
 

ASEP2019リフレクション 

   原口 紗弥  2年普通科 

 

  

1  参加して良かったこと、身についたこと、知ったこと 

台湾の文化が身近に感じることができた。 

あまり中国語に慣れていなかったが、この約 4 日間で慣れた感じかした。中国語と英語の発音が似てい

ると思った。台湾の友達ができてよかった。 

 

  

2   滞在中に困ったこと、うまくいかなかったこと 

プレゼンテーションで間違えてしまったこと。 

プレゼンテーションのチームのメンバーと親しくなれなかったこと。 

 

3  自分の今後に活かそうとおもうこと、がんばりたいと思ったこと 

またこういう機会があれば積極的に話しかけて、仲良くなれるように頑張りたい。 

 

4  次に参加する人へのアドバイス 

匂いも気にならないくて物価が安く、食べ物が美味しくてとても親切な人が沢山いる国だから安心して

行けると思う。ナイトマーケットなどでキーホルダーなどの雑貨を買おうとすると高値で売られてしま

うので注意が必要かもしれないと思う。 

 

5   いまの想い、感じたことなど、何でも 

お世話になったホームステイの家族がとても親切にしてくれて感謝の気持ちでいっぱいだ。いつか日本

に来てもらって自分がいろいろなところに連れて行ってもらったように、連れて行きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ASEP2019リフレクション 

   北田 悠人  1年理数科 

 

  

1  参加して良かったこと、身についたこと、知ったこと 

海外の友人が増え、英語で会話するのに少しずつだが慣れてきた。 

積極的だったので、これからの発表などにもいかしたい。 

せっかく仲良くなれたので、この関係を一生大事にしたい。 

 

  

2   滞在中に困ったこと、うまくいかなかったこと 

Wi-Fiがうまく繋がらず、調べたり 

連絡をとったりするのに不便だった。 

ホストの家族とあまり話せなかった。 

 

 

3  自分の今後に活かそうとおもうこと、がんばりたいと思ったこと 

どんな質問をされても、自分の意見をしっかりと言えるように努力したい。 

積極的に英語で会話して、今度あったときにはもっといろいろと話できるようにしたい。 

 

 

4  次に参加する人へのアドバイス 

間違えることを気にせず、自分の思うことを簡単な英語でもいいから伝えようとするべき。 

Wi-Fiは借りておいた方が便利。 

 

5   いまの想い、感じたことなど、何でも 

いい経験をしたと思う。このようなことがあれば、また

参加したい。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ASEP2019リフレクション 

   古家 みゆう  2年普通科 

 

  

1  参加して良かったこと、身についたこと、知ったこと 

プレゼンテーションを通して日本でできる友達とは違う、特別な友達ができた。ホームステイでは普段

話さない英語を使って、英語で話すスキルが身についたと思う。また、台湾の生徒たちは日本よりも英語

を話すことができるので、もっと勉強する必要があると思った。 

 

  

2   滞在中に困ったこと、うまくいかなかったこと 

日本では普通に使われる英単語が、台湾では通じないことが多々あった。 

その度中国語に翻訳して〜ってするのが大変だった。 

もう少し英語で説明できるスキルを身につけたかった 

 

 

3  自分の今後に活かそうとおもうこと、がんばりたいと思ったこと 

英語をもっと勉強して、将来の夢を叶えるために受験勉強頑張る 

 

 

4  次に参加する人へのアドバイス 

プレゼンの内容によるけど、ジェスチャー、笑顔、姿勢は必ず良くすること。 

英語は忘れてもニュアンスで伝えることが大切。 

内容は一応理解する。 

 

5   いまの想い、感じたことなど、何でも 

台湾へ行く 1ヶ月前ほどは不安でしかたなかったのに、今

では今すぐ台湾に戻って友達と話したいと思うほど大切

な友達ができた。 

英語もスキルアップできたと実感できた。 

 

 

 

 

  



 

ASEP2019リフレクション 

  豆田 優  2年普通科 

 

  

