこの台湾を、高雄を実感されたことでしょう。
そして、この ASEP 活動のもう一人の台湾側の立役
者、元高雄女子のシルビア先生よりメッセンジャーで
メッセージが入る。そう、ビールの差し入れです。しば
し部屋に来られたシルビア先生はご退職後は文藻
語学大学のプロジェクトマネジャーとしてご活躍のよ
うで、往年のちからは衰えず、アメリカからの奨学金
を得たプロジェクトを進行中のよう。
こうして、初期のＡＳＥＰを支えた人たちが集うバー
ヨウコウは深夜１時ころまで続き、そして翌朝は８時集
合で松下看護の輔英科技大看護学部への訪問。
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台北と違って晴れて最高気温２８度という「夏」の高雄。
「雨の台北は許せても、高雄の紫外線は許せない！」と日焼け止めで早速武装された児玉先生の
お言葉から高雄 ASEP ははじまりました。
さて、今年はどんな ASEP になるのか、１９回目の始まり、始まり。

ⅲ【12 月 26 日（水） 輔英科技大・看護学部訪問】３日目
２６日は輔英科技大学看護学部の見学訪問日。
地下鉄黄色線の市議会駅からそのまま大学最寄の終点の大寮へ。
駅へ向かう途中の小学校（前金小学校）ではそれが日課なのかどうかはわからないが、学校前
の路上を児童が清掃中。こんなこともあるのだと実感。
地下鉄は鳳山を過ぎ終点近くで地上に出て大寮
に到着。高雄市の郊外の情景が広がる街並みを輔
英科技大の正門までタクシーで移動。正門から奥の
校内の棟までなだらかな直線の大通りが続き両脇に
は椰子の並木で縁取られ、その先は珍しく晴れ渡っ
た夏のような高雄の青空へとその境界を伸ばしてい
た。
「ザ・キャンパス」、この言葉がまさに似合ったキャ
ンパスを進み、看護棟イコール台湾では「護理棟」の玄関へ。
正面の壁面にはタイルの大きなナイチンゲールのモザイクがあり、一目で看護棟とわかる存在
感。
玄関の正面の大型ディスプレイには「松下看護専門学校歓迎」のサインが表示されており、交流
に慣れたこの学校のホスピタリティを感じる。そのサインを撮影しているうちに、今回の訪問の窓口
のいつもの黄先生が来られる。
案内を受けて、訪問用にしつらわれた会議室へ。
看護学部学部長、各科の学科長の出席で早速輔英
の学校紹介からスタート。この大学は本年で創立 60
年を迎えその際の紹介プロモーションビデオが流れ
る。
この長い歴史から医療看護業界のみならず、その
獲得した専門性を生かして各界で活躍する卒業生
の活動とコメントで構成された内容で、いかに実社会
のこの大学が貢献して歴史を積み重ねたが分かる内
容。松下看護の紹介では木村団長が学校の環境を交えつつ年間の学校情事などを盛り込んだ紹
介。実はこの輔英の看護学部、助産士の学校から始まり現在 4,500 名の在籍で看護学部としては
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台湾最大で一番古い同系統の学校でなんと 46,000
名の卒業生がいる。また、看護学部には看護科、高
齢・長期看護、助産、健康事業の４つの学科がある
のも特徴。
その後の質疑応答では、台湾（中華圏）特有の産
後の休みの習慣から介護の資格の違いなど、松下
看護から熱心な質問が続く。そうして、実際の各部見
学へ。
一部は日本と同じ器具・教具などを取りそろえた実習棟や特長的な自習センターの見学。コンピ
ュータでコントロールされた OSCE（客観的臨床能力試験）の部屋など、私にはよく理解できないが、
見学先生によると想像を超えた衝撃の内容だったらしい。
自習センターも併せて台湾で開催された OSCE コ
ンテストで金銀銅すべて輔英の学生が獲得、とはま
さにこれらの学内設備の有効性を物語っているのだ
ろう。また、完全なフルセットの手術室のシミュレーシ
ョン実習しつがあり、この設備を有する大学は台湾内
で唯一、とこれまた伝統を誇る学校の力。
OSCE の際のシミュレーションペイシェントの採用・
運用の仕方、ER・ICU ルームの提示できる教室、な
