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Introduction ~はじめに~ 

 

 『アジアの時代がやってきた』と言われるように、アジ

アは経済・文化・政治の面でも世界の雄心になりつつあり

ます。しかし、アジアに住む人々の意識はバラバラで、地

球全体の指導者・責任者であるという自覚はまだまだ希薄

です。Sing Out Asia は、クロスカルチャー・トレーニン

グや Japan Visit やアカペラコンサートなどの活動を通じ

て、アジア各国の若者の友情を育み、交流を促進していま

す。また、「地球全体の運営を考える若者」「語学力だけで

なく、さまざまな国の人々と交渉ができ、ともに仕事ので

きる若者」「異色な個性とぶつかり合うことを怖れない、主

体性のある、強い精神力のある若者」を育てることを目指

しています。 

 

 

 

 

 

 

 



Activities ～活動内容～ 

 

 

 

Day1 

Edo Tokyo Museum   
江戸東京博物館 

Yatsugatake    
八ヶ岳 

Welcome Party     
ウェルカムパーティー 



 
 

Japan Visit 初日！！午前中には、両国にある

江戸東京博物館で江戸時代を目で、そして肌で感

じながら体験しました。その後、八王子から八ヶ

岳のコテージまで車で移動しました。慣れない日

本の田舎の風景に見とれている外国人も多くい

ました。夕食時には、みんなで作ったカレー食べ、

ウェルカムパーティーをしました。初日から夜遅

くまで様々なゲームをして過ごしました。 

 



 
 

 

Day2 

Making Soba      

そば打ち体験 

Sightseeing in 
Matsumoto       

松本市内観光 

Fireworks 花火 



 

 

 2 日目は、午前中に八ヶ岳でそば打ち体験

をしました。不器用ながらも一生懸命作りま

した。各グループでそばの味が違ったことに

驚きました。午後は松本市で市内観光をしま

した。松本城や下町通りなど日本の文化をた

くさん体験できたのではないかと思います。

みんなで下町通りの近くの川沿いで食べた

「たい焼き」が今でも忘れられません。また、

夜の花火もとても楽しかったです。 



 
 

 

Day3 

Seisennryou 
清泉寮 

Makiba Park 
まきば公園 

Free Time in Tokyo 
フリータイム 



 
 

八ヶ岳最終日には、清泉寮とまきば公園に行

きました。大人気のソフトクリームを食べた

り、動物たちと触れ合ったりして八ヶ岳を満

喫することが出来ました。参加者の 1 人が「友

達に日本の田舎を紹介したい。」と言ってくれ

たことがとても嬉しかったです。夜は吉祥寺

でフリータイムでした。お土産をたくさん買

っている参加者もいました。 



 

 

Day4 

Sightseeing in Kamakura       
鎌倉観光 

Okonomiyaki Dinner  
お好み焼き 



 
 

Japan Visit 4 日目は鎌倉観光をしました。休

日で大混雑だったため、予定通りの観光は出

来ませんでした。しかし、みんなでかき氷を

食べたり、小町通りで美味しいものを食べた

りして鎌倉を満喫することが出来ました。夕

食は新宿でお好み焼きを食べました。みんな

でいろいろな話をしながら楽しく夕食をいた

だくことが出来ました。 

 



 
 

 

 

 

 

Day5 

Sightseeing in  Asakusa     
浅草観光 

Tea Party         
お茶会 

Izakaya Party     
居酒屋パーティー 



 

 

Japan Visit4 日目はたくさんの日本文化を体

験しました。午前中は浅草で着物体験をして。

午後はお茶会体験をしました。お茶はたてる

人によって苦みやコクに違いがありとても面

白かったです。夕食は居酒屋でいただきまし

た。「狭い空間でワイワイ食べるのが日本らし

くてとても良かった。」と言ってくれた参加者

がいてうれしかったです。 

 



 

 

 

Day6 

Free Time  
自由時間 

Fare-well Party 
さよならパーティ 



 
 

