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2014年のシドニーでの研修について... 
Brian Starkey 

 

2014年 8月 3日から 25日の間、22名の東北福祉大学生が英語
の能力を高めるためにオーストラリアに研修に行きました。シ

ドニー大学英語教育センターで、毎日いろんな国の人と交流し

ながら、英語の勉強をしました。午前中は、学生の英語力に合

わせた小人数のクラスでネイティブの先生に英語を教わり、英

語能力だけではなく、コミュニケーション力も上達しました。 

 

午後は、日本語を勉強している学生と交流を行ったり、授業見

学をしたりしました。今回は、シドニー大学生だけではなく、

シドニー工科大学生との交流があり、授業が終わってから、一

緒に食事をしたり、買い物や観光に行ったり、学生同士の交流

が充実していました。また、東北福祉大学の学生が日本につい

ての「カルチャークイズ」を英語で準備し、日本の文化、食べ

物、言葉、社会などをオーストラリアの学生と分かち合うこと

ができました。 

 
学生同士の交流に加え、ホームステイによってオーストラリア

人の日常生活や食文化を経験しました。ホームステイ先での異

なる文化や生活スタイルの中で、上手にコミュニケーションを

とりながら、全ての学生がホストファミリーと家族のように過

ごしました。 
 

３週間はあっという間に終わってしまいましたが、たくさんの

人と出会い、様々な経験をして、思い出深い研修になりました。 

 



Thoughts on the Sydney Program 2014 
Ken Schmidt 

The 2014 TFU University of Sydney Study Abroad Program was again a real adventure for our 22 
students, Brian Starkey and I. This year we changed a lot of things about the program, and I was anxious 
to see how things would turn out. We especially wanted to spend more time interacting and doing 

exchange activities with college students in Sydney. So this 
year, long before leaving for Sydney, we began arranging 
activities with these groups: 

• the Japanese and Australian Student Society at the 
University of Technology, Sydney (JASSUTS) 

• the Wasabi Japanese Cultural Exchange Society at 
Sydney University (SU)  

• Dr. Matt Stavros and the students in his Japanese Reading 
Tutorials and Intro to Japan course at SU   

• Sally MIzoshiri and her students at North Sydney Girls’ 
High School.  

About eight weeks before leaving we started meeting with our students for pretrip preparation sessions. 
We talked about geography, transportation, safety, homestays, sightseeing and many other topics. 
Students also began preparing selfintroductions and a PowerPoint Japanese Culture Quiz that we could 
use for cultural exchange and discussion with students in Sydney.  I was impressed with the way our 
students prepared and worked together, and things looked promising for a great experience in Sydney.  

Arriving at Sydney Airport, we got through immigration and customs surprisingly quickly and were soon at 
the University of  Sydney, Center for English Teaching (CET) for orientation and campus exploration. For 
the next three weeks, our students spent four hours a day (8am  noon) studying English with students 
from a number of other countries (Korea, China, Colombia, Venezuela, Saudi Arabia, etc.). Our students 
took their studies seriously and made good use of this opportunity for learning and exchange.  

In the afternoons, we spent time preparing for or 
participating in exchange activities, and/or enjoying free 
time around Sydney. Our first exchange activity was a 
campus tour and downtown Sydney tour with students from 
JASSUTS. We were so impressed with the the kindness 
and enthusiasm of our hosts. During our weeks in Sydney, 
we joined numerous times with the groups above for 
outings, communication activities, cultural workshops, 
picnics, etc. And many students met informally with new 
friends, as well. Our Japanese Culture Quiz proved very 
useful for exchange and discussion, and I was a bit 
surprised by how popular “anime” and “manga” were among 
some students. There was even a “cosplay” convention in Sydney! 

Our students typically spent evenings with their host families, and there were many reports of the good 
food and good times they shared together. Meridian Homestays was again a great homestay provider. 

Amidst all this activity we also found time for “justourgroup” outings to Manly for a surfing lesson, to 
Taronga Zoo and to Coogee Beach for a barbecue. Sydney is truly a terrific study abroad destination. 

Overall, I thought the program was an excellent experience for our students, who showed real maturity 
and great support for each other. Looking forward to making the program even better in the future!  