ど常に卒業し実際に現場で活躍できるよう、現場を常に想定した授業を展開していることが色々な
所に見いだされてとても書ききれない。
ギュッと圧縮された面持の学部見学を終えると、各
学部に渡っての海外留学生のためのクリスマス昼食
会にゲストとして参加。食事がひと段落すると黄先生
お得意のギターの弾き語りを皮切りに、ベトナム等各
国留学生のカラオケ大会が始まる。中には AKB48 の
歌を日本語で歌う「オタク」がいたり、何語かよくわか
らない歌もあり、最終はみんなきっちり声を合わせて
「どらえもん」と最後の歌詞が歌えるこの歌がアジア
の共通プロトコルに認定。
こうして実りの多い、そして松下看護ご一行初めての海外学校訪問は終了。
ミッションの一つの輔英科技大看護学部訪問を終えて、松下看護さまご一行はその印象の薄くならな
いうちにリフレクションをしたいとおっしゃりスウィートをご利用。当初 30 分くらいでというリフレクションがメ
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ンバー全員熱くお話され結局２時間以上も時間の立つ
のも忘れリフレクションされていた。

あれは 2000 年台湾初 ASEP の際、当時は新幹線も
高雄直行便もなく台北経由だった。
高雄の ASEP をどうにか終え、台湾先生方のおもてな
しと熱い思いに圧倒され続けた高雄から、台北でほっと
「息抜き」して帰国、のはずだった。台北のホテルにつく
なり影戸先生が、「今、この思いを色褪せないうちに残
すのだ！」とおっしゃり、「息抜き」するどころか、みんなで撮った写真を集約したり、文章を考えたりして
当時のか細く頼りないアナログ回線をもどかしく思いながら徹夜でホームページを作り上げたのを思い
出した。
あの時と同じ熱さを思い出した。

多少の名残を残したらまた来年と思うかもしれない、という姑息な思いもちらっとしたが、ASEP はやは
りさまざまな体験が必要でまた、明日からあまり時間の余裕もなくなりお連れできないので、台湾らいし
い味覚の宝庫「三鳳中街」に皆様をお連れする。
見かけは悪いけどびっくりするそのもの甘さの玉井産愛文ドライマンゴー、黒皮の台湾産金剛落花
生・・・。
目と耳と、そして舌、全身で台湾を高雄を感じていただきたい思いだった。

その後、夜市で夕食でもということで瑞豐にお連れしようとしたら、生憎の水曜日で定休日に気付き急
遽六合夜市へ。
人ごみと独特の「におい」を体験していただくが、若干初台湾の先生には刺激が強すぎたとみえて「夜
市あたり」されたので、急遽ホテルへ。
さて、どこで夕食？
そうだ、もうこれはあそこしかない、と昨晩いった２ブロック先の地元食堂へ。
幸い大人数の座れる店先の丸テーブルで取り急ぎ生ビールとあとはせっかくだから昨日私達が体験し
たように適当コミュニケーションでの注文を先生方にしてもらう事に。
なににしよう、と話し合ってたら、となりのテーブルの地元のご年配男性から「日本人デスカ？」とお声
が掛かり、一番店先のテーブルで飲んでいた地元サラリーマンクループが、「日本人か、いっしょについ
てこい、注文したる」、とまたお声がかかり、お薦めも含めあれこれとテーブルには瞬く間にお皿がやって
くる。「これ、注文したかよくわからん」、と一緒に行って注文した先生が言えば、「それ、サービス」とサラ
リーマンと一緒に飲んでいたオーナーがまた別の皿を持ってくる。
またまた、50 度以上のコーリャン酒を持って、試に飲んでみろ、とかもう居酒屋地元サラリーマン交流
の始まり。
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まぁ、私以外はレディーズだったので構ってくれたのでしょう。

と言う訳で男１人なので挙句にこっちのテーブルにこいと誘われて、オーナー＋サラリーマングルー
プとご一緒する。
高雄に来た理由、回数などお話し意気投合かな。
高雄らしくシッピングと輸出関係のサラリーマン、何度も「台湾と日本は特別な関係だから」と。

そうして、きょうも色々な意味で暑かった高雄を夜は
更け、松下看護ご一行様は様々な濃い体験をしていた
だいた。
多分、消化不良でしょうけど。でも、きっと反芻されるで
