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◎2016年 シドニー海外研修メンバー◎ 
 

名前 学年 学部 おすすめ観光地 

安齋 真由 3年 子ども科学 ＴＨＥ ＲＯＣＫＳ 

嶋田 七彩 3年 総合福祉 ＳＴ ＭＡＲＹ´Ｓ ＣＡＴＨＥＤＲＡＬ 

叶 瑞穂 3年 社会教育 ＣＩＲＣＵＬＡＲ ＱＵＡＹ・ＴＨＥ ＲＯＣＫＳ 

佐藤 未咲 3年 健康科学 ＴＨＥ ＲＯＣＫＳ 

立石 千咲 2年 教育 ＢＯＮＤＩ・ＭＡＮＬＹ ＢＥＡＣＨ 

宮田 めぐみ 2年 教育 ＣＩＲＣＵＬＡＲ ＱＵＡＹ 

鷲田 みのり 2年 教育 ＣＩＲＣＵＬＡＲ ＱＵＡＹ 

鈴木 遥 2年 教育 ＣＩＲＣＵＬＡＲ ＱＵＡＹ 

菅原 万莉子 2年 教育 ＴＨＥ ＲＯＣＫＳ 

沼沢 美樺子 2年 総合福祉 ＭＡＮＬＹ ＢＥＡＣＨ 

小澤 翠 2年 総合福祉 ＳＴＡＲ ＰＡＳＴＲＹ 

上田 泰成 2年 総合福祉 ＰＨＩＬＬＩＰ´Ｓ ＦＯＯＴＥ 

中村 俊介 2年 総合福祉 ＣＩＲＣＵＬＡＲ ＱＵＡＹ 

佐藤 好 2年 健康科学 ＤＡＲＬＩＮＧ ＨＡＲＢＯＲ 

柳下 美聡 2年 総合マネジメント ＢＯＮＤＩ ＢＥＡＣＨ 

須田 莉加 1年 教育 
ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＣＯＦＦＥＥ 

ＦＡＭＯＵＳ ＨＡＲＲＹ ＤＥ ＷＨＥＥＬＳ ＰＩＥＳ 

佐藤 愛理 1年 教育 ＨＡＩＧＨ´Ｓ ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ 

庄子 友也 1年 教育 ＦＥＡＴＨＥＲＤＡＬＥ ＷＩＬＤＬＩＦＥ ＰＡＲＫ 

 

 



4 

 



5 

 

＜使い方＞ 

 

 

 

 

地下鉄やバス、電車に乗るときに便利なプリペイド型 IC カード。日本では、すでに

全国的に普及していますが、オーストラリアのシドニーにも、同じように公共交通機

関で利用できる便利な IC カード「OPAL カード」があるのをご存じですか？しかも利

用すればするほど料金がお得になる、知らなきゃ損！のお買い得カードなんです！ 

 

 

 

 

 

  

★ 一日の運賃支払い上限が月〜土曜は$15（大人）、日曜はなんと$2.50！ しかもそれ以降は

無料で乗り放題！ 

★平日利用特典として、1週間にカードを 8回以上利用した場合、 その週の日曜日まで、それ以

降の運賃は無料→半額になります！（カウントは月曜日スタート） 

★通常のチケットより割引率が高い！ 例えば、電車の OFFピーク時間帯*は通常料金の

30%OFFになります！ （*平日朝 7〜9時、午後 4〜6時半以外の時間帯） 

★ 1時間以内で同じ交通機関であれば料金が変わらず、途中下車も OK! 

