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2013 Sydney Study-Abroad Overview 

 

2013年８月４日から２７日の２１日間、国際交流を通して学生の英
語力を高めるためにシドニー大学で第二回オーストラリア英語研修

を行いました。学生が今まで日 本で勉強してきた英語を現地で実践
し、また異文化を経験出来る環境作りに心がけました。今回は学生

１４名、先生２名の計１６名で研修に参加し、共に楽しく 有意義な
経験をしてきました。事前研修では、皆でホームステイで使える英

語やシドニーの観光地などを一緒に勉強をして準備を行いました。 
 
平日は朝から午後まではシドニー大学の英語教育センター（CET)で、
学生は個々のレベルにあった英語の授業に出席し勉強しました。授

業の後は、現地の福祉 施設や保育園などを実際に訪れて、観察実習
やインタビューを直接行って福祉について研究をしました。研修最

終日には、研究した福祉プロジェクトについて英 語で CETの学生
の前で発表を行いました。 
 
週末にはシドニー周辺の観光とサーフィン体験を行いました。また、

個人で博物館や動物園、水族館を訪れたり、買い物をしたりして良

い経験になったようでした。ホームステイ先は様々な家庭があり、

普段日本では体験できない食事や日常生活を実際に経験でき、学生

達も学ぶことも多かったようです。 
 
研修前は学生達にも大きな不安があり、「私の英語力でいけるかな？」

「初めての海外なので、緊張する」といったことをよく耳にしまし

た。しかし、３週間の研 修を終えてみると、その不安はすっかりと
無くなり、学生自身に自信が付き、コミュニケーションを取るのも

上達したのが見られました。 



Sydney Program Reflections 
Ken Schmidt 

The TFU Australia Study Abroad Program at the University of 
Sydney was a real adventure for students. And since this was my 
first experience with the program and my first visit Australia, it was an adventure for me, too. As 
our departure date approached, however, I wasn’t very concerned. In our preparation lessons, the 
students had done good work with their pre-travel presentations—showing their interest in using 
their time well in Sydney—and had shown warmth and kindness to each other.  

We were all tired after traveling for 19 hours and arriving 
in Sydney at 7:30am. But we went directly to the 
University of Sydney campus, took a placement exam and 
started exploring the university. I was impressed by the 
energy of the students. Another good sign was the 
positive feeling we got from the homestay provider and 
homestay families as they came pick us up. Those good 
feelings continued through our whole stay, with very 
positive homestay experiences—even for Brian and I, the 
instructors!  

The study experience at the U. of Sydney was excellent, 
also. Although most of our students were in a low-level 
class with students from another Japanese university, 
the teaching staff at CET did a great job and the 
program offered weekly opportunities for mixing with 
students from other nations and levels. I was happy to 
see our students approach their studies seriously, while 
reaching out to people around them and having fun at 
the same time. They also showed good commitment in 
visits to social welfare facilities around Sydney and 
completing their research projects.  

One highlight was Prof. Matt Stavros’ inviting us to 
his Japanese reading tutorials and Intro to Japan 
lectures. His students were very welcoming and that 
was the start of a number of relationships that 
continued through our stay in Sydney.  

Sydney, itself, was another star of the trip--a very 
international city, full of easily reachable points of 

interest. Students were never without interesting things to do and see.  

Overall, the program and our participants exceeded my expectations. And 
as we continue to make adjustments, I hope to see the program become an 
even better opportunity for our students.  

 



参加者
名前 学部/学科 学年

1
五十嵐　凌平
Ryohei Igarashi

子ども科学部
子ども教育学科 2

2
石川　智子
Tomoko Ishikawa

総合福祉学部
社会教育学科 3

3
伊藤　峻介
Shunsuke Ito

総合福祉学部
社会福祉学科 3

4
伊藤　伸悟
Shingo Ito

総合福祉学部
社会福祉学科 3

5
小野　莉菜
Rina Ono

総合福祉学部
社会教育学科 4

6
柿崎　友美
Yumi Kakizaki

子ども科学部
子ども教育学科 2

7
菊地　莉加
Rika Kikuchi

総合福祉学部
福祉心理学科 4

8
木村　彩希
Saki Kimura

子ども科学部
子ども教育学科 2

9
熊谷　夏来
Natsuki Kumagai

総合福祉学部
社会福祉学科 3

10
國分　理美
Satomi Kokubun

総合福祉学部
社会福祉学科 4

11
小林　千夏
Chika Kobayashi

健康科学部
保健看護学科 3

12
髙野　安代
Yasuyo Takano

総合福祉学部
社会教育学科 3

13
田中　優希
Yuki Tanaka

健康科学部
保健看護学科 3

14
早坂　昇子
Shoko Hayasaka

子ども科学部
子ども教育学科 3

Ken Schmidt 先生

Brian Starkey 先生



ホームステイについて 
                          石川智子, 熊谷夏来 
 今回の研修では、一般家庭でホームステイをしました。２人１組ないし、１