しょう。

あすからいよいよ公式行事。記者会見、これは想定でき
ます。続く高雄工業のワークショップは内容不明で楽し
み。
そして、夜は公式教員歓迎会。件の新市長になり ASEP 直前に高雄市教育局（教育委員会）局長が
市長派（国民党）の息のかかった新局長に変わり、今までの ASEP 推進の教育局が方針変更になって、
予算削減などマイナスになるのか、
雰囲気のわかる歓迎会で例年になく緊張感が。
その報告は、次回レポートで。

おっと、今夜あるいは深夜あるいは早朝、で時間切れ。ではこの続きはまた明日へ。
まだまだ、ASEP は続き、いや、むしろこれから公式行事開催で山場です。
もう、あの関西空港出国が何週間も前に思われるような日々を実感している高雄から。

ⅳ【12 月 27 日（木）公式記者会見・国際教員行事】４日目
いよいよ本日から参加者全員揃ってのスケジュー
ルでの行事が始まる。
その始めは今回の ASEP2018 の会場校、高雄市
立工業高校（高雄市立高雄高級工業職業学校）で
のオープニングとしてのプレスカンファレンスから。
会場は高雄工業に隣接する国立高雄科技大学・
建工キャンパスの中正堂という体育館でここが翌日
の ASEP プレゼン大会の開会式、表彰式、閉会式な
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どのメインイベントの会場となる。翌 28 日のプレゼン大会は３グループに分かれ、この中正堂と高雄
工業の２か所、都合３会場での開催となる。
なぜ、当番校の高雄工業でのメイン会場ではない？
実は１年前の ASEP2017 の期間中の高雄工業との事前打ち合わせで、同校には ASEP 参加者全
員（約 1000 人程度）を一同に収容できる広さの体育館なり講堂がないので、隣接の国立高雄科技
大学の中正堂を借りてする、と校長が話されていた。
違う組織の大学、しかも市立の高校と国立の大学、経営組織母体も違うのに簡単に借りられるの
か。しかも、国立高雄科技大は国立台湾大学に次ぐ台湾で第二位の学生数を誇り、台湾で最大の
科学技術系大学である。
ここで、市立高雄工業高校と国立高雄科技大の数奇な関係と歴史を話さない訳にはいかないだ
ろう。
高雄工業は 1942 年日本統治時代に南部（高雄州）
の工業教育の中心として創立され、初代校長は宮本
清利博士。これは高雄工業のホームページの学校
沿革にも記載されているのは、この学校に限らず戦
前の日本統治時代を創生とする台湾の学校には共
通している。そうして、戦後、蒋介石の時代となり、こ
の工業高校から 1963 年に台湾省立高雄工業専科
学校ができ、この専科学校が国立に移管され、2000
年に国立高雄応用科技大学となり、2018 年つまり今
年、国立高雄応用科技大学と国立高雄第一科技大学と国立高雄海洋科技大学の３校が合併して
国立高雄科技大学となった歴史がある。
国立高雄第一科技大学も国立高雄海洋科技大学も前身は戦後（＝国民党統治）に創立された
専科学校（高等専門学校）なので、唯一戦前よりの長い伝統的背景をもっているのは国立高雄応
用科技大学ということになり、その身内の高雄工業高校とは深い関係があるという事になる。
事実、高雄工業は地元では「雄工」と省略され、校史室には当然ながら日本の同窓会支部の資料
もある。
このような歴史的背景の上で、校長が「大学とは兄弟みたいなもの。中正堂はかしてくれる。」と１
年前におっしゃったのもうなずける話である。
ちなみに、生徒も８割近くが「隣の大学」へ進学するという。
朝からホテルロビーでは、ヒジャブをかぶったり、バティックのシャツを着たおそらくはインドネシア
の先生や、いつも気合いが入ってカラフルなチマチョゴリや韓服の民族衣装の韓国の先生も集合
し国際的雰囲気が漂い、いよいよ ASEP 本番が始まると実感できる。
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さて、ホテルより２台のバスに搭乗した日本を含む国際参加教員は高雄市内を横切って高雄工
業へ。