★ 1回の移動で 2種以上の交通手段(鉄道､バス､フェリー)を乗り換える通勤客はそれぞれで合

計 2回の運賃支払いに対して$2の割り戻しを受けるようになります｡ 

★万が一、カード紛失・盗難しても残額が保障されます。 

★ インターネット上で利用履歴を確認できます。 

  

 

日本の Suica・ICOCA・TOICAなどの IC乗車券の様に、乗るときはタップ ON、下りるときは忘

れずにタップ OFFするだけ！ 

オーパルカードの特典！ 
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提携店・ネット・電話で購入！ 

 

 

  

なんと電車は 2階建て！しかも、イスの背もたれが可動式！そして、驚くことに車両内での通話

は OKなんです！日本とは全く違いますよね！その代りに静かにしないといけない車両があるの

で、周りの話声が気になる人はその車両へ行ってみるのもいいでしょう。また、古い車両は電光掲

示板がないのでアナウンスをよく聞いておきましょう。 

 

 

 

 

  

＜バス＞ 

降りるバス停をしっかりグーグルマップで確認しましょう。 

アナウンスがありません！ 

＜購入方法＞ 
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THE UNIVERSITY OF SYDNEY 
 

シドニー大学はオーストラリアで最も古い、歴史ある大学です。

２０１０年の世界大学ランキングで３７位となった名門の大学で、

オーストラリアの首相や、ノーベル賞受賞者を輩出しています。

大学内には、郵便局や博物館、美術館などがあって、設備も充

実しており、ハリーポッターのシーンに出てくるような美しい建物

が建ち並んでいます。 

 

私たちは平日の８時から１２時まで、CETで英語の勉強をしました。授業ではプレゼンテーションやディベートを

するなど、楽しく英語を学ぶことができました。最終日には卒業セレモニーが開かれ、ひとりひとり卒業証書を受

け取ります。CETでは、他の大学の日本人や、その他の様々な国からの学生と共に学びます。様々な国の学生

と交流することで、異文化に触れることができ、非常に貴重な経験となりました。 

 

＊LIBRARY  

シドニー大学の図書館は、南半球最大

の図書館であり、約５２０万冊の本が収

蔵されています。実際に行ってみました

が、多くの学生が静かに勉強しており、

その広さに圧倒されました。建物の外見

が非常に芸術的で目を惹かれます。行

ってみることをお勧めします。 

 

 

＊MUSEUM 

シドニー大学のキャンパス内には３つのミュージアムがあります。動物・昆虫の標本が貯蔵され

ている Macleay Museum、オーストラリアでは最大の考古学博物館で本物のミイラを見ることがで

きる Nicholson Museum、絵画・彫刻が展示されている University Art Galleryがあります。 
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＊GRAFFITI TUNNEL 

ベトナム戦争に対する不安や不満をシドニー

大学の学生が書いたところから始まりました。

ここだけは落書きが許されたトンネルとなって

います。たくさんの政治的なスローガンが刻ま

れているそうです。トンネル内は、カラフルで独

特の雰囲気があり、長時間いても飽きない迫

力がありました。トンネル内に広がるペンキの

匂いが独特なカラフルな世界を作り出している

ように思いました。行ってみることをお勧めしま

す。 

 

＊SHOP 

シドニー大学のロゴが入ったトレーナーやマグカップ

など、たくさんのグッズが売られています。シドニー大

学で学んだという思い出に、買ってみるのもいいと思

います。 
 

We had a great time for three weeks in 

University of Sydney. By talking to people 

from different countries, we could get to know foreign country’s culture. We felt 

happy when we could communicate with people from different countries in 

English. We want to be good at English. We recommend you go abroad to study 

English. 

 

 

 



9 

 

Blue Mountain is a national park and world 

heritage site. The view from the viewing 

platform is very nice and the mountain air is 

very beautiful.  I could go there from town 

center in about 2 hours. I walked part of the 

mountain. I went up sudden and narrow 

stairs. It was very scary. Everyone was very 

tired and had muscular pain the next day.  

 

ブルーマウンテンの名前はその景観が青く見えることが由来となっています。ユーカリに含まれる

油が空気中に広がり、景観から反射する光が青くえるためです。遊歩道を歩くといくつかのエコー

ポイントがあり、そこで叫んだりしました(笑)   

I think that three sisters is a highlight of 

Blue Mountain. It is strangely shaped 

rocks and a nice view. Three sisters is a 

legend of aborigines. Three sisters fell in 

love with three brothers of a different 

tribe. This was prohibitive love. So a war began. An elder changed them into a rock to 

protect from a war, but he died before changing them back to human. So they are rocks. 