人でのホームステイでした。初めての外国、ホームステイで緊張することもあ

りましたが、アレルギーの有無・病歴や服薬の有無・食事の好き嫌いなど、お

互いの情報を事前に交換するので、不安に思う必要はちょっとしかありません。 
  
 ホームステイ先へのお土産は、高価な物でなくてよいです。ただ、心を込め

て選びましょう。今回の研修メンバーが、各ホームステイ先へ持って行ったお

土産は、以下の通りです。 
 ◎食品：笹かまぼこ、煎餅、お茶、納豆、みそ汁、柿の種、ハイチュウなど 
※ 生ものは、微妙だったとのことです。 
◎ 日本的な物：湯のみ茶碗、千代紙、手ぬぐい、扇子、箸、日本の雑誌、折      

紙、日本の便利グッズ（爪切り、耳かき、修正テープ、消しゴムなど）、

スターバックスの SENDAIタンブラー、金魚のがま口財布など 
ホームステイ先の家族構成やお子さんの年齢などの情報を受け取ってから、ど

のような物をお土産にするか考えました。私たちは、４歳と７歳のお子さんが

いると知り、和菓子の形をした消しゴムセットをお土産にしました。彼らは、

非常に喜び、その消しゴムで嬉しそうに遊んでいました。当然、壊すのも早か

ったです。 
 
 ホームステイは、語学力をアップさせる絶好のチャンスです。でも、異なる

国で育ち、異なる環境や習慣の下で生活している人間同士が共に生活をするの

は難しいことでもあります。もちろん、困ったことも少々ありました。 
ex.１☞ ３週間、夕飯係に任命された 
  2 ☞ 洗濯可能な日が、週に１回だった 
   3 ☞ wi-fiが繋がらなかった 
   4 ☞ 自分たち以外の留学生との関わり方 
  5 ☞ シャワーを浴びることができる時間帯及び時間の制限 
※ オーストラリアは、深刻な水不足の為、ほとんどの家庭でシャワーを浴び

る時間に制限がありました（私たちは、５~８分の間で入るように言われ
ました。携帯電話を使用し、シャワーを浴びる時間を計測するという涙ぐ



ましい努力をしました） 
このように、日本での生活とは異なり、戸惑うこともありました。 

  
 それでも！ホームステイ先の家族の方々は、私たちを温かく見守ってくれま

した。そして、時には一緒にご飯を食べたり、一緒に買い物をしたり、宿題を

手伝ってもらったり、多くの時間を共に過ごしてきました。ここで、私たちが

ホストファミリーと共に経験してきた数多くの楽しかった出来事を紹介します。 
Ex 1 ☞ 同じホームステイ先に滞在していた多国籍の学生を交流できた 
  2 ☞ 帰るときに「日本人の娘ができたようだ」と言われ、嬉しかった 
  3 ☞ 料理が美味しかった 
  4 ☞ 撮った写真について、また一緒にテレビを見ながら会話ができた 
  5 ☞ ホームステイ先のお子さんとものすごく仲良くなれた 
  6 ☞ 迷子になったときに迎えにきてくれて安心した 
  7 ☞ ホームステイ先の愛犬との散歩、ホストマザーによる英会話レッスン        
    が楽しかった 
  8 ☞ ホストブラザー、ホストシスターが色んなところへ案内してくれた 
  9 ☞ 相談にのってくれたし、本当の娘のように可愛がってくれた 
  10 ☞ レポート発表の前日に、スピーキングのチェックや発音のお手本を示 
    してくれた 
私たちのホストファミリーは、本当に本当に本当に親切で、私たちを温かすぎ