Japan Visit 最終日。夜の Fare-well Party ま

では各自自由時間でした。渋谷で買い物した

り、都庁に行ったり、犬カフェに行ったりと

楽しく過ごせていたようです。みんなで過ご

した日々はあっという間に過ぎてしまいまし

た。Fare-well Party ではその日々を思い出し

ながら夜遅くまで語り合い、日本での最後の

時間を過ごしました。 

 



Members ～参加者～ 

 

Foreigners (Nick Name, Country) 

 



Japanese 

 
                      And more…… 

 



Japan Visit 2016 の感想 

Daigo Takahashi  

 私は今年度のインドネシアでの CCTに参加することができず、Japan Visitにも参

加できない日が多く、8月 13日（鎌倉）は丸一日、14日、15日は夜のみの参加とな

りました。そのことから Japan Visitが始まる前には不安を感じていました。しっ

かりと話せるかどうか、短い間で仲良くなれるかどうかという事が一番の不安だっ

たため、今回私はなるべく多く話すということを心がけました。Japan Visitが終わ

った今振り返ってみると、しっかりと話せ、仲良くなれたと感じています。とても

良い経験ができ、参加することができて本当に良かったです。今回の経験を通して

良かったと感じることは大きく分けて 2つあります。 

1つ目は、英語を話す機会ができたことで、2つ目は、アジアの国々の人と関わる

事ができたことです。1つ目に関して、英語を学んでいる私にとって英語を話す機会

になりとても良かったです。普段日本で生活していると英語を話す機会があまりな

く、英語を学んでいてもリーディングやリスニングの能力を高める為の勉強はして

いても、話すことに関しては今まであまり満足にできておらず、苦手意識もありま

した。しかし、短い間ではあっても英語を使って生活することで英語を話すことに

慣れる事ができたように感じます。何よりも楽しく話しながらも能力が身について

いると感じることができたことが嬉しかったです。私的なことになってしまいます

が、Japan Visitのすぐ後に教員採用試験での英語の面接があったため、その試験に

向けもとても良い話す練習になりました。今回身に付けた力を衰えさせることなく、

更に伸ばしていけるよう自分から英語を使う機会をこれからも見つけていきたいで

す。 



2つ目の、アジアの国々の人と関わる事ができたという事に関しては、彼らが日本

の事を知りたいと思っていることを感じました。何か質問されたとき、答えられる

ものもあれば、自分の国のことにも関わらず答えるのが難しいことがあり、わから

ないこともありました。これからも様々な国の人と関わるにあたり、自国の事もま

だ勉強しなければならないと感じました。また、日本のことについて学ぼうとする

彼らの姿勢を見て、今までアジアの国々に関してあまり深く知ろうとしてこなかっ

た自分が申し訳なくも感じました。世界の中で同じ地域に住む者として、アジアの

ことも勉強していきたいです。 

少ししか参加できませんでしたが、以上のように学ぶことはたくさんありました。

少ない時間で仲良くなることができ、楽しく充実した時間を過ごすことができたこ

とが何よりも嬉しかったです。このような貴重な体験をさせていただいたことに感

謝します。 

 

 

 

 

 

Takato Shimizu 

私は、初めてJapan Vistに参加しました。私は、日本人メンバーの中では一番英

語が苦手なので、とても不安がありましたが、皆さんの支えや、優しさのおかげで

とても楽しく過ごせることができました。用事があり途中から少しだけしか参加で

きませんでしたが、皆さんが暖かく迎えてくれホッとしました。私が、最初に行っ

たのは鎌倉でとても楽しく、美亜で写真を撮ったり、おみくじを引いたりしたり、

美味しいシラス丼を食べてとてもいい思い出になりました。夜はお好み焼きを食べ



ながら話したり笑いあいました。その後も、家で皆でお酒を飲みながら語り合い、

とてもいい思い出です。最後の夜には、波多野さんの家で手作りの美味しいご飯を

頂きながら、歌をうたったり、生演奏を聴いたりとても楽しく過ごせました。お別

れの時は、とても悲しくもっと一緒にいたいと思いました。私は、少ししか参加で

きませんでしたがとても楽しく、とてもいい経験になりました。滅多にこのような

経験はできないのでまた参加したいなと思いました。 

 