参加者  

  名前 学部/学科 
学

年 
  名前 学部／学科 

学

年 

Nonoka Terao 子ども科学部  Erina Suzuki 健康科学部 
1 

寺尾 野々花 子ども教育学科 
3 
 
12 

鈴木 絵理奈 保健看護学科 
2 

Kana Sato 総合マネジメント学部  Azusa Miyauchi 総合福祉学部 
2 

佐藤 可菜 産業福祉マネジメント学科 
3 
 
13 

宮内 杏紗 社会福祉学科 
2 

Chihiro Baba 子ども科学部  Rei Komatsu 健康科学部 
3 

馬場 千煕 子ども教育学科 
3 
 
14 

小松 怜 保健看護学科 
2 

Chisa Yoshida 総合福祉学部  Mitsuru Fujita 総合マネジメント学部 
4 

吉田 千紗 社会福祉学科 
2 
 
15 

藤田 充 産業福祉マネジメント学科 
4 

Kirika Watanabe 総合福祉学部  Hiromi Abe 総合福祉学部 
5 

渡邊 桐夏 社会福祉学科 
4 
 
16 

安倍 浩美 社会福祉学科 
3 

Ko Takada 総合福祉学部  Yuka Yokoyama 総合マネジメント学部 
6 

髙田 航 福祉心理学科 
4 
 
17 

横山 友香 産業福祉マネジメント学科 
3 

Satomi Watanabe 総合福祉学部  Mako Oikawa 総合福祉学部 
7 

渡邊 智美 社会福祉学科 
2 
 
18 

及川 磨子 福祉心理学科 
3 

Ayana Sato 総合福祉学部  Kaho Takeda 総合福祉学部 
8 

佐藤 礼菜 社会福祉学科 
2 
 
19 

武田 果穂 社会教育学科 
2 

Nana Yoshida 子ども科学部  Risa Sato 総合マネジメント学部 
9 

吉田 奈菜 子ども教育学科 
1 
 
20 

佐藤 里咲 産業福祉マネジメント学科 
2 

Misaki Kanno 総合マネジメント学部  Saki Fujiwara 総合マネジメント学部 
10 

管野 美咲 情報福祉マネジメント学科 
3 
 
21 

藤原 早希 産業福祉マネジメント学科 
3 

Namika Miura 健康科学部  Hitomi Harada 総合マネジメント学部 
11 

三浦 なみか 保健看護学科 
2 
 
22 

原田 仁実 産業福祉マネジメント学科 
3 

引率： Ken Schmidt, Brian Starkey 

 

 



Homestay 

Homestay   
Communication↓ 

I was not worried about communication with my host family before I met 
them. However, Australian pronunciation is different from other countries, 
so I couldn’t catch even ‘Sunday’. At first I got bewildered in it and lost my 
confidence. My host parents were so kind and nice. I tried to talk a lot, so I 
could get used to listening little by little and have a good time with them. 
 

Making desserts  
We made desserts with 
my host mother. 

 

Chinese checkers 
We often played Chinese 

checkers. That really 
became lively after 

dinner. Laughter didn’t 
stop there! 

 

Watching TV 
We sat on the sofa, watching 
TV and laughing.  

★トントン相撲★ 

I brought my family トントン相撲 as souvenir. It was 
a lot of fun! We were excited. I could introduce 

Japanese traditional sport. 

 

  

Finally…  

I had a great time with 

my host parents. They 

taught me a lot of 

things. When I left my 

parents, I cried a lot. 

I feel so happy to share 

fun times and laugh. I 

hope to see them again 

someday. Thank you!! 

 



Home stay for the first time in Sydney 
産業福祉マネジメント学科 三年 佐藤 可菜 

 
シドニーに滞在していた三週間の中で、異文化によるさまざまな生活の違いを

感じました。まず、家の中では土足です。スリッパに履き替えることもなく靴

のまま入ります。ホストマザーはブーツのままソファーに横たわっていました。 
食事の時間も決まっていて、用事などで一緒に食べられないときは事前にメモ

やメールで知らせていました。オーストラリアの人は全員たくさん食べると思

っていましたが、毎日 18 時のディナーは大皿に盛られたおかず一品を自分の
プレートによそうだけでした。チキンや温野菜にした芋類、グリンピースなど

が主に出されていました。和食に慣れている日本人にとっては少し物足りなさ

も感じました。 
さらに夕食後には必ずデザートを食べていました。アイスクリームやライスを

甘く煮込んだライスプディングなどレパートリーはさまざまでした。オースト

ラリアでは家族団らんの時間を大切にしていると感じました。 
チェスをしたり、テレビを一緒に見たり、ホストファミリーの家族の写真を見

せてもらったり、英語での会話力をあげるために毎日たくさん話しました。 
“closed”と”clothes”の発音の違いを教えてもらったり、毎日が勉強になること
ばかりでした。 
 
My host family was always kind to me. On the last morning, my host father 
came to my room and carried my bag. My host mother hugged me again.  
I felt such a big love. I did not know what I should say, because I was very 
sad. But I believe that we can meet again. 
I cannot thank my host family enough. Those three weeks were the happiest 
time of my life.  
 