るくらい包んでくれました。ここへは書ききれないので、ちょっとだけ教えま

す。まずは、パパ。毎週末お弁当を作ってくれました。女の子と話すのは苦手

なようだったけど、少しずつ少しずつ距離を近め、最終日には hug&kissで別れ
ました。次にママ。ママは、本当に物知りでした。私たちに、毎晩毎晩色んな

話をしてくれて、彫刻の展覧会にも一緒に連れて行ってくれました。会いたい

です。最後に２人のボーイズ。彼らの夜、朝は早かった。夜７時は就寝、６時

には起床。寝過ぎ。なかなか遊ぶ時間は持てなかった。でも、毎朝、私たちが

家を出る時、ドアの前に立ちふさがり「Don‘t go!」「You must be here!!!」と
言い、それに対し私たちは、「Please! Please! We have no time! We have to go to 
the university!!!」と応えましたが、本当は行きたくなかった。家で、子ども達
と遊んでいたかった。（授業も楽しかったよ！）最初は恥ずかしがっていたけど、

２日目からは hug が毎日の習慣になりました。両手を広げると、ワアーっと駆



けてきて、ボフッと抱きついてきました。たまらない。たまらなく可愛い。 
そんなこんなで、ホストファミリーと過ごした３週間を一言で表すと。それは

「愛」「LOVE」愛に国境は関係ないさー！！！ 
 
 Finally, we were very happy because we could spend wonderful days in 
Sydney. We could make many memories with our host family! We will never 
forget them! Someday, we are going to meet them again! Until then, we 
should keep studying English! Yeah! 
 If you are interested in this program, we think you should join! Yes we can! 

 
 



About CET 
Center for English Teaching 

University of Sydney 
Chika Kobayashi & Yasuyo Takano 

CET は毎日授業が 8:00～
12:55 まであり、途中で 15
分ほどのブレイクタイムが

入ります。その授業時間の中

で、英語とシドニーの文化を

勉強します。授業はすべて英

語で行い、日本語は基本的に

禁止となっているので、英語

力やコミュニケーション力

が自然と身に付きます。授業内容は、テキストに沿ったものや、先生が用意し

た教材やゲームを通した学習などがあり、楽しく英語を学習することができま

す。加えて、宿題を通してその日の復習をすることができます。また、毎週水

曜日には全クラス合同の討論会が行われます。今回は、裁判や犯罪について討

論を行いました。クラス合同なので、様々なレベルの学生との交流を図ること

ができます。 

クラスは試験によって能

力別に振り分けられるの

で、クラス内には各国の

自分と同じレベルの留学

生がいます。なので、英

語の勉強だけではなく、

各国の友達を作ることも

できます。 

休日にはブッシュウォー

クが行われ、沢山の留学



生たちが集まり、交流を図りながらシドニーを観光します。これはクラス関係

なく友達を作ることができるので、自主的に参加することをお勧めします。ま

た、交流の機会としては、マンリービーチで行われる CET企画のバーベキュー
もあります。ここでは、バーベキュー前にサッカーやバドミントン、ウィーキ

ングなどをして他の学生との交流を深めることが出来ます。 

 

Every day was stimulating. We could study happily and were also able to 
make many friends. I was able to talk with students from other countries in 
English, because we studied English at CET. There was a surprising thing. 
Teachers were striking one day at Sydney University. So, we didn’t have 
classes and we just hung out on that day. It was very fun!!  

 

 



Ｓｙｄｎｅｙ Ｐｒｏｊｅｃｔ について 

子ども教育学科 ２年 五十嵐 凌平 
社会福祉学科 ３年 伊藤 峻介 
社会福祉学科 ３年 伊藤 伸悟 

今回私たちは４つのグループに分かれて Social Welfare Project を実
行しました。約３週間の間に自分たちで選んだ題材について調べ、研修の

最終日に大勢の前でプレゼンテーションをするというものです。私たちが

実際に選んだのは、Oxfam, Salvation Army, Aboriginal Welfare, 
Childcare の４つでした。しかしそれぞれの題材について私たちは全く
知識がなかったので、調べるためにメールでアポイントを取り実際に話し

