＜西オ－ストラリア語学研修 日程と行程＞
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8月3日
（金）

8月4日
（土）

パース空港着
パース空港発
シンガポール着
シンガポール発
関西国際空港着
ＪＲ加古川駅北

利用航空会社
利用ホテル

現地時間 交通機関
行
程
06:00
専用バス 専用バスに乗車して、関西国際空港へ
08:45
SQ619 関西国際空港集合
10:55
空路、シンガポールを経由し、パースへ
SQ215 シンガポール到着後、乗継手続き
16:40
空路、パースへ
18:45
23:55
パース空港到着後、入国審査
01:15
専用車 専用車にてホテルへ
01:45
ホテル到着後、各部屋へ
＜パース アンバサダーホテル泊＞
09:15
各自朝食後、ホテルロビーに集合
09:30
専用車 専用車にて国立野生自然公園へ
10:00
国立野生自然公園にてガイドツアー(~11:15)
11:30
途中、パースにて昼食
13:30
専用車にて兵庫文化交流センターへ
14:00
日本語交流のチャターボックスに参加
16:00
専用車にてUWA(西オーストラリア大学)へ
UWAにてﾎｽﾄﾌｧﾐﾘ‐と対面後、各ﾎ‐ﾑｽﾃｲ先へ
＜パース ホームステイ泊＞
各 自 ホストファミリーと過ごす
UWAへの通学路確認
＜パース ホームステイ泊＞
09:00
各 自 AM：UWAクレアモント校にて語学研修
校内見学・授業
13:00
専用車 PM：ｷﾝｸﾞｽﾊﾟ‐ｸにてｱﾎﾞﾘｼﾞﾆ‐文化を学ぶ
15:30
＜パース ホームステイ泊＞
09:00
各 自 AM：UWAクレアモント校にて語学研修
13:00
PM：UWAクレアモント校にて語学研修
＜
15:30
パース ホームステイ泊＞
09:00
各 自 AM：UWAクレアモント校にて語学研修
13:00
PM：UWAクレアモント校にて語学研修
16:00
UWAの日本語研究会と交流
17:00
＜パース ホームステイ泊＞
09:00
各 自 UWAクレアモント校に集合
10:30
UWAにて修了式、キャンパスツアー
終了後、市内自主研修
17:00
ホームステイ先へ
＜パース ホームステイ泊＞
08:00
09:00

13:00
14:00
17:10
22:35
01:25
09:05
12:20

各 自 UWAクレアモント校集合
専用車 専用車にてフリーマントル海洋博物館へ
フリーマントル海洋博物館見学後、
散策・自由昼食
専用車にてパース空港へ
空港到着後、出国手続き
SQ214 空路、シンガポール乗継にて関西国際空港へ
シンガポール着後、乗継手続き
SQ618 空路、関西国際空港へ
入国審査後、解散。専用バスに乗車し加古川へ
専用バス到着後、解散