              



Food in Sydney 
11MI096 Mitsuru Fujita 

シドニーでの食事は肉や火を通した料理が中心でした。その中でも特に印象に残ってい 

る料理はFish and chips です。本場のイギリスではグリーンピースが一緒に含まれてい 

ることが多いのですが、シドニーでは白身魚とフライドポテトだけがほとんどです。ケチ 

ャップとの相性がとてもよくおいしいです。その他にもタルタルソースやモルトビネガー 

などの味付けがありさまざまな食べ方があります。シドニーに行ったら一度は必ず食べる 

べき料理だと思います。 

またシドニーは移民がたくさんいるのでいろいろな国の料理を食べることができました。 

日本料理はもちろん、韓国料理、中華料理、メキシコ料理などです。私がおすすめするの 

はメキシコ料理のタコスです。値段も日本料理や韓国料理に比べて安く自分の好きなよう 

にトッピングできるので自分の好きな味に合わせることができます。 

ホームステイ先の食事はホストマザーがおいしい料理を作ってくれました。パスタやジ 

ャーマンステーキなどの豪華な料理をたくさん作ってくれました。毎日の食事は野菜と肉 

がバランスよく配分されていたので３週間元気に過ごすことができました。下の写真はホ 

ームステイ先の食事です。 

 
「Sydney’s food is very good」 

またシドニーにはカフェがたくさんあり、コーヒー好きにはおすすめです。おしゃれな 

絵を書いてくれる店があったのでコーヒーを飲むのがもったいなかったです。味は甘くて 

飲みやすいコーヒーでした。 

 

「Thank everyone involved with me in Sydney」 



 

11FP096 高田
たかだ

 航

こう

 
 

I enjoyed various kinds of foods during my stay in Australia, especially our host 

mother’s dinners. Every morning, my roommate and I had milk and cereal, and a slice 

of bread. Sometimes we didn’t have time to have breakfast because we had to get up at 

5:50a.m. and leave at around 7:00a.m. It was not easy, but also was a good experience 

for me. I had lunch at Sydney University from Monday to Friday. I usually bought a 

sandwich and a cookie and had a bottle of Coke. I often chose a heavy meal for lunch 

because breakfast was pretty light and I was always hungry. Some student cafes had 

really nice food, including some Japanese foods, but they were often too crowded and I 

had to wait in line for a long time. So I gave up eating there.  

 Everyday I was looking forward to having dinner prepared by my host mother. 

Sometimes it was quite heavy, but I loved it. It included meat, bread, vegetables, fruit, 

and sometimes rice, etc. Some dishes were like spaghetti. I enjoyed her dinners with 

my roommate and another student from Brazil, talking about daily topics. 

 Unfortunately, I couldn’t join our group’s BBQ at Coogee Beach because I had a cold, 

but the dinner my host mother prepared for me was so good it almost brought me to 

tears.  

 I had a great time in Australia and hope to go there again in the near future. Thanks! 



 

Introduction of the school 
North Sydney Girls High School 

is a fully selective school 
committed to being a stimulating 
and challenging environment that 
develops resilient, connected and 
innovative learners who are 
equipped to achieve their 
personal best..(ﾉｰｽｼﾄﾞﾆｰｶﾞｰﾙｽﾞﾊｲｽｸｰﾙは、すべて選択することで彼らの自己ベストを成し遂げるこ
とができ、強力で、繋がりのある革新的な学習者を育て、刺激的で挑戦的な環境を備えた学校です｡) 
 
Founded in 1914, the school has a proud tradition for preparing 

multi talented young women to take a leading role in society and in 
the professions, academia, the media and the arts.(1914年に創立され、マルチ

優秀な若い女性に社会の、そして、職業、学界、メディアと芸術の主要な役割を引き受けるように準備さ

せるため、誇り高い伝統がある学校です。) 
 
Impression We went to North Sydney Girls High School after school. 
I received a warm welcome from students and the teacher of a 
wonderful smile. I received a warm welcome from students and the 
teacher of a wonderful smile. I was surprised because everyone was 
a very good student of Japanese. And,They are very detailed about 
Japan.I was able to spend a good time. 
 

North  Sydney  Gir l s  High  
Schoo l  

WASABI GROUP 

 

UTS 

Sydney 
University 

12FP024 及川

磨子  



 

UTS（University of Technology, Sydney）との交流 
13FE082 武田果穂 

 
 
 
 
 
 

 

8/7 Thursday 

  CETでの授業の後、セントラルにある UTSを見学しに

みんなで行きました。そこで UTSの生徒と会い交流。みん

な日本が好きなあたたかい人たちばかりでした。キャンパ

スを案内してくれて、その後はなんとサキュラキーにも連

れていってくれました。 

本日はシドニーに来て初のフェリー乗船。乗ったのが夜だ

ったので夜景がとっても素敵でした。 

 Thank you!!! UTS’s students!!!!! Thanks to your guide, 

we really enjoyed today! 

8/9 Saturday 

 Today is Blue Mountains day!! UTSのみなさんと一緒

にブルーマウンテンに行きました。天気もよく、スリーシ

スターズもきれいに見えてほんとに最高！一緒に行きな

がら、シドニーのことを色々教えてくれる UTS のみなさ

ん…ほんとに優しい人ばっかりです（泣）。楽しかったー！ 

8/19 Tuesday 

 プレゼンテーションの日です。UTSの人たちに日本文化

についてのクイズをうけてもらいました。なんでそんなに

知っているの？と思わずツッコミたくなるぐらい皆さん

正答率がいい… お互いの国の文化を知ることが出来て、

とても充実した発表会になったと思います。 

 There are many different cultures in each country. It 

is very interesting for me! 