を聞きに行ったり、大学内の施設を訪問したりしました。調べたことは毎

日ノートにまとめプレゼンテーションに向けての準備を重ねました。 
プレゼンテーション当日はたくさんの人が私たちの発表を聞きに来て

いただきました。そんな中全て英語で言わなければならなかったので、み

んな緊張していましたが、３週間で学んだことをしっかりと伝えることが

できました。いくつか質問もされましたが、持っている知識で答えられて

いたと思います。言いたいことがしっかりと伝えられたのでとても良かっ

たです。また、実際にその団体にインタビューをし、そこで働く職員の生

の声を聞く事ができる。質問やインターネットでの調べ学習は全て英語な

ので、そこで英語力を養う事ができます。 
今回のこのプロジェクト学習は知らなかったことについて自分たちで

出向き、調べ、まとめてそして発表することができ、私たちにとっても自

分としてもとてもいい経験になりました。今回のプロジェクトを通して大

きな気付きと改めて海外生活におけるコミュニケーションの重要性、必要

性を自分の肌で感じることができました。１００人近い人の前に立ち英語

でプレゼンしたことは、自分の今までの人生、これからの人生でかなり貴

重なものとなるだろう。 
 



 
 Sydney Project 
This project study was a good experience for us. It is important to 

know what we didn’t know. This time, we could think about social 
welfare, and search about it, so we had a good time through this 
project learning. 
 

These organizations offer to people the appropriate support at 
various angles. The government takes action when many people 
are interested. This is why we gather people and send letters to 
the government.  
 
With this organization we found out that it is so important that 
many people are in close cooperation with each other. 
For example, sending letters to organizations, demonstrations, 
volunteering, doing campaigning, and holding events to spread 
that information. 
 
You will be able to speak English and skill up your level.  
We spent wonderful days for three weeks. I want to do it again. 



 

Sydney 

U. of Sydney 
Central 
Station 

QVB 

Sydney 
Tower 



 

 

We recommend good food places, pubs, and shopping places of Sydney! 

私たちおすすめのシドニーのお店を紹介します(＾ω＾) 

 

 ジョージストリートに２店舗あるお店で

歩いていると必ず見つけられます♪ 

好きな種類のフローズンヨーグルトを何種

類も選べて好きなだけ盛り付け OK！具材も

自由に選んで盛り付けます。後は重さを測

ってお会計。盛り付け過ぎたかな？と思っ

ても、意外と安かったりします＾＾ 

There are two stores at George street. You 

can choose yogurt and sweets as much as 

you want! I went here  3days straight 

 
 

オーストラリアといったらミートパイ！オース

トラリアに訪れたら必ず一度は食べてもらいた

いですね。パイ・フェイスはパイの顔によって味

が異なります。たくさん種類があるけれど、どれ

もおいしいので是非挑戦してみてください＼

(^o^)／ジョージストリートはもちろん、シドニ

ーのあちこちにお店があるのですぐ見つけられま

すよ！ 

Meat pie is famous in Australia. You should try 

to eat it absolutely^ ^  

The taste differs depending on the face of each 

pie. I like meat pie very much!!  

 

 



 
 

こちらもジョージストリートにあるシ

ョッピングセンター。WIFI も使えるた

め、私は毎日のように立ち寄っていま

した。洋服のお店はもちろん、アクセ

サリーなどここで何でもお買いものが

できます♪ただちょっと値段は高いか

も... 私はここで UGG のブーツを買

いました！日本よりずっと安い値段で

購入できます♡ 
 

This is the Queen Victoria building. It is a famous shopping center in Sydney. You 

can buy clothes, accessories, and shoes here! I bought UGG boots. They are my treasure 

now^ ^ Also you can use wifi here , if you want. 

 

 

 

スリーモンキーはタウンホールにあり、とて

も有名なパブです。よく現地の人たちとの待

ち合わせ場所に使っていました。中は３階建

てになっており、とても広いです。また、WIFI

も使えますが、お店の人にパスワードを教え

てもらう必要があります。ちなみに、入ると

きにはパスポートが必要です。ここで日本は

ベストカントリーと言われました（笑）。是非

行ってみてくださいね＾＾ 

 ビールしか飲みませんでしたが、１番安く

て６ドルでした。 

 

Three monkeys is a famous pub in Sydn ey  

It is a good place to meet your Australian friends, because it is well‐known. When 

you enter, you must show your passport so if you go there you must bring it with you.  

You can also use wifi inside the pub, but to use it you must ask the staff for the 

password. We only drank beer here. The cheapest was $6. You may think that this is 

expensive, but if you go there you will definitely have a good time.  