高雄工業校内でバスを降りると、案内されるままに、大学と高校を仕切る金網の屏の間にある通
用口からそのまま大学の構内へ。
確かに、両校の区別を認識させることなく会場の中正堂へと足を進めた。
今回の公式プレスカンファレンスについては、この
夜の公式教員歓迎会と共に、影戸先生始め日本の
運営中心の WYM 実行委員会メンバー間では例年
にない多少の緊張感があった。と言うのも、先月末の
高雄市長選により国民党支持母体の市長が誕生し
たことにより、ASEP 主催の高雄市教育局局長がほん
の何日か前に新任になったという事。まずは、相手
が見えない事、また従来の民進党政権下で教育局
主催化と順当に１９年の歴史を重ねてきた ASEP が
対立政党の政策と真反対に政策返しをしてこないか、というような不安要素があったのも事実だっ
た。
ただし、台湾全体で見たときに、ASEP を推し進めた范前局長は総裁蔡英文の文部相の政務次
官にご栄転で急遽台北の中央政府入りとの次第。
会場の中正堂が７割くらい埋まったところで、高雄工業ドリル隊のオープニング演技、そして校長
の挨拶、そして新局長の呉局長の挨拶、引き続き影戸先生が海外参加代表として挨拶と率なく進
行をこなしてゆく高雄工業。生徒の司会とそれをフォローする英語の先生。
次には各国の代表が檀上にあがりその国の国旗を持って左右にふるというパフォーマンス。
ここで参加国を確認しておく。
日本、韓国、マレーシア、インドネシア、ベトナム、
タイ、インド、そして今回はニュージーランドに開催地
台湾を加えて９か国の国旗がステージ上で揺れる。
その真ん中には ASEP 旗を持った高雄工業の校長と
いう演出。
そのあとは、ステージで参加海外教員とその下には
各国の民族衣装を着た代表生徒が集い集合記念撮
影へと移っていく。
地元新聞などの取材、各校、各グループでの記念
撮影など、参加者が入り混じっての交流があちこちで広がる。
初参加の松下看護の先生方も各国の代表と記念撮影をされているようで一安心。
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それがひと段落すると会場わきに設けられたテーブルに料理が並べられバイキング形式の昼食へ
と。
ここで、松下看護の木村先生がホテル支払等での両替希望だが、この高雄工業あたりはめった
に海外観光客などがたちよる場所ではないので首尾よくいくのかどうか気を揉むと、タイミング良く
池田先生とアシスタントのアイリーンが。
このアイリーン、ダニエル先生の教え子で義守大の英語科出身、で多分 ASEP 経験者、その後
日本に語学留学して日本語検定１級に通り、昨年より日本チームの通訳のアシスタントで活躍して
もらっている。英語、日本語、北京語と台湾語が分かるので機微なる交渉事には欠かせない存在。
アイリーンが快く近隣の銀行での両替をアシストしてくれると言うので一同大助かり。
そして、午後からは教員ワークショップと審査員の打合せ。
プレスカンファレンスに代表で出席した生徒以外もあらかじめ決められたスケジュールでの本番会
場でのリハーサルへ。
私は本年も審査員役。日本側は昨年同様の松原先生と林先生。そして今回初参加の富山県大
の清水先生が加わる。別室での審査員打合せは当日の審査基準のルーブリック表が渡されその
確認と各３発表会場３グループに分かれての審査員代表の高評コメントの代表決め。
私と同グループ審査になった松原先生は昨年もコメント担当としたと固辞されていたが、高雄工
業担当先生より、「あなたはムービースターのようで生徒にとても人気があるので是非お願い！」と
懇願されて、押し切られてまた担当に。
後で松原先生に聞いたお話だと、どういう訳か名
古屋商業と交流相手校でもない高雄工業の生徒達
から記念撮影をそこかしこでせがまれたらしいのであ
ながちウソではないような。
打合せが予想のほか早く終わって終わったので、
他の教員方と合流して、事前のアナウンスでは内容
不明の「教員ワークショップ」に参加する。
これも ASEP の日本側のお約束ごとで、本来生徒引率でプレゼン発表を翌日に控えた先生方は
生徒の指導の最後のチャンスでリハーサルや仕上げのアドバイスに立会い、このワークショップな