This is a sad story.      

ただ景色を見るだけではなくブルーマウンテンにまつわるエピソードを知ってから行くと楽しみなが

ら歩けると思います。またスリーシスターズだけではなくハネムーンブリッジと呼ばれる吊り橋もあ

り、上手く渡れなかったら結婚できないと言われます。ブルーマウンテンは見どころ満載なのでぜ

ひ、行ってみてください！！ 
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Queen Victoria Building 

 

この建物は略して QVB とも呼ばれ、外見は細長く玉ネギ型の天井で有名である。中は吹き抜

けでとても開放的になっており、数多くのブティックやカフェ、ブランドショップが並んでいる。 

１８９８年、当時の英国国王ビクトリア女王の即位５０年を記念して建てられたもので、階段には

大理石、外壁は玄武岩を使用するなど、豪華な建造物である。老朽化のため一時は取り壊そうと

いう声もあったが、１９８４年ショッピングセンター

としてリニューアルされ、息を吹き返した。中央に

ぶら下がるオルゴールには、時間になると人形

が動き出すからくりが仕掛けられている。 

 両替やチケットバスの案内など、便利に使

えるサービスもある。シティの中心でもあるため、

必要があればここで用を足すのがおすすめであ

る。歴史深いデパートに行くつもりで観光するの

がおすすめだ. 

We enjoyed the atmosphere 

of this building. 

It’s very gorgeous so I thought it’s like a castle !! 
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      【 QUEEN VICTORIA BUILDING 】 

QVB には数多くのブティックやカフェがあり、様々なブ

ランドのものをここで買うことができます。また、ショッピングだ

けでなく、立派な建物や内装を見るだけでも楽しむことができ

ます。QVB の中での私のおすすめのお店は、HAIGH’S 

CHOCOLATES とＴ２です。                                    

Haigh’s Chocolatesは、オーストラリアで一番歴史のある老

舗チョコレートブランドです。お土産やギフトにもきっと喜ばれ

ると思います。 

T2 は、オーストラリア全土に 48 店舗を展開する大人気の紅

茶専門店です。たくさんの種類のフレーバーがあり、ティーカ

ップやティーポットもかわいいものがたくさんあります♡ 

 

Woolworths

はシドニーにあ

るスーパーマーケットです。ここでは、欲

しいものがなんでも揃います♪毎日のようにセール商品があ

り、お土産などは、安く買えるときに買っておくと良いでしょ

う◎TimTam は日本でも買うことができますが、シドニーで

しか買えないフレーバーもあり、また、Woolworths 限定の

フレーバーもあったのでぜひチェックしてみてくださいね。

お土産には、カンガルー・エミュー・クロコダイルのジャーキ

ーや、100％オーストラリア産のオリーブオイルなどがおすすめです。ジャーキーは、日本に持ち込めるものと持

ち込めないものがあるので気を付けましょう♡ 

There are a lot of great shopping center and market city in Sydney. 

I was able to find a lot of favorite shops.  I want to introduce more places.  

You also will be able to find your favorite shop, And you will enjoy shopping. 



12 

 

Circular Quay(サーキュラーキー)の駅

で降りると歩いて行ける距離に The Rocksと

言われる地区があります。そこでは土日限定

でマーケットが開かれています。店が多く立

ち並ぶシティにももちろんお土産を売ってい

る店はたくさんありますが、そこでは売って

いないようなものも Rocksでは買うことがで

きます。例えばある日本人女性が経営するお

店ではシドニーの各地域のビールの空き瓶をモチーフとした掛け時計を売っていたり、他で

も手作りの商品が多かったです。手作りといっても丈夫で独特のデザインが魅力的です。絵

をスプレーや特殊な絵の具を使ってその場で描いていた職人さんもいました。とても見入っ

てしまいます（その絵も販売されていました）。アクセサリーを売っている所も多数見うけ

られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この研修では二つのビーチを訪れました。Manly(マンリー)と Bondi(ボンダイ)です。ビーチの街