1  参加して良かったこと、身についたこと、知ったこと 

外国人の友達がたくさんできたこと。 

英語が少し話せるようになったと実感したこと。 

ホームステイを体験できたこと。 

意外と簡単な英語でも通じること。 

 

ASEP2019リフレクション 

    増田 沙奈 2年英語科 

  

1  参加して良かったこと、身についたこと、知ったこと 

今回が初めての海外だったので、全てがいい経験になりました。 

多くの台湾の子とコミュニケーションを取ったり色んなところへ行ったりして仲良くなれたことが 1 番

の思い出です。 

プレゼンテーションでは、発音や表現など何度も何度も練習して

platinum prizeを取ることが出来て本当に良かったです。 

学校に行った時、広くてとても驚いたし、日本語を頑張って話し

てくれるなど、日本に興味を持っている生徒達も多くいてとても

嬉しかったです。 

練習時間やプレゼンテーションの後には、台湾の色々なスポット

に行ってゲームしたり、買い物したり、観光したり、みんなで座

っていろんな話をしたりして本当に楽しかったです。 

 

  

2   滞在中に困ったこと、うまくいかなかったこと 

自分の人見知りの性格でホストファミリーとあまり上手くコミュニケーションを取れなかったことです。 

もっと話したかったと少し後悔してます。 

後、食べ物が多くて全部食べられない事がよくありました。 

 

 

3  自分の今後に活かそうとおもうこと、がんばりたいと思ったこと 

今回台湾を初めて訪問して、もっと色々なことを知りたいと思ったし、中国語も勉強してみたいと思い

ました。 



プレゼンテーションでは、台湾の子の英語の表現の仕方やパワーポイントの作り方など色々学ぶことが

できたので、これからの活動などで活かしていきたいと思いました。 

 

 

4  次に参加する人へのアドバイス 

多くのことを学んでいい経験をして全力で楽しんでください！ 

 

 

5   いまの想い、感じたことなど、何でも 

今はとにかくもう 1回台湾に行って台湾のみんなに会いたいです。 

5日間だけなのに、本当に仲良くなれて今でも snsで繋がれたり、滞在中には気づけなかったことなども

教えてもらったりして本当に参加して良かったなと思います。 

2   滞在中に困ったこと、うまくいかなかったこと 

うまく英語が伝わらないことがあった。 

 

3  自分の今後に活かそうとおもうこと、がんばりたいと思ったこと 

今後も英語を勉強したい。 

またホームステイを体験したい。 

外国人の友達がたくさんほしい。 

 

4  次に参加する人へのアドバイス 

みんなと仲良くなれるようにたくさん話しかけること 

 

5   いまの想い、感じたことなど、何でも 

英語をもっと勉強したいと思えるキッカケになったので参加してよかった。 

  



ASEP2019リフレクション 

    増田 沙奈 2年英語科 

  

1  参加して良かったこと、身についたこと、知ったこと 

今回が初めての海外だったので、全てがいい経験になりました。 

多くの台湾の子とコミュニケーションを取ったり色んなところへ行ったりして仲良くなれたことが 1 番

の思い出です。 

プレゼンテーションでは、発音や表現など何度も何度も練習して

platinum prizeを取ることが出来て本当に良かったです。 

学校に行った時、広くてとても驚いたし、日本語を頑張って話し

てくれるなど、日本に興味を持っている生徒達も多くいてとても

嬉しかったです。 

練習時間やプレゼンテーションの後には、台湾の色々なスポット

に行ってゲームしたり、買い物したり、観光したり、みんなで座

っていろんな話をしたりして本当に楽しかったです。 

 

  

2   滞在中に困ったこと、うまくいかなかったこと 

自分の人見知りの性格でホストファミリーとあまり上手くコミュニケーションを取れなかったことです。 

もっと話したかったと少し後悔してます。 

後、食べ物が多くて全部食べられない事がよくありました。 

 

 

3  自分の今後に活かそうとおもうこと、がんばりたいと思ったこと 

今回台湾を初めて訪問して、もっと色々なことを知りたいと思ったし、中国語も勉強してみたいと思い

ました。 

プレゼンテーションでは、台湾の子の英語の表現の仕方やパワーポイントの作り方など色々学ぶことが

できたので、これからの活動などで活かしていきたいと思いました。 

 