Sightseeing - Beach 
	 オーストラリアといえば、たくさんの綺麗なビーチがあることが

有名です！もちろんシドニーからもバスやフェリーを利用して簡

単に行くことができます。 
私たちが行ったときは天気にも恵まれ、波打ち際までいって足だ

け入ることができました。さすがに季節は冬ということもあり水は

冷たく感じましたが、慣れてくるととても気持ち良かったです。海のそばで BBQ をしたり、ビーチバ
レーをしたりと、とても充実した時間を過ごすことができました。 
また、ビーチの近くにはレストランやカフェ、ギフトショップなどがたくさん並んでおり、フィッシ

ュ＆チップスを食べたり、アイスを食べたりして楽しみました。 

 
 
 
 
 
 
 

Zoo 
	 シドニーにはいくつかの動物園があり、私たちは２つの動物園に行くことができました。 

	 ブルーマウンテンに行く途中で寄った“ワイルドライフパーク”ではコアラに触る

ことができました！コアラはとてもフワフワしていて感動しました。そしてカンガル

ーにはすごく間近でエサをあげることもできました。実際に触れ合うことができ、と

てもいい思い出になりました。 

	 シティから最も近い動物園、“Taronga Zoo”へはフェリーを利用して約 12分で到
着！Taronga Zooは景観がとても良い動物園で、そしてとにかく広い！ロープウェイ
もありました。園内には日本では見ることのできない動物がたくさんおり、他にも水

族館、夜行生物の生態が見られる建物など本当に様々な動物を見ることができました。

園内が広すぎて、朝早くに行ったはずなのに帰るのは夕方近くになっていました。たくさん歩いて回る

ため少し疲れましたが、とても楽しい一日を過ごすことができました。 

Taronga Zoo is very large. 
We were a little tired. 

But, we really enjoyed it! 

We could see many 
animals which we 

cannot see in Japan. 
It was a rare chance!! 

There are very transparent 
blue seas and a pure white 

beach. It’s a great place. 
 

We saw the very beautiful 
beach for the first time. 

We were really 
impressed!! 



Rika says it was very 
beautiful and very 

soothing :-) 
Natsuki says she thought 

the world is so wide! 

    BLUE MOUNTAINS 
	 バスで BLUE MOUNTAINSへ！約 2時間バスに揺られ、ブルーマウンテン
へ到着。バスを降りた瞬間目の前に広がる見たことのない素晴らしい景色に

感動しました。私たちが見たのは、3 つの岩が姉妹のように並んでいる the 
three sisters という場所です。展望台から見える雄大な景色に圧倒され、み
んなの口から出るのは「やばい！」「すごい！」「きれい！」という言葉ばか

りでした。 

素晴らしい景色を見た後は、BBQ！食べてみたかったカンガルー肉を食べ
ました。途中 WILDLIFE	 PARK でカンガルーを見ていたので複雑な心境で
した・・・。 

 

 

 

Circular Quay・Rocks・Darling Harbour 
	 Circular Quay・Rocks エリアは、かの有名なオペラハウスとハーバーブリ
ッジが一望できるエリアです。土日限定のマーケットがあったり、おいしい

パンケーキ屋さんがあったり、お土産屋さんがあったりと 1 日中楽しめる場
所でした。夜、フェリーから見たシドニーの夜景はとってもとっても綺麗で

忘れることができません。 

	 Darling Harbourはシティ中心街から歩いてすぐのところにあります。たく
さんのお店が並び、水族館や博物館、動物園もあり、夜は夜景がとても美し

い場所でした。滞在した 3 週間に 2 回花火があり、ノリノリの音楽とともに
打ちあがる花火を見て日本とはまた違う感動

がありました。 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Shoko says you 
should drink 1 liter	 

beers ! 
Yuki says it is   
perfect for a walk : ) 
 

Chika says it was 
a place you can 
always see 
beautiful scenery
♡ 

Tomoko says she 
recommends Rocks 
Market because there 
are many souvenirs ; ) 

Saki Kimura & 
Yumi Kakizaki 



 

 

 

 

 

We share some important points to remember before you go and after you 

arrive in Sydney (preparation, clothes, traff ic, homestay, money…) . 