 

 

 

Emi Hirakawa 

Japan Visitへの参加は、今年で４回目。毎年違ったメンバーで全く違った雰囲気の

この JV は、その年その年ごとに良さがあり、CCT には参加していない仲間たち同士

と交流ができるという面においてもとても良い機会になっています。数年前に私は

JV に参加をし、そこでほんの数日間過ごしただけにも関わらず、今や大切な仲間た

ちとなっています。 

 今年日本に来たメンバーは、とても機敏に動いてくれて、私たち日本人が困るよ

うなことは、ほとんどありませんでした。（マレーシアの仲間が一人、一晩早く日本

に到着してしまうアクシデントがありましたが、それは私たち側の確認と連携の薄

さだったと反省です。）私は体調不良の関係で前半の八ヶ岳（自分の担当…）に参加

ができなくなってしまい非常に残念でしたが、日本の自然豊かな中で過ごした二日

間がとても良かった！と、喜んで話してくれました。また、浅草の観光センターに

て体験した浴衣と日本舞踊も、皆とても楽しそうでした。日本の伝統や文化、良さ



と魅力を伝えて、「また日本に来たい‼ 」︎と思ってもらうためには、やはり目まぐる

しい人ごみの中での東京見物だけではなかなか難しいと思います。ですので、それ

は来年にも取り入れて、皆が楽しめるような工夫をしながらプランを立てていくと

良いなと感じました。これからの SOA の活動、出会い、どんなものが待っているの

かさらに楽しみです！！ 

 

 

 

Makiko Ikeda 

私は今回の Japan visit に参加して、多くのことを学びました。まず、常に先のこ

とを考えて行動することの重要さです。私達日本メンバーは、集合時間に全員を集

合させたり、時間通りの電車に乗れるよう気を配らなければなりませんでした。そ

のためには集合時間を何時と伝えたら良いのか、歩くのには何分時間を取っておけ

ばいいのかなど、先を見越した行動が求められました。また、計画の段階でも細か

く工程をアレンジする必要があり、大変ながらもとてもよい経験ができたと感じて

います。 

 次に、日本の物事を英語で説明することがいかに難しいかということです。私た

ちは２日目に江戸東京博物館に行ったのですが、これは何、あれは何、という質問

に対して正確に説明できることがほとんどなく、無力感を味わいました。英語力の

不足よりも、日本の伝統芸能や歴史についての知識不足を痛感しました。その場を

やり過ごすことは簡単かもしれませんが、できるだけ正確に詳しく伝えることが誠

意だと思うので、これから知識を増やしていけるよう努力したいです。 

 また、外国人メンバーはみんな日本のことに興味津々で、このチャンスに少しで



も多くのことを学ぼうという姿勢が感じられました。そんなみんなを見て、見習お

うと思うことが多々ありました。 

 当初は久しぶりに使う英語への不安や、計画通りに案内することができるかなどの

不安がありましたが、始まってみると本当に楽しく笑いの絶えない一週間で、あっ

という間に過ぎてしまいました。自分たちの作ったプランでみんなが楽しんでいる

のを見て、私もとても嬉しかったです。きっと、日本のことをもっと好きになって

くれたのではないかなと思います。Japan visit で一緒に過ごしたメンバーは私の一

生の宝物です。 

 

 

 