 

4  次に参加する人へのアドバイス 

多くのことを学んでいい経験をして全力で楽しんでください！ 

 

5   いまの想い、感じたことなど、何でも 

今はとにかくもう 1回台湾に行って台湾のみんなに会いたいです。 

5日間だけなのに、本当に仲良くなれて今でも snsで繋がれたり、滞在中には気づけなかったことなども

教えてもらったりして本当に参加して良かったなと思います。 

  



  



 

ASEP2019リフレクション 

  長田 將毅  1年英語科 

 

  

1  参加して良かったこと、身についたこと、知ったこと 

英語力。台湾の食文化。 

  

2   滞在中に困ったこと、うまくいかなかったこと 

言葉。 

 

 

3  自分の今後に活かそうとおもうこと、がんばりたいと思ったこと 

発音と語彙力の向上。 

 

 

4  次に参加する人へのアドバイス 

語彙力向上しよう！ 

 

 

5   いまの想い、感じたことなど、何でも 

楽しかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ASEP2019リフレクション 

  波 優希子  2年普通科 

 

  

1  参加して良かったこと、身についたこと、知ったこと 

台湾の生活を体験できた 

ほとんどが外食 

バイクがとても多い 

 

  

2   滞在中に困ったこと、うまくいかなかったこと 

食事が多い 

味が濃い 

 

 

3  自分の今後に活かそうとおもうこと、がんばりたいと思ったこと 

英語をもっと話せるようになって、いろんな国の人とコミュニケーションをとれるようになりたい 

 

 

4  次に参加する人へのアドバイス 

日本では体験できないようなことが体験できます 

 

 

5   いまの想い、感じたことなど、何でも 

また、台湾に行きたいなと思う 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ASEP2019リフレクション 

  Sogo Ninomiya 二宮 颯胡  2年普通科 

 

  

1  The matter that I'm glad to participate 

The good thing was that I made foreign friend and lt was good experience to improve my skills 

What I learned from this participation is that English proficiency overseas is overwhelmingly higher 

than in Japan. 

  

2  Difficulties during my stay 

I couldn't fully understand what my host family said and couldn't communicate well. 

 

 

3  What I was inspired by participating 

I study English hard. 

 

4  To future participants 

You should contact your host family in advance is better. 

 

5   My impression 

I also want to participate in ASEP if I have the opportunity. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ASEP2019リフレクション                                    関 菜月 2年英語科 

  

1  参加して良かったこと、身についたこと、知ったこと 

今回初めて台湾に行ってホームステイしてみて感じた事は、現地の子の優しさと温かさでした。最初は、

初めて行く台湾のホームステイ先に緊張していたと同時に、やっぱり今年の夏、友達になった子の家に

行きたかったという気持ちがとても強かったのが本音だったんです。 

でも、実際行ってみると、初めてで緊張している私にも向こうの家族は優しく、明るくおもてなししてく

れて、とても楽しく過ごす事が出来たんです。台湾での思い出は今の私に根強く残っているし、英語でコ

ミニケーションを取る楽しさを学んだのもこの取り組みからでした。今回の留学に参加してみてよかっ

たと、心から思っています！ 

  

2   滞在中に困ったこと、うまくいかなかったこと 

やっぱり日本とは違う台湾の独特の文化や、食生活の違いに驚きました。 

あとホームステイファミリーが、laundry の意味を知らなくて説明するのが大変だったり、他にも色々

あったけれど、とてつもなく嫌だった事は無かった。 

 

3  自分の今後に活かそうとおもうこと、がんばりたいと思ったこと 

やっぱり前回同様、台湾の学生の英語でのエクスカーションにはど肝を抜かれました。こう見てみると、

日本の英語ではまだまだ実用化していけ無いようにかんじました。もっと英語を喋りたいとも思うし、

もっと現地の子と喋りたいので中国語も少し勉強したいなと思いました。 

 