並みはとても雰囲気が良かったです。さまざまなお店がありました。なかでもこれらの地区限定の

Ｔシャツやパーカーが買えるお店がいくつかあります。有名なビーチなのでシティの方でも売ってい

るお店はありますがビーチの近くだとよりお手頃な価格で購入することができます。種類も豊富な

のでお土産に買って帰るのも良いと思います。 

 

The market is held on decided days. There were a lot of handmade goods. 

For example clocks, watches, puzzles, accessories, pictures and so many 

souvenirs. If you go the rocks market, you can choose your favorite goods.  

There are many kinds of limited t-shirts in the shop along the beach. Please 

drop in by all means.  
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SIGHTSEEING 

“ABOUT HARBOUR 

BRIDGE” 
This is “HARBOUR BRIDGE”! It is a symbol of Sydney. 

It length is about 1150m and it height is 49m. The top of arch 

height is 134m from surface of sea. It was made by the 

Danes in 1932. Furthermore the HARBOUR BRIDGE is near 

the Opera House. 

ハーバーブリッジは「古い洋服かけ」という愛称があり、シ

ドニーを代表する建造物として有名です。どの角度、どの時

間から見ても素晴らしいその佇まいを見ることができます。 

そしてこのハーバーブリッジのおすすめのアクティビティが

ハーバーブリッジクライムです。ハーバーブリッジの上のアー

チの部分を生身で歩くアクティビティです。所要時間が受付か

ら終了まで 2時間 30分~3時間で費用は約 240 ドルと少し高

いですが、ハーバーブリッジの頂上から見える景色はそれ以

上の価値があります。このアクティビティはサンセットと夜景の

両方が楽しめる日が落ちる時間帯に行うのがベストです！もし

このアクティビティをするなら予約をして行くことと受付の場所

を確認していくことをお勧めします。受付の場所は分かりづ

らいです。私たちは迷子になり集合時間ぎりぎりに到着しま

した（笑） 

 実際に行うときは何人かのグループで行うため最初に英

語で簡単な自己紹介をし、写真のような服に着替えます。

ブリッジクライム後はお土産としてハーバーブリッジのキャ

ップがもらえます。受付のある事務所では様々なグッズが

売られており、限定のものもあるのでそれを買うために訪

れるのもいいかもしれません。 
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Circular Quay 

Circular Quay is one of the largest areas in the Sydney. 
There is Opera House, The Rocks and Sydney Harbour Bridge. 

ここはポケモンGOの聖地で、オーストラリアは世界に先駆けて一番最初に配信されているのにも

かかわらず、未だにやっている人が Opera House 周辺にたくさんいます。レアなポケモンが出る

と一斉に Run し始めるので一度いってみたら面白いかも！ 

 

The Rocks 

The Rocks is city. You can see old buildings in this city. 

Old buildings is very beautiful. So I want you to see this buildings. 

Rocks marketは日本のフリーマーケットのような雰囲気もです。 

フリーマーケットといってもハンドメイドなので見たことのない商品に出会えるかも！！また、世界的に有名なパ

ンケーキ屋さんもあるので是非行ってみてください。 

 

Opera House 

Opera House is a symbol of Sydney. アメリカでいう自由の女神

のようなものでしょうか。This building was built by Jorn Utzon. 建

造期間は約１４年で設計段階では 700 万ドル（日本円で約５億６００

０万円）の建造費を予定していたらしいのですが、なかなか設計通り

に進まず結果１億２００万ドル（日本円で約８４億４０００万円）も掛か

り当初の１４倍以上の建造費がかかったそうです。Opera House 

wall is paved with 1,054,000 white tiles!! These tiles are made in 

Sweden. But these white tiles looked like yellow tiles! Why??遠くから見たら白色のタイルでしたが、近くから