ど参加しずらいので、そこは引率のない、あるいは複数人引率の先生方での参加で、ホストの高雄
工業の「顔」を立てるのも国際交流の大事な要素。
さて、内容不明のワークショップ、各海外先生と向かったのは高雄工業キャンパスに戻り、体育
の授業でバスケットや陸上をしている生徒のいるグラウンドを抜けて工業高校らしく測量実習授業
をしている校舎の間を抜け、案内されたのは南国らしく高い椰子の木の並木のそばにある木工実
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習棟。
ここで、スマホ立てとボールペンの木製外装の加
工作成のワークショップ。工業高校ならではワークシ
ョップ。
各先生方、紙やすりをかけたり、ボールペンの木
製ボディを思い思いのデザインになるように器械で
削りだしたりとで、機器操作など木工の先生や生徒
の助けを受けながらそれぞれ完成されて、こんなボ
ールペン欲しかった、など概ね日本の先生方には好
評のようでした。
このワークショップでの英語での司会はサンディ先生で、何年か前の ASEP の歓迎会で同じテー
ブルになって、とても気さくなかたで色々とお話した縁でフェースブックのお友達になっていた。以
降、フルブライトで留学されたり、出産休暇などで久々の ASEP での顔合わせとなって、お互いに懐
かしいですね、と。これも１９回も続いている ASEP だからこそ、一過性の国際交流イベントでは体験
しえない交流なのだ、と実感。
こうして、教員ワークショップも無事終了して、夕方からは宿泊と同じホテルでの公式歓迎会。場
所は２５日高雄到着の日に新市長の歓迎会が開催されたのと同じ会場。VIP 席の様子などで今後
の教育局と各校の関係など判るかどうか、の展開は例年とは少し違った心持。
さて、会場はステージの前に一卓だけぽつんと
VIP 席、ここには日本側は言わずと知れた影戸先生、
そして教育局局長と高雄工業校長などなど。
私の席は林先生、清水先生と松下看護グループ
で、皆様正式の所謂中華料理の数々をご堪能され
るが、このところこの歓迎会にはアルコール類は公式
では出てこず。何年か前までは、ビールやワインなど
でていたのだが、それ以降飲酒運転の罰則が厳しく
なったのに伴い、教育関係者という前提もあるのか
出なくなったとは林先生が仕入れた情報。
ステージでは、生徒による弦楽四重奏や全国コンテストで数々の賞に輝いた生徒のピアノ独演
など、すこしフォーマルな印象ではじまったが、そのうちに「Waka Waka」の肩を揺らすダンスでの高
雄工業の先生紹介動画がステージから流れ出すと、司会者がテーブルを回りながらテーブルごと
に Waka Waka ダンスを催促して盛り上げていくあたりは、高雄らしい演出。
Waka Waka ダンス、台湾であるいは高雄で流行っているのでしょうか。
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そうして、昨日訪問した輔英科技大の黄先生も私達のテーブルにこられて乾杯のご挨拶。
ここで、松下の中野先生が黄先生とツーショット。というのも、中野先生は在阪（関西圏）プロ野球の
大ファンで、幼少のころから観戦されていて、プロ野球ニュースなどで阪神の通訳をしていた黄先
生の姿を憶えておられて、「あの郭李建夫の横の通訳が黄先生とは・・・。」と訪問時に黄先生から
当時の写真を見せられて、お父様に自慢する、黄先生とのツーショットをご希望されていたよう。な
んと奇遇というか、よく選手は勿論、よこの通訳まで憶えているとは、よっぽどの野球ファン、なので
しょう。
こうして、毎度のように適当な時間になると三々五々でこれまた高雄らしくいつの間にか解散に
なり、早速セブンイレブンで仕入れて「バーヨウコウ」の開店準備。
あすはプレゼン大会本番で、開始は 8:30 頃でホテルピックアップは 7 時という早さなので、閉店
を少し早めの 12 時でお願いした。
影戸先生の歓迎会 VIP 席情報では、例年 VIP 席で同席する高雄高校と高雄女子高の校長が
VIP 席には居なかったとのこと。