4  次に参加する人へのアドバイス 

留学という言葉だけで躊躇してしまったり、お金がかかってしまうと感じてしまうと思うんです。実際、

私もそう感じていたんです、夏にホームステイを受け入れるまでは。 

でも夏に我が家でホームステイした子と友達になって、とても楽しかったし、とてもいい思い出になっ

たんです。それと同時に台湾でその子と遊びたい‼︎と思ったんです。 

私も昔は、留学に対して偏った考えを持っていたけど一度体験してみて考えが 180 度変わりました！も

し、ちょっとでも興味を持っているのなら是非諦めないで、参加してみるべきだと思います！ 

 

5   いまの想い、感じたことなど、何でも 

ASEP も WYM も参加できて本当に良かったし、とても楽しくて

いい思い出になりました！今まで参加してこなかった自分を責め

たいぐらいです。 

台湾では本当に楽しすぎてあっという間だったし、みんな台湾を

出国した瞬間に号泣していた事さえも今となってはとてもいい思

い出になっています。取り敢えず最高の思い出になりました‼︎ 

  



 

ASEP2019リフレクション 

竹本 有希 1年英語科 

 

  

1  参加して良かったこと、身についたこと、知ったこと 

〇英語を日常生活で使えたこと。 

〇ボキャブラリーを増やせたこと。 

〇簡単な英語で相手に伝えられたこと。 

〇違う国の人とプレゼンテーションをできたこと。 

〇海外の友達ができたこと。 

〇以前からの友達ともう一度会えたこと。 

〇台湾の文化を知れたこと。 

〇ホストファミリーと仲良くなれたこと。 

〇日本に帰ってからも連絡が続いてること。 

 

  

2   自分の今後に活かそうとおもうこと、がんばりたいと思ったこと 

〇ホストファミリーとこれからも連絡を取り合って仲良くすること。 

〇普段から英語を使えるようにすること。 

〇英語を身近な存在にすること。 

 

 

3  次に参加する人へのアドバイス 

とりあえず知ってる単語で簡単な英文を作ることが大切。難しく考えすぎないこと。ホストファミリー

に何かしてもらったら必ず感謝を言い、いつでも笑顔で接すること。 

 

 

4   いまの想い、感じたことなど、何でも 

もう一度海外の友達と会いたいです！ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ASEP2019リフレクション 

  栁原 響  1年英語科 

 

  

1  参加して良かったこと、身についたこと、知ったこと 

英語を話さなければいけない状況に置かれたため、どんなことでも英語に訳そうとする意欲が芽生えた。

同年代くらいの子との交流で、友達として仲良くなれたので、英語を学ぶというよりかは、英語は楽しく

話しかけるための手段として使えました。場所が外国ということでホスト生徒が町の説明をしてくれリ

スニングが鍛えられました。自分達が外国人という意識が新鮮でした。外国人ということで何かあれば

英語で話しかけられ、英語が出来ると言う体で接されました。 

 

  

2   滞在中に困ったこと、うまくいかなかったこと 

自分のホスト生徒が異性だったためお風呂とか洗濯とかの質問がしにくかった。 

あちらの母国語が中国語で英語ではないのでホストファミリーとの意志疎通が難しかった。 

日本と文化が違うからなのか返事や聞き返しかたの強さに戸惑った。 

 

 

3  自分の今後に活かそうとおもうこと、がんばりたいと思ったこと 

実際に話してみるといかに自分のなかに単語が入っていないか、文法をかんがえながらでないと話せな

いかがよくわかったので、そこについてもう一度勉強し直して見ようと思う。 

 

 

4  次に参加する人へのアドバイス 

英語を学ぶためだけではなく、まずは相手の事を考えて友達として仲良くなると楽しんで英語を学ぶこ

とができ、英語を話すことや聞くことが好きになる。 

 

 

5   いまの想い、感じたことなど、何でも 

参加して良かった。 

台湾人とだけでなく、日本人同士でも仲良くなれた気が

する。 

何よりも英語を楽しいと感じれるようになった。 

 