 今回紹介したことの他にも色々な交流をしました。一番に言えることは、みんないい人だったという

ことです。シドニーの研修のなかで UTSの人たちとの交流はかけがえのないものとなりました。とっ

てもとーーーっても楽しかったです＼（＾＾）／♡♡♡ 



日本とシドニーの文化の違い 
４年渡邊 桐夏 ２年佐藤 里咲 

８月３日から２５日までオーストラリアのシドニーで研修をしてきました。３週間の生

活の中で私たちが感じた文化の違いをつづろうと思います。 
 日本ではショッピングセンターなどのフードコートで食事をする場合、食べ終わったト

レイなどはそれぞれのお店の返却口に返しますよね。シドニーでは食べ終わったらその場

において退席します。私はそれが分からずお店に返却しに行ったら「置いておいて」と言

われ受け取ってもらえませんでした。日本がいかに丁寧な国か再確認できました。 
 また、日本では買い物をする際にレジに商品を持っていくとその商品を買う前提で店員

さんも対応しますが、向こうでは「買いますか？」とその都度聞かれます。これは商品の

中には値段が記載されていないものがあるようで、その値段を確認するお客さんもいるか

らこのように質問するようです。 
スーパーで会計してもらうとき、日本では買い物かごごと店員さんの前に置きます。し

かしシドニーでは買い物かごから商品を自分で出し、店員さんの前に商品を置かなくては

なりません。私はどうしてもこの習慣に慣れなくて、何回も店員さんにここに商品を置い

てくださいと注意を受けました。 
お店で、テイクアウトできる商品を買うと店員からソースが必要かどうか聞かれます。

そこで「いる」と答えるとソース代を追加で払わなければなりません。日本ではだいたい

無料なのでつい Yes と言ってしまいますし、店員が何を言っているか理解できずとりあえ
ず Yes と答えてしまいます。もしソースを間違って買ってしまってもおいしいので問題あ
りません。 
 シドニーの街中、観光地でよく犬の散歩をしている人を見かけました。ほとんどの犬に

リードがついていないことに驚きました。犬たちはお利口でいきなり走りだしたりせず、

しっかり飼い主さんの後をついて行ったり先を歩いたりしていました。シドニーはオース

トラリアを代表する大都市です。関東で犬がリードなしで散歩しているのと同じような感

じです。なかなか面白い光景でした。 
 向こうのトイレの便座は冷たいし、ウォシュレット機能も３週間で１度も見受けられな

かったのでここでも日本の技術は進んでいるのだなと思いました。トイレットペーパーの

向きも日本とは違って非常に使いにくかったです。 
 ホストファザーには「どうして日本の本は右側から始まるの？」と、ホストファミリー

の従兄弟からは「日本人は毎日寿司を食べているんじゃないの？」など向こうの人たちな

らではの質問が面白かったです。私たちが当たり前に思っていることも向こうの人たちか

らしたら文化の違いなのです。 
海外の友達を作りたいと思うのならば、行く前に Facebook を始めると良いと思います。
日本では LINEが友達になるための連絡ツールですが、海外では Facebookが主流のようで



す。帰国後も Facebookを通して交流することができます。 
シドニーには日本に興味がある学生が多くいます。興味を持ったきっかけを尋ねてみたと

ころ、アニメが好きだから日本にも興味を持ったと答える学生がほとんどでした。私たち

が知らないようなマイナーなアニメを知っている人がいる点、非常に日本語も流暢である

点も驚きました。 
３週間で貴重な経験ができました。学生のうちに留学してみたいな、でも一人は怖いな、

と思っている学生さんにはお勧めです。戸惑うこともありますが、1人じゃないので大丈夫
です。もし来年もシドニー研修があるなら是非参加してください。確実に得る物しかあり

ません。友達もできるし、自身の英語のスキルアップも目指せます。 
 
Sydney is a really beautiful city. I like it over there. Many thanks to CET, wasabi, UTS, 
host family, TFU students, Ken and Brian. My host mother is very good at cooking so I 
ate a lot of her dishes and ended up gaining 2kg. But since it was so delicious, I don’t 
mind at all. 
If I could speak more English, I think I would have become better friends with my host 
family and the other students from Sydney. I felt ashamed that I couldn’t speak English 
well. 
I would like to return to Sydney someday. I’m looking forward to meeting the people who 
helped me this time again. Thank you so much. 
 

I found out many different between Japan and Australia. Also, I was able to 
rediscover good points of Japan. So I didn’t go back to Japan, but I missed Japan. 
Sydney was very beautiful place and very comfortable to live in. I enjoyed every day. 
The three weeks that I stayed in Sydney were wonderful memory for me. If I have a 
chance, I would like to visit to Australia again.  

I appreciate all people involved with me. Thank you so much! 
 