Keiko Ikeda 

私は昨年に続いて今回２回目の Japan Visitでした。今年参加したメンバーは私に

とって初めて会う人がほとんどだったのですが、できるだけ多くの日程に参加して

早く仲良くなりたいと思っていました。実際に Japan Visit が始まると、初対面に

も関わらず皆すぐに名前を覚えてくれて、とても居心地がよかったです。去年 SOA

のプログラムに参加したときにも思ったことですが、このプログラムに参加する人

たちはみんなとてもフレンドリーで、会ってからそれほど時間が経っていなくても

すぐに打ち解けることができ、ずっと前から友達であったかのように感じるときも

ありました。今回毎日企画に参加できそれぞれとても楽しい思い出になりましたが、

私の中で今回一番印象に残っているのはホームステイをしたときのことです。私は

プログラムの中盤あたりに海外の女の子５人と泊まる日があったのですが、その日

の夜は、海外の子たちが持ってきたミーゴレンを作って食べたり、みんなでスカー



フをかぶってヒジャブパーティーをしたり、歌を歌っていろんな話をしたり…など、

より一層仲が深まった感じがして、とても楽しい時間でした。今回日本に来たメン

バーは、初めて会う子たちばかりだと思っていましたが、話してみると私が去年仲

良くなった友達の友達や後輩、従姉妹だったりして、とても親近感が湧きました。

プログラムに参加するたびに SOAの友達が増えていくことが毎回とても嬉しいです。

これからもつながりを大切にしていき、いつかまたどこかでこのメンバーと再会し

たいと思います。 

 今回また SOA の Japan Visit に参加することができ、貴重な体験を得ることがで

きたのでとても良かったです。海外のメンバーにとっても Japan Visit が素敵な思

い出になっていたらとても嬉しいです。 

 

 

 

Sachiko Murakami 

 私にとって、二回目の Japan Visit が終了しました。まずは、もう一度この機会を

与えて下さった波多野さん夫婦、平川先生、長島先生、好絵さんに心から感謝しま

す。今回の活動を終えて最初に感じたことは、無事に終わった喜びでした。しかし、

同時に、次にいつ再会するか、を考えると寂しい気持ちにもなりました。 

今年の Japan Visit は光栄なことに、またリーダーの一人として活動することが出

来ました。準備をしている段階から、一昨年の、つまり私にとって一回目の Japan 

Visit とは違う面白さや不安を感じていました。しかし、やはりメンバーに会うと、

不安は取り除かれました。長時間のフライトで疲れているにも関わらず笑顔を見せ

てくれた時に、一番のやりがいを感じました。 



Japan Visit が始まる前日からトラブルあり、日本人のメンバーには多くの迷惑を

かけましたが、お互いが助け合い、Japan Visit は成功しました。またいつか、世界

の何処かでお会いしましょう。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

Tomoya Ogawa 

 今回私は初めて Japan Visit に参加しました。初めてにもかかわらずリーダーにな

ってしまいとても不安でした。しかし、日本人・外国人すべての参加者の方々の協

力もあり、ハプニングもありましたが、個人的には大成功だったのではないかと思

います。 

この Japan Visit を通して、２つのことを学ぶことが出来ました。1 つ目は仲間の

大切さです。私が準備で大変なとき、みんなが「手伝うよ」と声をかけてくれたこ

とがとても嬉しかったです。何事も 1 人でやろうとするのではなく、仲間を頼って

みんなで協力しあい、やっていくことが大切であるということを改めて実感しまし

た。 

2 つ目は多文化理解の大切さです。私は、春の CCT と Japan Visit に参加し、多

くの外国人と友達になることが出来ました。Japan Visit が終わっても連絡を取り合

い、また日本で地震があったときには「大丈夫？」と心配をしてくる大切な友達で

す。私には将来教師になるという夢があります。教師になったら、宗教や文化、言

葉は違ってもお互い理解し合い、仲良くできるということを子供たちにも教えたい

という気持ちが強くなりました。 

初めての Japan Visit は本当に楽しくあっという間に終わってしまいました。私た



ちが楽しく過ごせたのは三郎さんはじめ、たくさんの方々のおかげだということを

決して忘れてはいけないと強く思います。 

 

 

 

 

MEMORABLE JAPAN VISIT ♥ 

By: Alfira Maya Jelita 

 Hello, it’s me again Fira. This is my second report about Sing Out Asia and 

this time I will tell you about the Japan Visit 2016 program.  