見たら黄色でした。これがシドニーでの一番のショックでした。でもいろんな意味で一度は見ておきたい場所です。 

Summary 

Circular Quay is one of the most interesting and 

biggest areas in Sydney.それにもかかわらず東京と違

い海がものすごく clean で透き通ってます。景色を見な

がらご飯が食べられたり、水上バスに乗ってクルーズし

たりと大都市の中なのになんでもできるところなので是

非いってみてください！！ 
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WE ARE HAPPY TO HAVE DELICIOUS FOODS. 

 

 This is my favorite drink, milk tea, in Sydney. You go to China Town near 

Central station，and you can drink it. Maybe there are people who don’t like 

tea. But no worries. My friend couldn’t drink tea. But she drank it, and she said 

“It is delicious.” I suggest you try it. 

 このミルクティーが売られている店は、Chai Tea という名前です。ホットミルクティーが私の一番

のお勧めですが、この店の魅力はこれだけではなく、タピオカが入った様々な種類のアイスティー

を楽しむことができます。例えば、バニラミルクティー・ストロベリーグリーンティー・抹茶ラテミルク

ティー、ほかにもたくさんの種類があります。値段はだいたい＄５~６で自由にトッピングができるの

で自分の好みのティーを楽しむことができます。ティーが好きな人はもちろんあまり興味がない人

も行ってみる価値があります！ 

 This shop sells fruits and yogurt. There 

are many kinds of fruits, such as 

strawberry, blueberry, banana, 

watermelon, melon, pineapple, mango 

and kiwi. Above all, my favorite flavor is 

“mixed berry yogurt.” 

 この写真は違う場所ですが、私が見つけた

場所は、Fish Marketの中でした。日本でも

ありそうだと思うかもしれませんが、おすすめ

する一番の理由はとても濃厚だということで

す。甘すぎるというわけではないので、食べ

やすさは保証できます。また＄５で買うことが

できます。サイズも S/M/L と選べますが、Sサイズで日本の Lサイズのサイズ感でした。(私は、S

サイズを購入しましたが、かなり満腹になりました)シドニーでは、ステーキやハンバーガー、ソーセ

ージなど油ものが多く食卓に出ると思います。そんな時フルーツやヨーグルトで爽やかな後味を楽

しむことをおすすめします！ 

http://chatime.com.au/products
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N2 
2 is an ice cream shop. This 

 photo is a state that is  

making ice cream. Can you imagine that  

to make ice cream? The shop’s name is N2  

because nitrogen is mixed into it. 

Why don’t you come to eat the ice cream 

that contains nitrogen?  

Chocolate inside of a syringe is an option 

 option for the topping. It is fun! 

Bills 

                                       It is a famous pancake shop that has the "world's best 

breakfast". Located next to the pancake is not a banana! This 

is cut butter. I was delicious. The best butter I’ve ever eaten! 

Of course it was very delicious bread cake. The right of the 

menu 

is Full Aussie Breakfast including scrambled 

eggs were “Fuwa Fuwa”. 

 It was really great! 

 

                                  MANLY BEACH 

 

Fish and chips  
ear Manly Beach there is a  

shop that sold a lot of fish and  

chips. It is originally a British cuisine,  

but it is popular as fast food as fried white fish. 

Including the beaches in Sydney we saw  

of a lot of fish and chips shops. In particular,  

we ate at Manly Beach. This fish and chips  

is exceptionally tasty.

N 

N 
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Ｓurprising Ｔhingｓ 

   

◇スーパーマーケット編 

初めてシドニーでスーパーマーケットに買い物に行った時

に、商品として置いてあった袋に入ってあるマスカットをそ

のまま何粒かもぎ取って食べている人を見ました。何かの

見間違いかなと思っていたら、また同じような光景を発見し

ました。それがこの写真です。これはもう明らかに食べか

けてありました。日本では絶対にありえません。 

 

Ｉ was surprised at such unashamed action . 