   



Transportation             
 
 

 Rei Komatsu& Erina Suzuki 
 
ホームステイの場所により、通学で利用する交通機関は異なりますが、マイマルティ

カードを買えば、バスにも電車にもフェリーにも乗ることができるので、バス・電車・

フェリーを必要に応じて使い分けることができます。 
 
通学やショッピングに行くときにはバスが便利です。バス

を使う機会が一番多かったです。マイマルティカードを 1
週間に 1 枚買えば、それでバスも電車も乗り放題だったので
とても便利でした。マルティカードは有効期限が 1週間なので、週の終わりには新し
いカードを買うのを忘れないように注意が必要です。 
 

 
最初は乗るバスを間違えたり、道に迷ったりと、

困る瞬間もたくさんありました！ 
GPS機能を利用した「Trip View」というアプ
リがとても便利でした。バス停の場所を探すと

きや、バスの時間を調べるときに便利で、毎日

使っていました。 

 
 
平日に比べて土日ではバスの本数が減るので

注意が必要です。私たちの利用していたバスは、

平日には約 10 分おきに来ていたのですが、土
曜日・日曜日には 20 分おきだったので、予定
の時間に遅れることもあったので、土日には注

意が必要です。 
 
マルティカードが出てこなくなるなどのトラブルもありましたが、バスの運転手に言

えば何とかなります。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
オーストラリア（特にシドニー）は移民が多く、たくさんの人種の人達が住んでい

るのもあって、外国人にとても親切です！道に迷っても、他に人がいればなんとかな

ってしまうこともあります。上の表現は、道を尋ねる上でとても役立ちました。 
 
 バスの他にも、電車やフェリーなどの交通機関があり、それらの共通したポイント

は、とにかく大きいということです。電車もフェリーも、時々バスも二階建て。それ

に、場所がシドニーなだけあって、通学途中のバスの窓からオペラハウスが見えるこ

とも。広々とした席と、外からの景色も楽しめました。 
 
 特にフェリーは、日本では結構珍しい交通手段ですが、シドニーではわりとよく使

われる交通機関です。私達は、マンリービーチやタロンガ動物園に行く時に使いまし

た。観光地に行くのが目的でしたが、オペラハウスやハーバーブリッジ、そして綺麗

な海やビーチ…などなど、行く途中の景色も抜群だったので退屈しませんでした。目

的地に着くまで中でのんびりと過ごすのもいいですが、時折外の景色に目をやってみ

るのもいいです。 
 

 Excuse me. 
 Can you tell me the way to the University of Sydney? 
 Where is the bus stop? 
 Does this bus go to the University of Sydney? 

道に迷ったときに使える表現集！！ 



私は放課後やフリーな日に現地の大学生（UTS）の友達と遊ぶことが多く Darling Harborという場所に
よく連れてきてもらいました。ここには水族館や伝統的な中国の建造物がある Chinese Garden of 
Friendship など見所がたくさんあるので、多くの観光客が訪れる場所です。私達がちょうどシドニーに
いるとき、写真のような大きなカメが港に浮いていて絶好の写真スポットになっていました。ちなみに

去年はアヒルだったそう＾＾ 

    

 
このカラフルな写真は Laser Tagというものです。ジャケットを着て、敵と味方のグループに分かれて
撃ち合うシューティングゲームです。屋内で実際に動きながら打つので、リアリティ感があるし日本に

はあまりないタイプのゲームです＾＾ It was really fun and so exciting!!! 
▼COST 
＄12 for 1 games（15 minutes per 1 game） 
＄20 for 2 games 

          
 
Thanks to many friends, I could spend wonderful days and make many memories in Sydney. There 
are many beautiful and exciting things, so you will not get tired. I came to love Sydney and want to 
go back there soon. Thank you. 



13FS346 吉田千紗 

Museum of Contemporary Art(現代美術館) 

CIRCULAR QUAY駅を降りて左に進み徒歩５分で着きます！ 
開館時間は AM１０時～PM１７時までなので、ゆっくり中を 
見たい方は早めの時間に行くことをお勧めします。 
入館料は無料！FREEです！物価の高いシドニーを観光する 
人にとってはとてもうれしい観光スポットです。 
              美術館の中は絵画作品だけではなく、映像作品や 

大きいスペースを使って展示してある造詣作品な 

ど、さまざまな種類の作品がありました。なかに 

はスパイダーマンの後ろ姿の作品も。。。大学生の 

私達でも思う存分楽しめるような美術館でした！ 

すべて見終わって屋上に行ってみると CIRCULAR 
QUAYを見渡せるおしゃれなカフェがありました。 
そこでご飯は食べませんでしたが、きれいな景色を 
背景にたくさん写真を撮りました。 

 

Rocks(ロックス) 

上で紹介した Museum of Contemporary Art からすこし先へすすみ左へ曲が 

ると、Rocks のメインストリート George.St があります。このあたりにはた 

くさんのお店がありますが、ほとんど値段が高めのお店が並んでいるので、 

ウィンドウショッピングがおすすめです。なかには普通の値段のお土産や 

さんもあったので、探してみてください。 

 

 

 

 

 

最後に、、、 

わたしが一番お勧めするのは、CIRCULAR QUAYの夜景です。 
特に、夜にフェリーで帰ってきた際に見える夜景が最高です！！！ 
 

  