 It was a bright day when I got an email from Daisuke Sensei, and it turned 

out to be an invitation letter of Japan Visit program. I was very happy to get the 

invitation because finally I got a chance to go abroad. Somehow, I already had a 

program from my university and it was hold the same time with the JV, I was 

very confused at first but then I tried to figure it out. That was the main reason 

why I took a long time to give a confirmartion, I’m very sorry to Sachiko-san 

hehe. 

 On August 9th, me and Ina – she’s invited to JV too, took the flight to 

Narita and we arrived around 4 pm. We were panicking because we couldn’t find 

Sachiko-san in the airport and we didn’t know how to log in to the wifi so we 

couldn’t contact anyone. But suddenly, Sachiko-san appeared so we were really 

relieved that we found her, well she found us actually hahaha. After that we took 

a bus to kichijoji and we were very happy because everybody was there to pick us 

up. Since the girls stayed at Hatano Sensei’s house while the boys stayed at 

Yoshie-san’s house, we took a different way. So when we arrived at Hatano 

sensei’s house, he was there along with his lovely wife Kazue-san. It was a very 

warm welcome from SOA family. 

 The second day, we went to Edo-Tokyo Museum. It was very majestic and I 

was very happy that I could learn Japanese culture from the tour. At the middle 



of the day, we finally met Hiro Sensei, Daisuke Sensei and the others, then we 

went on a trip to Yatsugatake mountain. As I can remember, it took about 3 

hours to Hiro Sensei’s cottage – we stayed there, it’s a very lovely cozy cottage. 

Then we decided to go to an onsen. This one was hillarious for me, Ina, Pi Wee, Pi 

Noon and Hien hahaha. Apparently, Japanese had a different style to go in to the 

hotspring pool, well you know hahaha. It’s a new experience for us because South 

East Asian people usually put some clothes on to hotspring. It was awkward at 

first, but then it turned out to be great. 

 When we arrived at the cottage, we cooked dinner. The curry which was 

cooked by Tomoya-san was outstanding, he’s a great chef hahaha. Oh and then 

we had a little surprise party for Hien because it was her birthday. It was a joyful 

night because everybody was laughing and smiling. The next morning, we 

learned to make soba! We were devided into some groups and I was with Spicy, 

Maki-chan, and Pi Noon. And the result? Our soba was pretty good hahaha. After 

that Sensei bought softcream for everyone – thank you sensei!. Then we went to 

Matsumoto castle. Before we went home, we had a time in onsen again hahaha. 

To end the day, we set up some fireworks, oh and we had little concert too, Spicy 

and Bos played piano and we sang along with them, and we played some games 

all night long because it’s our last night in Yatsugatake. 

 In the morning we went back to Tokyo then we had a free time at kichijoji 

untill night. The next day we had trip to Kamakura! We took the train to get 

there. We had a long day in Kamakura, we bought a lot like macha ice cream, 

some souvenirs and many things. On the 6th day, we went to Asakusa, and guess 

what? We tried Yukata! It’s very beautiful. From Asakusa, we went to have a tea 

ceremony in Yoshie-san’s house. We learned how to make green tea and the tea 

ceremony stages. At night, we had okonomiyaki in Shinjuku and everybody was 

there! I was very happy, oh! We took some pictures in a photobox, imagine more 

than 10 people got inside a small booth, that was we did hahaha. 



 The next day is free day, the girls went to Shibuya to buy some souvenirs 

all day long, the we went to a dog café near Hatano sensei’s house. At night, we 

had a farewell party because it’s our last night in Japan. Kazue-san served a lot 

of delicious foods and drinks. We made a rule, no body was allowed to sleep! Haha. 

We had a very long night by playing games, sharing, singing and even story 

telling about our love lives one by one hahaha. That night was priceless. 

I was very upset and sad the next day because I had to go home. I didn’t 

want to go anywhere, I wanted to stay there with my SOA family. Each of them 

are more than a friend, they are my family now and I do love them. Hatano 

Sensei and Kazue-san are our grandparents, Daisuke Sensei, Hiro Sensei and 

Yoshie-san are our parents, and all of us are siblings hahaha. 