Japanese people never do such things ! 

I wondered if the clerk would be angry . 

 

 

 

スーパーマーケットにはとにかく色とりどりのジュ

ースが多いような印象を持ちました。その中には美味しそうなのもあれば、美味しく

なさそうなのも… 

What raw materials are used 

to bring out this color ?? 

Do these taste good ??? 

I think that it’s dangerous!! 
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◇交通事情 

シドニーでは赤信号なのにもかかわらず普

通に歩いている人がふつうにいました。この

写真はまさにその光景です！！また、青信

号から赤信号に変わるのが速すぎて、初め

て信号を渡った時は慌てました(笑) 

 

Most Aussies go through a 

red light! 

 

この写真からわかるように、自転車も車道を普通に走っていました。シドニーの人の

運転は結構荒いので気を付けないと絶対大事故につながるだろうと感じました。ち

なみに、シドニーでは日本と同じ左側通行です！ 

ちなみに、シドニーの公共交通機関は難しく、バスは日本のように停留所のアナウ

ンスやバス内に掲示板のようなものがありません！！初めてシドニーの街を散策す

る人にとっては難しいです．．．私たちには Google Maps が欠かせませんでした

There were many impossible transportation conditions. It’s interesting to 

know different things from Japan. 



19 

 

Travel Advice 
 

・つるつる靴⇒雨でも大丈夫！！！ 

・横断歩道焦らないで～⇒しくみ分かれば余裕！！！ 

・コミュニケーション大！切！たくさん話そう！ホストファミリーはおしゃべり大好き！

喜ぶ！！ 

・分からない単語は先生やホストにその場で聞くと◎ 

英語での説明の方が辞書よりわかりやすい。 

・バスは混んでるとき奥までつめるべし。怒られた。笑 

 

苦手な食べ物、もうお腹いっぱいの時は素直に伝えよう 

 e.g. I don’t like broccoli…て言ったら次の日

から私の分だけ除けてくれるようになった＾＾ 

 

☝“I don’t like …” is better than “I hate …” 

・ホストファミリー記入どおりでない場合あり。 

 e.g. 2001年生まれの子がいると思ってビューティー商品を買ってったらまさかの

2011年生まれで 15歳じゃなくて 4歳の女の子だった。5人家族と思ったら、7人家

族だった。。 

・割と即席の日本食とかお菓子が喜ばれる！ 
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Should Take  
 

 

ニベアの青缶⇒乾燥はんぱない。高かったけど購入。1番救われ

た。 

 

ほっかいろ⇒ほんっとに朝寒い 

 

みそしる⇒寒いからしみる。残っても、ホストファミリーにあげるとすごく喜ぶ。 

 

クロックス⇒部屋でも靴はく文化だから。上靴的な感覚。着脱容易でベター 

 

ぽけてぃ⇒特に鼻セレブ系の贅沢ティッシュ！売ってない！ 

 

さとうのごはん⇒日本食振る舞いたいなら！！シドニーの 100均は高い。 

 

PC？？⇒パワポ発表ある人もいた；；； 

 

英和和英アプリ⇒ネットなくてもつながるやつが 

ちょーいい！ごはん屋さんとかで使えます。 

 

パスケース⇒opalカードを入れるため。 

ポケットあるスマホケース万能。 

 

バス用具⇒シャンプーリンス類は 2人で 1つがちょうどいい。 

 

Don’t Need to Take 
 

ウコン⇒シドニーの飲み屋は単品。飲みほがない！！！笑 
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❖編集後記             庄子 友也                            