Darlingharbour 
 

These chocolates are very delicious! 
                   ̶ Lindt 
いろいろな味があるから食べ比べしてみると 

よいかもヽ(^ω^)ﾉ 

ただ、ちょっと高い．．．8こで 1000円くらい。 

スーパーでも売ってます。 

お土産にしたら喜ばれました。 

持ってくるときは要注意！シドニーは冬でも 

仙台は夏だからとけちゃう！ 

There are many shops in this building. 
Of course, there is Lindt café!! 
写真の下の方にうつってるあれの近くは 

あったかいから寒かったら近づいてみるといいかもー 

建物のなかのエスカレーターを使って上まで上れば 

くじらがみえます。なかなか大きいので見物ですよ。 

 

The view from here is good. 
You can see many kinds of fish in the aquarium. 
In there is a mysterious atmosphere… 
寒いけどよい場所です。 

ファインディング・ニモにも登場する場所らしい！ 

日が落ちるころが個人的にはよい感じ！ 

水族館の中にあるお店のチップスは美味しいからぜひ。 

 



SIGHTSEEING (CIRCULAR QUAY) 
 
シドニー発祥の地。ハーバーブリッジの橋台があり、古い町並みとポストモダンな文化が調和したシドニー市内

観光のメインであるとともに、シドニー北部へのフェリー発着所やシティレール駅、公共バスやシドニー･エク

スプローラーといった周遊バスの発着所といった交通の拠点でもあり、旅行者にとって重要なエリアです。 
 レストランやカフェ、多くのショップが立ち並び、週末にはフリーマーケットが開かれます。サーキュラーキ
ーは遊覧クルーズやフェリー・バスのターミナルとして交通の要所、そこから見える巨大な白い貝殻を幾重も合

わせたようなデザインの建築物が、シドニーの象徴・オペラハウスです。 
 
OPERA HOUSE  
オペラハウスには大小 5つの劇場があり、オペラや演劇、コンサートなど年間 1600以上のショーが上演され

ています。劇場のほかに、3 つのレストラン、6 つのカフェ・バー、ギフトショップ、リハーサル室や図書館、
ギャラリーなどが併設された複合施設です。1954年から 14年もの歳月をかけ、総工費は 1億 200万ドルを要し
て建てられました。2007年にはオーストラリアの世界文化遺産に登録され、20世紀を代表する近代建築物のひ
とつといわれていますサーキュラー･キー・イーストの海沿いの遊歩道には 
オープンテラスのレストランが並んでいます。海をはさんで反対側は 
ロックスエリア、前方にはハーバーブリッジが見え 
何度通ってもここを歩くと観光気分が盛り上がります!  
 
 
HARBOR BRIDGE 
「シドニーの顔」ともいえるハーバーブリッジは全長 1149ｍ、幅 49ｍで世界第２位のシングルアーチの橋で

す。シドニー観光の拠点であり、フェリーやクルーズ船が発着する海の玄関口でもあります。橋の上を歩くこと

ができるアクティビティーもあるのでシドニーに訪れた際にはぜひ参加してみてください！（But that’s a little 
expensive!） 

 

 
１２ＦＳ０１９ hiromi abe  

I can’t count how many 
times we went there !  

We got into a boat ,went 
shopping and had lunch 



M A R K E T   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Paddy’s Market(パディスマーケッ

ト) 
日時：木曜～日曜日、祝日 9時～17時 
場所：Central（セントラル）駅から徒歩 10分ほど 
 

 お土産を買うには最適の場所。キーホルダーや 
ボールペンなどが安く買えてお買い得。 
他にも洋服が売っていてお揃いで買ったり、 
寒いときに買い足すにはここが一番!! 

Rocks Market(ロックスマーケッ

ト) 
日時：週末の土・日 10時～17時 
場所：Circular Quay（サーキュラーキー）駅か

ら徒歩３分ほど 

 
雨が降っていても１番規模が大きかった。 
大切なひとへのお土産ならここがオススメ!!  
小物からアクセサリー、お菓子などいろんな物が

幅広く売っていたよ(*^^)v 

私たちはマーケットについて紹介します!! 
We introduce the market!! 

It’s yummy!!! 



 

Glebe Market(グリーブマーケ ット) 

 
 日時：土曜日のみ 9時～16時 
 場所：Sydney Universityから徒歩 15分 
 
モダンな雑貨が多く売っているマーケット。 
食べ物が売っている屋台も沢山あるので 
食べ歩きしながら見られるよ(^^) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Paddington Market(パディントンマーケット)  

  
日時：土曜日のみ 10時～17時 

 場所：Central（セントラル）駅からバスで約 20分 
 
日本人のおじさんが経営しているお店もあって、英語がわからなくても大丈夫!! 
唯一花も売っているマーケット。少しだけ体育館で開かれているお店もあった。 
 

Welcome to you!! 

It’s beautiful!! 

It’s nice!! 
I want to eat again!  