I was very amazed by the JV program, I like the moment when we went to 

Yatsugatake mountain area the most. Usually, the tourists will go to the majestic 

high-tech central Tokyo, but SOA took me to a different side instead, which was 

the suburban country side of Japan. This trip was actually the first time I could 

go abroad, so I was very thankful for that. SOA told me a lot, friendship is the 

most important thing that you can have in your life!. I do love every single person 

of SOA family. I just love them so much. I’m literally crying while write this essay. 

Now I miss them a lot. Daisuke Sensei told us to write this essay in 2 pages, but I 

make it in 3 pages instead, I just want to share every details we had in Japan.  

Over all, the trip to Japan is very memorable for me. Every single thing we 

did was special, and I will not forget that. SOA remains in my heart 

permanently!. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Report for Japan Visiting Trip 

Gan Cheng Yee (Robin) 

 

It's really great that SOA organization has given us (SEA students) a very 

valuable opportunity to have a Japan Visiting Trip. It's an open eye expedition 

and it somehow has let me experience my life as a whole and make my life more 

meaningful.  

First of all, I felt very touch with the people in Japan, the way they perform their 

task is very impressive, the kind attentiveness that they put on their task is 

something that I must learn from them.  

I enjoyed every moment very much, bit by bit! From getting the brochures that I 

got from the train stations, to purchasing an item at a grocery, it had given a 

certain amount of impact on me, but I couldn’t explain what is it.  

In the Edo-Tokyo museum, I learnt that in the olden days, Japanese society 

already has a very organised and systematic way of governing their territory, the 

way the government works and the information they gain about the number of 

population, villages, the design of a city is very intelligent and meticulous.  

In this trip, it also let me experience the best part of the Japanese culture. I felt 

that the Japanese society has a very strong value of management and discipline 

on the things they do, since the first day of my arrival at Japan. 

During the experience of the trip, I also understand that why it's my culture's 

(Chinese culture) practice to respect and worship our ancestor - our current 

quality of living, education, value of humanity and the way we look at things is 

all a 'transference' from the past. Anything that we see, feel and possesses is an 

evolution of the past in some way and was a contribution of our ancestors at our 

native land. Therefore, we have to pay our deepest respect and honour to our 

ancestors. 

This trip has also made me understand better about life. It made me able to 

experience life as a whole. I have made a lot of friends from different countries, 

sharing ideas with them has broaden my knowledge. Meanwhile exposure to 



different kind of environment has broaden my experience about the world. In 

some way it gives me a bigger picture of what life is. My finding is: in life, there 

can be a purpose of life and there can be not. Some people would find their ‘own’ 

purpose of life and life with a strong aspiration, and some people would not find 

it that way and live whatever they want or just living counting day by day. 

However, the absolute thing about life is that it is not lying on any side – living 

with purpose or without. Life just happens and exists by itself as it is. An analogy 

of life is like a paper, but we can’t really tell its existence. 

It changes my perspective of organising things and doing my task as well when I 

came back to my own world. Besides, it let me understand better about 

friendship. I have not been that close before with friends especially with people 

that we had only met for a very short period. We had gone through some crazy, 

and valuable moments with each other. I believe that our friendship would last 

forever, for our whole life and I hope that I can learn more things from all the 

friendly and lovely sensei and Hatanosan, especially! 

I really glad and really appreciate a lot that the SOA had given me an extremely 

valuable experience which has change my perspective of life and friendship and 

my daily lifestyle now. Thank you very much! A-li-ga-to-go-za-i-mas-ta! 

If my life has only seven days left, this Japan Visiting Trip would be the most 

meaningful time I have ever spent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Japan Visit 2016 

Participant Name: Can Thi Thanh Hien 

Nationality: Vietnam 

 

In my mind, Japan Visit 2016 was truly special. It made my dream come true and 

opened a new chapter in my life.  