SQ（シンガポール航空） エコノミークラス
1 泊目 アンバサダーホテル（2 名～4 名 1 室利用）
2～8 泊目 ホームステイ
（1 家庭 2 名）

食事
朝：－
昼：機内
夕：機内

朝：○
昼：○
夕：○

朝：○
昼：○
夕：○
朝：○
昼：○
夕：○
朝：○
昼：○
夕：○
朝：○
昼：○
夕：○
朝：○
昼：○
夕：○
朝：○

昼：○

夕：機内
朝：機内

西オーストラリア語学研修

研修報告書

私は７月２４日から８月４日までの９日間、オーストラリアに語学研修に行きました。
向こうの人英語が聞き取れるか、きちんと意思を伝えられるか心配でしたが、行ってか
ら、それは杞憂だとわかりました。
【７月２７日（１日目）】
６時の集合時刻の２０分前に
着きましたが、既にほとんどの人
が集まっていて、どちらかという
と私は遅いほうでした。
バスで隣の席の子はＮさんで、
事前研修で隣の席だったので仲
良くなり、その後のホテルやホームステイ先も同じで、ホームステイが終わった現在で
も頻繁に連絡をとっています。その後、先生たちや航空会社の方たちに挨拶をし、バス
に乗り込み関西空港へ行きました。
関西空港には予定より早めに着いたので、自由時間があり、自由時間はＮさんとコン
ビニに行ったり、液体は飛行機に持ち込めないので、飲み物を処分したりして過ごしま
した。
私の担当してもらった先生は東播磨高校の西山先生で、東播磨高校のＳ君、Ｈさんと
高砂南高校のＮさん、それから私の４人グループで行動し、西山先生の指導の元、荷物
検査や出国検査を済ませ、飛行機に乗り込みました。
オーストラリアへは、直接オーストラリアに行くのではなく、シンガポールで乗り継
ぎます。シンガポールまでの飛行機の隣の席はＮさんで、あらかじめ買っておいたお菓
子をたべながら雑談していました。残念ながらシンガポールからオーストラリアまでの
飛行機は隣の席ではありませんでしたが、通路を挟んでは
いますが近くだったので少し雑談しつつ、映画を観たりし
ながら、睡眠をとりました。
パースに着いて入国検査をし、バスに乗ってホテルに向
かいました。オーストラリアは日本よりもシートベルトの
取り締まりが厳しいので、必ずシートベルトをするように
言われました。
２時くらいにホテルに着いて、Ｎさんとお菓子を食べな
がら話しながら軽く荷物整理をし、３時くらいに寝ました。

【７月２８日（２日目）】
朝６時３０分、アラームで目が覚めました。
再び寝てしまわないうちに目を覚まそうと顔
を洗って歯を磨きました。Ｎさんがなかなか
目を覚まさないので起こしましたが、なかな
か起きず、つられて私も二度寝してしまって
いました。気が付くと集合時間の１時間前で、
急いで着替えて、朝ご飯を食べました。幸い
にも、レストランには先生や一緒に研修に来
た生徒もいたので間に合いそうでした。
バスに乗り、国立野生自然公園に行きまし
た。案内をしてくれた方は日本語を話せない
ので、旅行会社のオーストラリアに滞在して
いる方が通訳してくれました。カンガルーに
触ったり、餌やりをしたりました。カラフル
な鳥をみたり、蛇を抱っこしたり、コアラに
触ったりしました。たくさんの動物とふれあ
い、とても楽しかったです。
昼食を済ませた後、兵庫交流文化センター
へ行き、オーストラリアがどんなものか説明
してもらった後、日本語交流のチャターボッ
クスに参加しました。現地の一般的なお菓子
とジュースをもらい、食べながら頑張って英
語で話しました。みんなとても日本語が上手
でした。
記念撮影をした後、UWA に向かいました。
バスの使い方を教わったりした後、ホストフ
ァミリーと初対面をしました。ホストファミ
リーの名前は Genevieve さんで、ジェネヴィ
ーヴという発音です。
ジェネヴィーヴさんに車で家に連れて行っ
てもらい、家にどこに何があるか教えてもら
いました。蛇口が二つあり、飲み水用と別れ
ていることを教えてくれました。また、日本
よりごみの分別がしっかりしているように感じました。トイレットペーパーが日本より
分厚かったり、浴室と浴槽が分かれていたり、日本との違いを感じました。

】
【７月２９日（３日目）
貸してくれた部屋はとてもきれいでし
た。リビングにも花を飾っていたり、い
ろいろ飾りを置いていたり、装飾をする
のが好きらしいです。朝は６時３０分に
起き、朝食を食べた後、明日からは自分
達だけで行かなければいけないので、車
で大学への行き方を途中まで教えてもら
いました。

そのままショッピングモールに行って、ジェネヴィーヴさんのおすすめのお店で、服
やアクセサリーを見ました。そしてチョコレートラテを飲み、スーパーに行きました。
調べてみると、オーストラリアで有名な大型スーパーらしいです。買い物をしていると
き、「チーズは好き？」と聞かれましたが、チーズがうまく聞き取れず、チョイスに聞
こえました。そこで明日からのお弁当の材料を買いました。
家に帰ってから、ジェネヴィーヴさんが作ってくれたサンドイッチを食べました。自
由にしていいよ、と言われたので、少し外に出て散歩をしたり、テレビを見たり、明日
の用意をしていました。
作ってくれた夕食をみんなで食べた後、映画を見ました。おすすめしてくれた映画は
日本で見たことがあるもので、私も好きな映画でした。出てきた人の服がきれいだ、と
いう話をしました。見終わったとき９時くらいだったので、UWA への行き方やバスの
使い方を確認し、仕事のある日を教えてくれた後、ジェネヴィーヴさんは部屋に戻り、
私たちはお風呂を借りたあと、１日の振り返りをし、明日からの大学に備えて準備をし
たあと、Ｎさんと、書いてもらった地図と午前中に教えてもらったときの記憶を照らし
合わせて確認した後、明日寝坊しないように早めに寝ました。