“Unnecessary things” 
・Japanese food & Cereal 

日本食が恋しくなるかもしれないと思って私は日本

からシリアルを持っていきました。他にもパックご飯

やインスタントみそ汁を持ってきていた人もいまし

た。しかしシドニーにも日本と同じようなシリアルが

あり荷物としてかさばるだけでした。ご飯はタイ米の

ようなパラパラしたようなお米を出してくれるホー

ムステイ先もあります。インスタントみそ汁に関して

は１人で飲みきれず残ってしまう人もいました。 

・Short sleeves 

シドニーの８月の平均気温は最高気温１８度最低気温が１０度です。日中日差しがある

ときは半袖で過ごせますが朝晩は冷えるので暖かい服装がオススメです。私は半袖を何

枚か持っていきましたが半袖 1 枚と薄い長袖やトレーナーがあれば少し暑いときは脱

ぎ着できるので良いと思います。冬でも紫外線が強いためサングラスは必需品です。 

・Hair dryer 

ホームステイ先にもよりますがドライヤーを使ってもいいよと言ってくれるホストフ

ァミリーもいます。また、日本製のドライヤーを持って行った人の中にはボルトの違い

により火が出てきたということもありました。なので、行く前にボルト数を確認するか

変圧器を買うか海外対応のドライヤーを持って行った方がいいと思います。他にもヘア

アイロンを持っていきたいと考えている人はボルト数を必ず確認してください。スマホ

やカメラの充電器はプラグがあれば海外でもそのまま使えるので大丈夫です。 

“Check in baggage & Carry on baggage” 
預ける荷物の重さは２０㎏まで（キャリーケースの重さも含む）で２つまで預けること

ができます。私は行きの時点で２９㎏でした。他の人が軽かったため全体で計算しても

らい追加料金は払わないで済みましたが、このようなことがないようまずは必要のない

ものはなるべく持って行かないようにするべきです。また、手荷物として重そうな物を

持ち込んだ方がいいかもしれません。ただ行くときに仁川空港で５時間ぐらい滞在する

ので手荷物が重いと大変だと思います。預け荷物や持ち込み荷物の大きさに関してはそ

れぞれの航空会社のホームページに記載されています。また、注意すべきなのは機内へ

の液体物の持ち込みです。１００ｍｌ以下の液体物しか持ち込めません。ハンドクリー

ムなども液体物になるので注意してください。必ず液体袋に入れて持ち込んでください。

帰りにお土産を沢山詰められるようにするためにも荷物は軽くして行った方がいいと

思います。 



Things to take 
◎Passport 

 Heavy electric equipment (Phone,digital camera) オーストラ
リア用のコンセントも持っていく。 

 Shampoo,rinse,body soap 3 週間分だけ小さいボトルに入れた方が良
い。荷物に重量制限があるため。 

 Towel (Big×3,small×2) バスタオルは 1日では乾かないので最低 2枚
必要。海に行った時にも使うから 3枚あると良い。 

 Credit card  予想以上にお金を使いたくなった時のため。 

 Japanese Money クレジットカードが使えなくなった時のため。 

 Bag 機内持ち込み用は、帰りにお土産入れるのに必要。普段の鞄は、学校
のテキスト入れるようにトートとかリュックとか。 

 Water bottle  ペットボトルの飲み物は高いから。 

 USB 大学のプレゼンテーションで必要。 

 Collapsible umbrella  雨が降る日もある。シドニーで買うと高い。 

 Electronic dictionary  大学で使う。 

 Medicine 風邪ひいた時。乗り物酔い用。 

 Wet wipes  食事の前に。水道が近くになかったり汚かったりした時に。 

 液体を入れる専用の袋 ないと不安。 

 

Clothes 
Sydney is cold in August. 

 Coat 冬用のコート。ほぼ毎日着る。 

 Scarf 朝、夕方にあると良い。 

 Shirt with long sleeves 週に 1 回しか洗濯できないから、多めに。パー
カー、セーター、シャツ。下着は 7，8あると良い。 

 Sandals 海に行った時、家で靴履いていることに疲れた時用。 

 Warm Pajamas 夜寒くて風邪ひかないように。 

 

※キャリーバックは重量制限があるから、１番大きいものじゃなくていい。 

※帰りはお土産で荷物が増えるから、現地で捨てて帰れるものがおすすめ。 

※無くした時のことを考えて、新しい物やお気に入りの物は持っていかない。 

※スマホやデジカメを首に下げるヒモがあると便利。 

※脚がむくむからメディキュットは大活躍する。寝るときに暖かい。 



 

These are many things Ayana and Satomi thought “oh my god!”  