 

When I was about 10 years old, my mother brought home a table – calendar with 

many pictures of Japan in it. Japan, with cherry flowers and lovely gardens in 

those pictures was like a fairy place. I kept the calendar for. Despite being just a 

child, I read a lot about your culture, people and education. Falling in love with 

Japan, I was always telling people that I would come to Japan when I grow up. It 

was not a child’s irrational decision. When I read about Japan, I truly wished to 

experience the country. I also wanted to know how a nation which was 

devastated after World Was II could become the third economy globally and at 

the same time, preserve its tradition. However, it was not easy for a student to 

book a ticket and fly to Japan.  

 

Then, I still remember, on May 4th, I received the invitation to Japan by Sing Out 

Asia (SOA). I was over the moon, trying the fix my schedule to join the program. 

On August 9th, I flight to Japan with excitement. I did not sleep a blink the night 

before, imagining the real Japan. I landed in Japan at 11pm, feeling tired 

physically but so happy mentally. During a week with Japan Visit, I received 

more than I had expected. My first impression was that everything was so clean. 

Japanese are doing so well in recycling. I noticed that people here have a habit of 

classifying their waste into 4 types. I was even more impressed when my 

Japanese friends washed all the dirty cups, bottles and other things before 

throwing it away. That was not only  responsibility, but also kindness. Before 

coming to Japan, I was noticed about how nice Japanese people are. Being in 

Japan for a week, I can say, I fell in love with the people here. First, SOA 

members were very supportive, kind and enthusiastic. I came to Japan at 11 pm 

with one hour delayed but, my friends in SOA were still patiently waiting for me. 

We arrived to our house at about 1am though, smiles were always on their face. 

During a week in Japan, they organized the schedule so professionally but still 

could enjoy the program with us. I was truly moved by their great support from 7 

am till mid-night, everyday in a week. I have to express my special appreciation 

for my hosts – Haratano sensei and Hirakawa sensei. Their families took care of 

us and made us feel comfortable like it was home. I could see that they prepared 

everything for our stay,from the smallest details. Studying international 

economics and business, I was always wondering why Japanese products are 

symbols of high quality and Japanese trading partners are among the most 



favorite in Vietnam and around the world. Interacting with Japanese people is 

the key for my question. 

 

Japan Visit satisfied my desire to experience Japan and answerd many of my 

questions. However, Japan Visit was so unique because it brought me a family. It 

is my most special family with people from different ASEAN countries and Japan. 

SOA members in Japan who organized the program were like our parents. They 

looked the most likely to real parents when they tried to wake us up in the 

morning everyday and took us everywhere we wanted to go. We – the 

participants were like restless and naughty kids with lazy eyes in the morning. 

Thinking about those moments makes me laugh but also feel so warm. In the 

family, I have all the participants as brothers and sisters. All the girls lived in the 

same house. We did everything with each other, from making each other 

breakfast in the morning to fighting to use the bathroom in the evening after a 

long day of having fun. We also learned how to use the washing machine for the 

first time with each other, or girls’ make up tips. There were also funny moments, 

like all the girls trying to cook, opening a night party and singing just to make 

the boys jealous by sending them all the pictures. At the beginning of SOA, we 

were friends but after just a week, we called us a family. It was a miracle when 

individuals with so many differences can be come one in a family like that. 

Especially, when we look into current global situation when people blame 

different cultures or religions for conflict, SOA proves the opposite. The 

differences are not the boundaries, they just make things more diverse, or say, 

more special. 

 

Now, I have been in Vietnam already but I still miss Japan and everyone. It was 

very hard to say goodbye and come back to life, but we all promised to comeback 

to Japan and meet eachother again. After Japan, I still talk to my friends. Many 

of them, I talk to everyday. We still help each other by sharing our daily story, 

send good pictures and exchange knowledge in culture or working experience. I 

consider myself very lucky because since I decided to study Japanese, I already 

have had three Japanese friends to be my Japanese “sensei”.  

 

I came to Japan in a week and was able to gain so much. I cant imagine what I 

could have achieved if I had stayed longer. Hence, this trip set for me another 

goal. That is coming back to Japan to study or to work for at least one year.   

 

 

 