Preparation 
   Yuki   帰りの荷物は行きよりも増えるので捨てられる物を持っていき(バスタオル等) 

捨てて帰るのも良いです。折りたたみバッグもあると便利です。 

※	 30 ㎏以上だと積んでもらえません。 

 

  Rika    たくさん歩くので靴は靴ズレしない、歩きやすいもの、履き慣れたものを準備する       

            と良いです。実際に足が痛くなってスニーカー買った方がいます。 

 

        ○  日差しが強いので日焼け止め、サングラスなどあると良いです。 

○	 冬場なのでコートやジャケット、マフラー持っていくと良いです。でも昼間は

半袖でいれるくらい暖かいです。(雲ひとつない晴天が多いです☆)朝晩は冷

え込むので注意してください。 

Saki   暖差や疲労で体調崩す場合もあるので、薬は多種多様あるといいです。 

 

     ○ レンタルケータイ借りると便利です。友達はもちろん先生も持つので何か緊急な 

       時や困った時役に立ちます。ホストファミリーにもいつでも連絡が取れるでしょう。外    

         にいる時は wi-fi 繋がる環境が限られるため。(シドニー大学は繋がりますが、今回           

         は学生が一気に増えたため、繋がりにくかったです。) 

…夜中最終バスもなくなり帰り道に迷った時にすごく助かりました... 

 

Homestay 
    Brian   ホームステイ先によってですがだいたい洗濯は週に１回なので、下着や靴下は  

        多めにあるといいかもしれません。服も乾きやすいものや型崩れの心配のないも  

        のがいいですね。 

 

       ○  ３週間短いようで長いような生活なのでぜひ一度は日本料理をファミリーたちにご 

          ちそうしてみてください。 

 

Money 
○	 物価が高いので多めの現金、クレジットカード、気を付けて携帯してください。少し

豪ドルに換金していき、現地だとATMでクレジットから引き落としたほうが手数料ひ

かれません。仁川空港ではクレジットカード使えます。 

・・・現金だけ持っていくとどうしても大金になってしまうのでカード契約をおすすめ

します。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Shoko  帰って来てからの豪ドルから日本円への両替はお札しかできないので（七十七本 

         店は）小銭は使い切ったほうがいいです。でも、思い出に小銭を残しておくのもあ     

         りです☆ 

 

Study 
○	 出発前の勉強会にはできるだけ参加して皆と友達になっていると安心します。今

回のメンバーは少なかったということもあってか学年関係なく本当に仲良くなりまし

た♡（ちなみに参加者は２年生３人、３年生８人、４年生３人、Brian and Ken の計１６

人です。） 

○	 日常英会話や、シドニーで日本の文化などを色々教えたりするためにも事前学習

をしていくと実践できることが増え、ためになりより充実した日々を送ることができる

と思います。 

  Ryohei   free な時間が意外と出来るので行きたい所や食べたい物など沢山あげておくと充 

           実すると思います。観光地沢山巡って楽しい思い出を作ってください。 

 …現地の方からオススメスポットを聞くのも良いと思います。 

 

○	 CET ではオーストラリア以外の国からも多くの学生が来ています。積極的に声をか

けて友達に    

なって、その上に英語のスキルアップにも励んでください！とにかく話すことが大切

です。 

○	 喫煙者の方、オーストラリアの煙草は高くてパッケージもなかなかグロテスクです。

日本から持っていくと良いです。もしくは経由の仁川空港免税店はカートン売りで

すがものすごく安いのでそこで買うのも良いと思います。 

…吸う時は決められた喫煙所を守ってくださいね。 

 

Traffic 
○	 夜飲んだあととか暗くなって帰ると道わからなくなるので、まずバスや電車では寝  

過ごさないように気をつけてください。通学路は目印をつけると良いでしょう。 …

最終バスだと帰り歩きや迷子になってしまった時辛いです。 

     ○  バス内は基本的に電光掲示板もないし、次のバス停のアナウンスもありません。 

 

       Yumi   土日のバスの時間変わりますので出掛ける際確認してください。 

 

 

  Natsuki   パスカードは my multi を買うのが無難です。Student ではなく adult   

         買わないと罰金取られます。 

         …my multi はバス、電車、フェリーが１週間乗り放題ですごく便利です。 

 

 

 

 

 



 

Warning 
   ○  女性の方、あちらは肉食系男子が多いので気をつけてくださいね（笑） 

 

Shingo 学校にバーがありますが、飲み過ぎは注意です。 

 

 

 In Conclusion 

                It is important to prepare to enjoy your trip.  