【７月３０日（４日目）】
今日は初めて自分達だけ
で行かなければいけなかっ
たので緊張しました。朝食
にシリアルと紅茶を食べて
バスに乗りました。
バスに乗って最初に驚い
たのは、みんなスマートラ
イダーという IC カードの
ようにして使うものを使っ
ていたということです。そ
して、次に驚いたのはみん
なバスを降りるとき、運転
手に「Thank you.」と言っ
ていたことです。一番驚い
たことは、次に止まるバス停の名前を放送しないことです。どこに止まるのかわからな
いうえに、移動手段の基本がバスなのでバス停が多く、相当近くにならないとボタンを
押せないので何度か押す場所を間違えたりしてバスに乗るのに凄く緊張しました。
なんとか予定のバス停で降りた後、１０分程度歩いていかなければならないので、書
いてもらった地図と前日口頭で説明してもらったのを頼りに進みましたが、途中で道に
迷ってしまったので、聞き取れるか不安でしたが、歩いていた人に道を聞くと、意外と
聞き取れたので、目的の場所に着くことができました。
事前にテキストが配られたので学校の授業のように授業を進めていくのかと思って
いましたが、遊びを交えながら英語で説明をしたりしました。
午前中の授業が終わり、昼食も済ませると、バスに乗ってキングスパークに行きまし
た。キングスパークにはアボリジニが利用していた植物を見て回りました。写真にのっ
ている木の実は草笛のように音を鳴らすことができます。残念ながら笛を鳴らすのは難
しく私は鳴らすことができませんでした。他にも包帯として使う植物やコーラのような
香りのする鼻通りをよくする葉なども教えてもらいました。
放課後はＮさんと昨日ジェネヴィーヴさんと行ったショッピングモールに行きまし
た。服や雑貨、お菓子などお土産を買いました。
帰りもバスを使うのにてこずりましたが、なんとか降りるバス停を間違えずに家に帰
ることができました。家に帰ると、ジェネヴィーヴさんが夕食を用意してくれていまし
た。紅茶を飲みながら今日何をしてきたか、などの話をしていました。この日おすすめ
してくれた映画も日本で見たことのある映画で、３人で話しながら見たあと、明日の用
意をして眠りました。

【７月３１日（５日目）】
今日は朝食にトーストを食べました。蜂蜜のハニーが
ハミィに聞こえました。簡単な単語でも、普段聞く英語
と全然違うとわからないものだと思いました。
緊張しつつも、バス停を降り間違えることも道を間違
えることもなく無事にたどり着くことができてよかっ
たです。
相変わらずテキストを使うことなく授業をしました
が、４つにわかれたクラスのうちテキストを使っていな
いのは私のいるクラスだけのようでした。苦手だと思っ
ていた人が本当はいい人だと知れてよかったです。
放課後は今日もＮさんとショッピングモールに買い物をしました。Sport girl という
店に行きました。派手な色の化粧品や大きいサイズの服など、日本にはあまりないもの
がたくさんありました。他にもたくさんのお店に行きました。他の服屋にも行きましが
どこも基本のサイズが大きくて、日本とは違うな、と改め
て思いました。どこの店の人も優しくて、お金の使い方が
あやふやな私たちにどのくらいドルがいるか、紙幣の数字
を見せながら教えてくれました。
バスを待っている間、ペットボトルの飲み口が日本のも
のに比べてとても短いことに気づきました。バスが来て、
心配だったので乗るバスがあっているか運転手さんにきい
たら、降りたいバス停が近づくと運転手さんが声をかけて
くれました。バスに乗っているときに気づきましたが、オ
ーストラリアにはたくさんの人がいるので日本語を
話さなければ現地の人と思われていたので日本とは
違うなと思いました。
ドアを開けてもらったとき、「Sorry,」ではなく
「Thank you,」と言っていました。オーストラリアに
来てからよく「Thank you.」を使うなと思いました。
日本は何かをしてもらった時、
「ありがとう」より「す
みません」と言うことのほうが多いので、日本も見習
うべきいい文化だな、と思いました。
家に帰ってからは、用意してくれた夕食を食べて、映画を見ました。初めて見る映画
だったので、英語だけで見られるか心配でしたが、意外としっかり内容が分かって嬉し
かったです。だいぶ英語で話すことにも慣れてきて、ジェネヴィーヴさんの言葉も最初
のころに比べてしっかり聞き取れるようになりました。