まず初めに、今回編集するにあたってたくさんの方に助

力していただきました。特にもう一人の編集担当の千咲

さん、本当にありがとうございました。 

 今回、私は初めて海外に行きました。初飛行機でもあ

りました。たくさんの緊張とわくわく感で気持ちがいっぱいで した。

いざ到着すると、まさかの２日目に携帯が壊れたり、ホームステイ先が変わったりと

様々な良くない出来事が起こりました。一人でどうしようと悩みました。しかしながら、

そんなときに助けてくれたのは一緒に来た友達・先輩方・先生・そしてホストファミリ

ーのみなさんです。感謝しかありません。この場を借りてお礼を言わせてください。

本当にありがとうございました。最初心配でしたが、みなさんのおかげでとても楽し

い３週間となりました。これからもなにか

とお世話になるかと思いますがこれから

もよろしくお願いします。 

 そんなこんなで思い出すと、また行き

たくなってきてしまいます。このシドニー

マガジンを読むと尚更この気持ちは強く

な り ま す。また必ずオーストラリアに行きます。 

次はハネムーンかなと思います。本当にありがとうございました。 
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❖編集後記                         立石 千咲 

私にとって海外研修は、3年前にアメリカへ 2週間の短期留学以来でした。今回、私は 1人で

のホームステイに挑戦しました。前回も同じ様なかたちでしたし、少しでも英語だけの環境に挑戦

し、少しでも多くの知識を自分の力で身に付け経験を増やしたかったためです。参加が決まってか

らの期間は、言葉が通じるかの不安とこれから待っている新しい生活に胸躍らせながら、過去に

行った先輩方からのお話をもとにたくさんの準備をしました。その内容は、まず、レベルわけのテス

トを行いました。これはシドニー大学でのクラスです。それから事前準備として、シドニーについて

を調査したり、現地の方に聞きたいことや、現地で体験したいことをレポートなどにまとめました。

事前研修では、お互いに研修メンバーとなかなか打ち解けることが出来なく、3週間仲良く生活出

来るのかと思っていましたが、出発日空港で集合したとたん、今までの不安が吹き飛ぶくらい、お

互いが、以前から友人だったかのように和気あいあいとしていてみな笑顔いっぱいでした。 

シドニーに到着してからは、各々のホストファミリーが私たちを学校まで迎えに来てくれて、各々

シドニーでの生活を始めました。学校は 3週間朝 8時から正午までです。午後は、福祉大のメン

バーと有名な観光地を訪れたり、自分の好きな場所を訪れたり、現地で知り合った友人と買い物

をしたりとシドニーを満喫していました。また、私は将来の参考にシドニー日本人学校を訪れまし

た。ここでは、現地に住んでいる日本人の子たちなどを参観することが出来ました。日本語と英語

を流暢に話すその姿には驚きました。教室の装飾も、日本とは異なり、原色を多様に用いていまし

た。 
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私が今回たくさんの経験をしてきた中で学習について考えたことがありました。それは、会話力

や発言力です。日本の学生は謙虚と言われています。自分の持っている考えを恥ずかしがり、間

違いを恐れて発表しない点が課題だと思いました。間違いを恐れずに挑戦することが大切だとい

うことを改めて感じることが出来ました。また、英語の授業などではスピーキングが不足していると

考えました。パワーポイントを用いてプレゼンテーションを行ったクラスもありましたし、出されたお

題に対して学生 6 人程度、英語で 20 分間のディスカッションを行うクラスもありました。ネイティブ

の授業がある際などは先生とたくさんお話をすることが必要です。文化や教育、言葉、生活の面で

困惑することが多々ありましたが、今日振り返ると全て素敵な思い出となりました。シドニーから帰

国したいまでもシドニーロスを感じています。学内でもたくさんの出会いがありました。出会いは一

期一会です。今回の研修メンバーやアドバイスを下さった昨年度の先輩方、ホストファミリー、先生

方、出会ったすべての人々のおかげでこのように濃い研修を経験することが出来たことを心より感

謝いたします。編集後記には書き表せないくらいたくさんの素敵な思い出が出来ました。この研修

で得た知識や情報、感じたことや考えたことなどを今後にきちんと生かし、生活したいと思います。 