            So, please refer to these reports!! We hope students wil l go to 

            Sydney next year have good days there☆ 

 

 

 

 

 

 

 



2013 Itinerary 
TFU Australia English Study Program 

旅程：TFU オーストラリア英語研修プログラム 

 

５月３１日：  Application deadline (14 students applied). 

６月１２日＆１７日、１７：４０: Informational meetings with instructors and representatives from TFU 
Center for International Exchange, Nissin Travel and UFJ. 

６月２４日~７月３１日、１７：４０~１８：４０: Pre-travel preparation classes: twice weekly  
(twelve classes total). 

８月４日、１１：１０：  Meet at Sendai Airport. 

８月４日、１３：１０：  Departure - Asiana Flight OZ-151 from Sendai. 

８月４日、１５：４０： Arrival - Incheon International Airport, Seoul. 

８月４日、２０：３０： Departure – Asiana Flight OZ-601 from Incheon. 

８月５日、７：４０： Arrival – Kingsford Smith International Airport, Sydney. 

８月５日~８月２４日： Study and homestay in Sydney. 

８月２５日、６：３０： Meet at Kingsford Smith International Airport. 

８月２５日、９：３０： Departure - Asiana Flight OZ-602 from Sydney 

８月２５日、１９：００： Arrival - Incheon International Airport, Seoul. 

８月２５日、２０：３０： Check-in – Incheon International Airport Transit Hotel. 

８月２６日、１０：００： Departure – Asiana Flight OZ-152 from Incheon. 

８月２６日、１２：１０： Arrival – Sendai Airport. 

 



General English and Language Skills for Social Welfare Program for Tohoku Fukushi University 
Sunday 

4 August 2013 
Travel to Australia 
 

Week 1 
 

AM 
Class 

08:30– 
12:50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monday 
5 August 2013 

Tuesday 
6 August 2013 

Wednesday 
7 August 2013 

Thursday 
8 August 2013 

Friday 
9 August 2013 

Saturday 
10 August 2013 

Sunday 
11 August 

2013 
ETA SYDNEY 07.40 
Flight OZ601 
Pick-up from airport & 
transfer to Sydney 
University (CET) 
 
Arrive CET approx.10.00 
Group Home room CET 
Room 502. (Dr Nicole 
Gallahar). 
On arrival registration, 
morning tea, followed by 
welcome, orientation, 
placement test and SWS 
Student Welcome 
Services introduction. 
(A baggage room will be 
available in CET for the 
day in CET Room 500) 
 
Approx 11.30 join 
English classes - open 
class according to each 
students’ English 
language level 

08.30 – 12.55 English class - open class  08.30 – 12.05 English class 
- open class. 
Includes participation in 
weekly cross-class activity 
for engagement across 
cultures and language levels 

08.30 – 12.55 English class 
– open class 
 
 

08.30 – 12.55 
English class – 
open class  

Full-day excursion - 
sight-seeing in the 
Blue Mountains – 
details to be advised 
(box lunch provided 
by Homestay hosts). 
Organised by 
Meridian Homestay 
Services. Tel 9909 
2960 or 0419 
551623 

Free day – 
personal sight-
seeing in 
Sydney. 
 
We recommend 
you consider a 
visit to Sydney 
Fish Markets for 
lunch! 

PM 
Activity 
14:00– 
17:00 

14.00 Campus 
orientation: self-directed 
treasure hunt 
 
16.00 Student Project 
briefing (Gerry Brown) 
 
17.00 collected by 
Homestay hosts – 
transfer to 
accommodation 

1.00 – 1.30pm Meet Mr Shimon Yokoyama, a 
Japanese student studying a Professional 
Pathway program in CET. 
2.00 – 3.30pm Industry Case Study: Social 
policy in action. The Sydney University Staff 
and Student Equal Opportunity Unit. Venue 
CET. 
Contact person Katrina Moriarty 9036 4758 
 
Sydney Events: Machiavelli’s Prince 500 Years 
On: Power, Secularism and Instability. 
Professor Christopher Celenza, director of the 
American Academy in Rome. 6.00-7.30pm Law 
School Foyer. 

Afternoon private study and 
homework in CET study 
rooms and computer labs -  
set up Student project 
groups and tasks. 
 