このあたり、今後どのような流れになるのでしょうか。
深夜、元三民 PTA 会長のご自宅から帰還された
上杉先生とお会いする。何年か前にご一緒させても
らったことがあるが、年を重ねるごとに、お互いに何
本も空けていたブランディーが今年は１本空いたくら
いだとか。
それでも、いつも奥様の料理は素晴らしい上、今
回は超熟した釈迦頭をお土産にいただき、贅沢にも
上杉先生から「バーヨウコウ」へご提供していただい
たので早速、皆様に明日提供してプレゼン本番の労
をねぎらう事にする。
釈迦頭は今まで経験したことのないほど熟していて、まるで明日のプレゼン発表を、満を持して
待つ生徒や学生の面持ちのように柔らかだった。
本日はこのあたりで。

ⅴ【12 月 28 日（金）プレゼン大会】５日目
いよいよプレゼン大会の日を迎えました。相変わらず晴れ渡った高雄の朝は、日本が寒波に見
舞われれば台湾も寒くなる、というこちらの人の言に係らず、この日も気温が高くなるような面持ち。
全体で８分プラス Q&A のプレゼンを４６本、３会場で３つに分けて１２時３０分過ぎには終了させる
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ので開会あいさつも考慮して開会８時１０分、プレゼンスタートが９時からのスケジュール。
そのために、バスでのホテル出発が７時と言う早い時間に設定されているために、昨晩の「バー
ヨウコウ」も大事を取って１２時には閉店した次第。
昨日のプレスカンファレンス会場にはいると、リハ
ーサルや練習で昨日は参加できなかった ASEP 参加
者全員の約９００名が集まり、少し緊張感のある雰囲
気。
時間通りに呉局長、高雄工業校長、そして今回は
ゲスト代表として立命館宇治中高の上杉副校長先生
が挨拶されると早速３会場に分かれてプレゼン開始
となる。
今回は A 会場、つまりそのままの会場での審査員
を仰せつかったので最前列の審査員席へ。
左横は松原先生、右横は昨年も審査をご一緒した樹徳科技大英語科の先生で多少心強い。
ただし、A 会場は全１６本のプレゼン中、高校生グループが６本で残り１０本が中学生グループな
ので、ルーブリックの配点バランスを取るのが難しかった。
今回の ASEP では、スクリーンには教室などその状況の背景スライドだけ投影してあとはスキット
様で展開していく様式のものでの発表グループは今までにはなかったものだった。
途中での１０分程度の休憩を挟んで、全１６のプレゼンはほぼ予定通りの１２時３０頃には終了し、
振り返ってみればあっという間に終わったようにも思えて、早速、別室に移って審査員での採点を
突き合わせての各賞協議となった。
その中で、今年は最後の Q&A の答え方も割合は
少ないが採点に入るとあって、この部分に戦略を練
ったのか、１チームはプレゼンが終わるや否や、すか
さず逆に質問をし始めて、これで Q&A タイムアップで
聴衆からの質問が出ない状況だった。この点を協議
の際に樹徳科技大の先生が指摘し、プレゼンに対し
てのメッセージ理解の Q&A であるので主客が逆であ
るからこの Q&A 採点をゼロにするべきでは、と結構
高揚されて指摘されていたので、意外と台湾の先生は正攻法を重んじるんだと実感した次第。
結局、協議の中で一旦全体順位を決定してから考慮しましょう、で一致してそのまま丸く収まっ
た。
今回、残念ながら見ることはできなかった大学生や他の高校グループのプレゼンも含めて、当然
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それぞれに見習うべきポイントやプレゼンのトレンドもあるのは間違いないが、中、高、大が同質の
プレゼンにする必要もない感じもした。
例えば、中学生のレベルはいかに聴衆を引き入れるかのレベル、高校生はそれにプラス自らの
主張を理解してもらえるか、大学生はさらにそこに客観的、理論的根拠を基にするかとか。
WYM でも ASEP でもここ何年か審査をさせてもらっているが、他の審査員と最終的に大きな差異
はなく終えることができているのが少しは安心できる点かとも実感した。