わたし達がオーストラリアに行き、驚いたことや、珍しいものをいくつか選びまと

めました。 

 
１,ミルクライス(milk rice)  
 オーストラリアではパンはもちろんですが、お米も食べます。ビーフシチュー

と共に…というのは普通ですが、私たちが驚いたのはミルクライスです。これは、
お米を牛乳で煮込み、ふやかし、あま～く味付けをして食べるものです。初めて

見たときは、興味津々で、たくさんよそって食べましたが、正直、「もぅ要らない

かな。」と思いました(笑)でも、一度は食べてみるべきです！日本では経験するこ
とのない、オージーな食べ方を‼ 
 
２,横断歩道(pedestrian crossing) 
 日本の横断歩道は、どんなに短い横断歩道でも 30秒くらいは渡る時間がありますよね？でも、オース
トラリアの横断歩道は、渡る時間がとっても短い！歩行者用信号が青になってピコピコになるまでの時

間は、10秒もありませんでした。ほとんどの人は、信号が青になるのを待たずに渡っていました。もし
も、あなたがオーストラリアに行ったら、危ない光景を目撃できるでしょう。そして、時間がないとき

は勇気を出してわたってみましょう(笑)日本みたいに、遠くで青信号になった
のを見て走り出して渡ことは至難の業です！Be careful!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
３,電車(train)  

 オーストラリアの電車は、ダブルデッカーという

二階建てです！座るスペースがたくさんあるので、日本のようにギュウギュ

の満員電車ということは少ないです。私は日本に戻り、久しぶりの満員電車

に不満でした。しかも、全て自動ドアです。決してボタンを探そうとしては

いけません。1 
番気を付けなければならないことは、乗っている車両の場所です。オーストラリアの電車には quiet 
carriage があります。ここでは静かにしなければいけません！乗った時には必ず確認することをお勧め
します！ 
 
４,マイマルチパス(my multi) 
 マイマルチパスとは、電車もバスもフェリーにも乗ることのできる一定期間の間使うことのできるチ

ケットです。区間ごとに種類が異なり、あまり出かけない人はmy multi1、遊びに行きたい人はmy multi2、
もっと遠くに行きたい人はmy multi3が良いでしょう。ホストファミリーに頼らず自分で買いに行き、

G O M Things ‼  

Our goods of bitter memory 

(‘v‘ ;) 

 



I am an Ibis. 
Please give me 

some food!! 
 

I love drink (^0^) 
But I was very hard to 

find alcohol shop!! 

ややこしいチケットなので、ちゃんとマイマルチかどうか確認することをお勧めします！(笑) 
 
５、酒(alcoholic drink) 
日本では、お酒はコンビ二等で簡単に買えてしまいますが、シドニー

では、お酒専門店でしか、買えません。子どもが買わないようにと言

うことらしいです… 
私たちは、お酒を買うために近所の大きいデパートのお酒専門店に行き

ましたが、地下の駐車場にお酒専門店があり、パスポート確認（年齢確

認）、カバン検査を行なわされました。買う人も同行した人もさせられま

した。 
ちなみにお酒は１８歳～だそうです。 
 
６、車(car) 
シドニーも日本と逆で左側が運転席、右側通行だと思っていましたが、

じつは日本と同じで右側運転席、左側通行です！！ 
I was surprised!!ちなみに日本のブランドの車が多く、ホストフ
ァザーとマザーの車は TOYOTAでした。 
 
７、ダイソー(DAISO) 
シドニーにも DAISOがあった！！！しかし、ALL 2.80＄ショッ
プ。日本と同様、日用雑貨、日本のお菓子、傘など便利グッズが

たくさんありました。わたしは、日本のお菓子が食べたくなり、

うにあられを買ってしまいました。うにあられは、海外の人にも

ウケました。Uniarare was delicious～♪ 
 
８、鳥、閉店 
鳥(Birds) 
ハトやカモメも多いですが、IBISという大きな鳥が公園等でよく見かけました。
カラスのように様々なところにいて、えさを求め、空を今日も飛び回っているこ

とでしょう。 
 
閉店(closing time) 
日本では、24時間のお店が多いですし、通常のお店でも、8時ごろまでは、基本開いて
います。しかし、シドニーは、約 6時くらいには、多くの店が閉まってしまいます。 
毎週木曜日は約 9時ごろまでお店を長く開ける日となっているそうです。 
 



2014 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 

 

5/31:  Application deadline (23 students applied). 

6/6, 6/9, 17:40: Informational meetings with instructors and 
representatives from TFU Center for 
International Exchange and Nissin Travel. 

6/18~7/23, 17:40~16:40:  Pre-travel preparation classes  
(eleven classes total). 

8/3, 11:10: Meet at Sendai Airport. 

8/3, 13:10: Departure - Asiana Flight OZ-151 from Sendai. 

8/3, 15:40: Arrival - Incheon International Airport, Seoul. 

8/3, 20:30: Departure – Asiana Flight OZ-
601 from Incheon. 

8/4, 7:40: Arrival – Kingsford Smith      
                      International Airport, Sydney. 

8/4~8/23: Study and homestay in Sydney. 

8/24, 6:30: Meet at University of Sydney, proceed to Kingsford 
Smith International Airport. 

8/24, 9:30: Departure - Asiana Flight OZ-602 from Sydney 

8/24, 19:00: Arrival - Incheon International Airport, Seoul. 

8/25, 20:30: Check-in – Incheon International Airport Transit Hotel. 

8/25, 10:00: Departure – Asiana Flight OZ-152 from Incheon. 

8/25, 12:10: Arrival – Sendai Airport. 
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