Sydney Events: Fit as a 
fiddle until... the impact of 
sporting injuries on 
individuals and the 
community. Professor 
Kathryn Refshauge, 
Professor and Dean, Faculty 
of Health Sciences.  6.00-
7.30pm Law School Foyer. 
 
 

Student Project group work 
Sydney Events: South 
African Drug Discovery: 
Global health and 
postcolonial science. Anne 
Pollock, Assistant Professor 
of Science, Technology and 
Culture, Georgia Tech, 
USA. 6.30-8.00pm Law 
School Foyer 

Free afternoon 



Week 2 
 

AM 
Class 

08:30– 
12:50 

 
 
 
 
 
 

Monday  
12 August 2013 

Tuesday 
13 August 2013 

Wednesday 
14 August 2013 

Thursday 
15 August 2013 

Friday 
16 August 2013 

Saturday 
17 August 2013 

Sunday 
18 August 

2013 
08.30 – 12.55 English 
class  - open class 

08.30 – 12.55 English class  - open class 08.30 – 12.05 English class 
- open class. 
Includes participation in 
weekly cross-class activity 
for engagement across 
cultures and language levels 

08.30 – 12.55 English class  
- open class 

08.30 – 12.55 
English class  - 
open class 

Full-day excursion - 
a day with Manly 
Surf School surfing 
on Sydney's 
northern beaches. 
Includes transport, 
two 90-minute 
surfing lessons and 
lunch. 
Organised by 
Meridian Homestay 
Services tel 9909 
2960 or 0419 
551623 

Free day – 
personal sight-
seeing in 
Sydney 
 
We recommend 
you consider a 
visit to Sydney 
Taronga Park 
Zoo! 

PM 
Activity 
14:00– 
17:00 

Afternoon private study 
and homework in CET 
study rooms and 
computer labs 
 

2.00 – 3.00pm 
Industry briefing – OzHarvest 
Venue: CET 
Contact person: kim.morris@ozharvest.org  
3.30 – 4.30pm 
Industry briefing: Oxfam, working for a future 
free from poverty. 
 
Ken Schmidt departs pm 
Sydney Events: The Australian Leadership 
Paradox: How can we turn around the culture of 
complaint about Australian leadership? Co-
presented with The Benevolent Society's centre 
for leadership development, Social Leadership 
Australia and the University of Sydney Business 
School. 6.30-8.00pm Law School Foyer 

Student project group work. 
Afternoon private study and 
homework in CET study 
rooms and computer labs 

2.00 – 3.00pm 
Industry briefing – Anglicare 
Venue: CET 
Contact person: Sue King, 
Director Advocacy and 
Partnerships Tel 9895 8017 

Free afternoon 

Week3 
 

AM 
Class 

08:30– 
12:50 

 
 
 
 
 

Monday 
19 August 2013 

Tuesday 
20 August 2013 

Wednesday 
21 August 2013 

Thursday 
22 August 2013 

Friday 
23 August 2013 

Saturday 
24 August 2013 

Sunday 
25 August 

2013 
08.30 – 12.55 English 
class  - open class 

08.30 – 12.55 English class  - open class 08.30 – 12.05 English class 
- open class. 
Includes participation in 
weekly cross-class activity 
for engagement across 
cultures and language 
levels. Students make their 
project presentations during 
this class. 

08.30 – 12.55 English class  
- open class 

08.30 – 12.55 
English class  - 
open class 

Say farewell to 
Homestay host 
families and prepare 
for departure. 
 

Transfer to 
airport and 
departure  
ETD 09.30am 
Flight OZ602 

PM 
Activity 
14:00– 
17:00 

Afternoon private study 
and homework in CET 
study rooms and 
computer labs 

2.00 – 3.00pm 
Industry briefing – JobSupport and Rachel’s 
Story. Venue: CET 
Sydney Events: The Call for Recognition of the 
Australian South Sea Islander Peoples: A 
Human Rights issue for a 'Forgotten People'. 
Co-presented with Macleay Museum, Australian 
South Sea Islanders Port Jackson and 
Australian Association for Pacific Studies 
(AAPS). 6.00-7.30pm Law School Foyer 

Afternoon private study and 
homework in CET study 
rooms and computer labs 

Faculty visit – International 
Office, Sydney University – 
postgraduate opportunities. 

13.00 - 14.00 
Graduation 
ceremony, 
presentation of 
certificates of 
completion and 
lunch, followed by 
free afternoon. 