昼食も終わると、午後からは閉会のセレモニーと
各賞受賞、そしてアフターパーティーの生徒たちの
出し物と ASEP のクライマックスへと向かう。
閉会式の前に今回は奈良育英の宮下先生から、
全体の高評見合いとして、なぜ ASEP（WYM）でプレ
ゼンをするのか、というお題でのお話。「全人類のより
良い未来を作るために。」そのためには「Collaborate
し、Create & Share し、Carry out する。」という内容。
皆さんには伝わったでしょうか。
閉会式では、各会場の審査員代表のコメントのあ
と ASEP 旗が高雄工業から来年の三信の校長へ副
局長を介して渡され、そして各会場ごとでのゴールド
とプラチナの各賞の発表と授与が淡々と行われ、そ
れが終わるといよいよみんなでフェアウェル・・・。
というように会場は流れていくのでしょうか、残念な
がら次のスケジュールでここで会場を影戸先生、上
杉先生と後にする。
実は、１１月に池田先生を尋ねて教育局のエコー先生が大阪にいらっしゃった際に、池田先生
の授業のご都合でホテルからのアテンドと当社の「フューチャークラスルーム」見学、そして昼食を
挟んで午後から東高校に授業見学にお連れしたご縁で、エコー先生と仲の良い前鎭高の先生方
プラス、あのミニスカート姿の教育局の陳副局長も来られての夕食会に出席。
他の皆さんが中正堂で生徒達の出し物に拍手をされておられる頃、ホテルから夕闇が下りかけ
た愛河沿いを港方向に少し歩いて指定の海鮮食堂に到着。
全員の挨拶のあと件の副局長、エコー先生、前鎭高の先生を囲んで早速海鮮のスタート。
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始まるや否や、池田先生が副局長に単刀直入に、「教育局の ASEP への支援は来年も続くので
しょうか」と質問すると、「大丈夫！」ときっぱりと宣言される。「私は（まだ正式に教育局支援・主催な
い）2000 年の最初の ASEP よりずっと２０年近く教育局内で ASEP に支援・関与してきたんですよ。」
と副局長の意外な ASEP との係りを説明される。
この状況を聞き出せたのはこの夕食会の日本側の目的の一つ。
以降、次から次へと出される海鮮のお皿と１８日間
期限の台湾ビールを飲みながら話が弾む。
初顔合わせの上杉先生は立命館宇治の IB コースや
イマ―ジョンコース、SGH の話をされるや、エコー先
生、副局長とも大変興味を示されて、是非来年見学
ツアーを実施しようというような話も出てきて、この経
緯が本当なら本年 ASEP 開催に当たって若干教育
局の動向を気にかけていた
先生方には少し安心材料となったはずだ。
私は、たまたま隣に座った前鎭の英語のピーター先生が、昨年昼食に参加させていただいた際
にお隣となって何の経緯か鉄道話となったね、と憶えておられてまた鉄道話で話題作り。
こうして、高雄市の政局とも微妙に連動した今回の ASEP は、恐らく会場では１９時に終了となり、
そして海鮮店での会食もお開きとなり、最後の「バーヨウコウ」を開くべくホテルへと。
初参加の松下看護の皆様、清水先生もご来店い
ただき、昨日上杉先生より頂いた釈迦頭を初体験の
方を含めて、「甘い、甘い！」と驚きながら食べながら、
飲みながら、背景だけをスライドで映す形のプレゼン
の形式の分析をしたり、いつもの「バーヨウコウ」の雰
囲気であちこちでそれぞれの話題が飛び出し、日付
を超えるまで歓談は続き。
明日からは、そのまま２、３日高雄に滞在して交流
校とのエクスカーションを実施する方、せっかくの初
台湾だから台北に１泊して九フンに恐らくは行かれるだろうグループや、それぞれの先生方の思い
の中での ASEP は山を越えていった。
本年はいつになく、「バーヨウコウ」への皆さんのお越しの率が高く、なるべく開店時間を長くした
り、スケジュールの都合もあって体調を考慮してこうして書いている現地レポートが途中から大幅に
遅れたことご容赦ください。
では、いつかどこかで、「バーヨウコウ」で。
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