【８月１日（６日目）】
今日は６時５０分に起き
てしまったので、少し急ぎ気
味に用意しました。朝食はシ
リアルに牛乳を入れて食べ
ました。日本とは味が違って
いて驚きました。
だいぶバスにも慣れ、ボタ
ンを押すタイミングを失敗することもなくたどり着くことができました。
授業では、オーストラリア訛りにはどんなものがあるのか教えてもらいました。まっ
たく言葉が違っていて驚きました。そして、ホストマザーに手紙を書きました。
放課後は大学の日本語研究会の人たちと交流しました。日本語と英語の混ざった会話
でお互いの好きなものの話をし、特に映画の話で盛
り上がりました。なかなか話がかみ合わなくて大変
でしたが楽しかったです。
家の近くのバス停に行くバスは１時間以上後だ
ったので、家に着くのは７時を回ってしまいそうだ
ったので、歩いて帰ることにしましたが、すごく雨
が強くて大変でした。Google の地図をもとに家を
探しました。途中までうまく進めましたが、傘も壊
れ道に迷ってしまったので、ジェネヴィーヴさんに
電話して、助けてもらいました。嫌な顔せず来てく
れて本当に嬉しかったですし、感謝しています。
その後はいつも通り夕食を食べて映画を見まし
た。映画を見ているとき、イチゴのアイスを出して
もらいました。映画を見た後は仕事で疲れていたら
しく、いつもより早めに寝てしまいました。
明日がジェネヴィーヴさんの家で過ごせる最後
の夜なので、ジェネヴィーヴさんに感謝の気持ちを
伝えるためにお土産や手紙を渡す段取りを話し合
った後、雨に打たれて疲れていたので早めに眠りに
つきました。
オーストラリアに来てジェネヴィーヴさんと過
ごした時間はとても短かったですが、あと１日とい
うのは翌日の最終日よりも寂しく感じました。

【８月２日（７日目）】
今日で大学に行くのも最後です。１つの場所に集まっ
て、担任の先生からコメントと卒業証書のようなものと
絵本をもらいました。
UWA の中を見学出せてもらいました。建物がすごく
きれいで、昨日まで使わせてもらっていた別館には煙草
を吸っている人がたくさんいましたがこちらの本館に
はいませんでした。
雨が降ったりやんだりで動きにくい天気でした。写真
の青い孔雀は授業で使用するらしいのですが、檻に入れ
られたりつながれたりされていませんでした。
昼食をとるスペースにはたくさんのカ
フェがありました。つねに人がたくさんい
て、にぎわっていました。
大学内には大学のモチーフのグッズを
売っているお店もありました。
一番下の写真の場所は普段は立ち入れ
ないところらしいです。壁には校章のよう
なものが飾ってありました。日本の交渉と
は違いどれも飾りの多いものでした。
この後はパースの街をそれぞれ観光しました。お土産がたくさん売っているお店でた
くさんお土産を買いました。古本屋で本をたくさん見ました。日本の本とは全然違って
いて、表紙も薄く、カバーもない上に文庫本にしては大きく、単行本にしては小さいサ
イズのものが多かったです。雑貨屋や服屋でも、日本ではあまり見ない派手な色使いの
ものが置いてある店が多かったです。
道に迷わないように、少し待ちますがバスを使って帰ることにしました。待っている
と、今朝乗ったバスに乗っていた小さい女の子を見かけました。女の子も私たちのこと
を覚えてくれていたらしく、お母さんに報告している様子がとてもかわいらしかったで
す。
今夜はジェネヴィーヴさんと過ごせる最後の夜だったので、お土産と手紙を渡しまし
た。お土産には漆器のワイングラス、千代紙、手ぬぐいなどを渡しました。手紙は折り
紙に書いて鶴を折って渡しました。とても喜んでくださりました。その場で声にだして
読んでくれた時は、少し恥ずかしかったですが嬉しかったです。鶴も喜んでくださって、
手紙だと伝えたときはすごく驚いてくれました。漆器なのでワイングラスの取り扱い上
の注意を英語で説明するのが難しかったです。最後の夜なので寂しかったですが後悔な
く過ごせたのでよかったです。

【８月３日（８日目）】
最後の朝を迎えました。ジェネヴィーヴさん
とは大学でお別れするので一緒に大学まで行
きました。ジェネヴィーヴさんは仕事があるの
ですぐに行ってしまいましたが、来てくださっ
て嬉しかったです。
その後、バスに乗ってフリーマントル海洋博
物館へ行きました。船や当時使用されていた物
のレプリカなどを見ました。博物館のすぐ横に
ある海は有名な波の強い海らしいです。
海洋博物館を出た後はフリーマントルで買
い物をしました。本屋に行き、絵本と漫画を見
ました。絵本は日本にあるのとほとんど同じ感
じでしたが、漫画は小説と同じように、サイズ
は大きめでカバーがありませんでした。日本の
漫画のコーナーもあって３冊買って、中を見て
みると、擬音の表現が日本のものと全然違っていて面白かったです。
いろいろなお店のはいった市場のようなところに行きました。石鹸、果物、ミサンガ、
お菓子などを売る店がありました。日本では見ないものがたくさん売っていて、見て回
るのは楽しかったです。
その後、街中を歩いているとすぐ近くでいろいろな種類の鳥の鳴き声が聞こえてき
て、Ｎさんも私も鳥が苦手だったので怯えていると、
音の元は笛を売っているおじさんからだと気づき来
ました。目が合ったので話していくとどうやらおじさ
んは日本が好きだとわかり、「金、カラオケ、酒、銀
座が好き！日本に行ったとき銀座のカラオケで日本
酒を飲んだのが楽しかった！！」と言っていました。
別れるとき、お店で売っている笛をくれました。現地
の人と話せてとても楽しかったです。
ジェネヴィーヴさんが持たせてくれた昼食のサン
ドイッチを食べようと思って、お店のテーブルを借りるために、虹色のアイスを買おう
と思いました。お店の人につたない英語で話しかけると、商品を受け取るとき「はい、
どうぞ。留学？」と日本語で返され驚きました。日本語研究会や市場でも日本人留学生
がいて、日本人がすごく多いな、と思いました。
集合後、バスに乗って空港に向かいました。日本から行くときと同じようにいろい
ろ検査を済ませ、全員無事に飛行機にのりました。

【８月４日（９日目）】
飛行機を乗り継ぎ、疲れていたのですぐに
眠りました。
日本に着き、入国検査を済ませバスに乗り
加古川駅に行きました。日本についた、とい
う感覚はあまりありませんでしたが、日本に
ついてホッとする気持ちよりもオーストラ
リアにもっといたかった、という気持ちのほ
うが強かったです。
オーストラリアに行けて、本当に良かった
です。

【感想】
私はオーストラリアに行けて本当に良かったです。向こうで出会ったたくさんの人の
おかげで私は英語だけでなく他のこともたくさん学ぶことができました。
ジェネヴィーヴさんには本当にお世話になりました。少し咳をしただけでもすごく気
にかけてくださったり、苦手なものはないかこまかく聞いてくださったりと、私たちの
ことをすごく気にかけてくださる、本当に優しい方でした。私の英語の語彙力では伝え
たいことを存分に伝えられず、すごく歯がゆい思いです。もっと英語を勉強して、ジェ
ネヴィーヴさんに伝えたかったことを余すことなく伝えたいです。ジェネヴィーヴさん
には言葉では伝えられないほどの感謝でいっぱいです。
出会った人たちのおかげで私はたくさんのことを学びました。日本にいるだけでは学
べなかったことをたくさん学べました。私の好きな言葉は「Thank you.」です。オース
トラリアではたくさんの人が謝るより感謝の言葉を使っていました。私はそのことがす
ごく印象に残っていて、これからも忘れずにいたいと思いました。
この研修を通して、私は一回りも二回りも大きく成長することができたと感じていま
す。JTB のみなさんや先生方、またオーストラリアで出会ったたくさんの人々、もちろ
ん両親には感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんのおかげで、本当に充実した９日間を
過ごすことができました。今回学んだことを活かし、将来の夢に役立てたいです。

