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2014 英語で学ぶ西オーストラリア研修概要

１．研修趣旨、目的

学生の海外体験は外国語能力の向上、異なる文化に対応できる能力を育成する上で有意

義である。本研修では、これまで学生の海外派遣・語学研修で実績のある西オーストラリ

ア州パースにて、「英語で学ぶ」学習体験プログラムを実施する。

２．訪問日程

２０１４年３月６日（木）～３月１５日（土）

３．訪問スケジュール概略

３月６日 （木）関西空港発、シンガポール経由で西オーストラリア州パースへ

３月７日 （金）パース着、夕食会の後ホテル泊

３月８日 （土）パース市内散策、インド洋海岸散策、西オーストラリア州兵庫文化交

流センター交流会参加、ホームステイ泊（１３日まで）

３月９日 （日） 自由行動

３月１０日（月）カーティン大学学内見学、国際部長、副学長、国際交流担当教授との

懇談会、国際局主催昼食会、学生案内による学部見学

３月１１日（火）公衆衛生学部研究室訪問、学内散策、県立大学学生主催昼食会（職員

や学生が参加）、西豪州議会議事堂訪問、下院・上院議会傍聴

３月１２日（水）ウイレトン高校訪問、日本語授業参加、校内見学、日系企業訪問、在

パース日本国総領事館訪問

３月１３日（木） 自由行動

３月１４日（金） 公衆衛生学部訪問＆講義受講、学内美術館見学、学生との交流、パ

ース空港発、シンガポール経由で関西国際空港へ

３月１５日（土） 関西国際空港着、解散

４．参加人数

７名（経済学部２名、経営学部１名、看護学部１名、環境人間学部１名、理学部２名）

主催 兵庫県立大学国際教育交流センター

協力 西オーストラリア州兵庫文化交流センター、カーティン大学国際局



「特別な 10 日間で感じたこと」

経済学部 2回生 女子学生

わたしにとって初めての土地。ずっと行ってみたかった国、オーストラリア。見えるも

の、聞こえるもの、肌で感じるものすべてが新鮮で、ずっと五感を研ぎ澄ましていました。

車の中でさえ眠るのがもったいなく思えました。わたしがこの 10 日間で、自分の体で感じ

たことを報告したいと思います。

一番初めに見たものは、飛行機から見える景色。赤色と深い緑色の土地が広がり、着陸

予定時間間際に突如現れたパースの街並み。日本とはまったく異なる広大な土地を見るこ

とができました。

次に感じたのは、日本との空気の違い。南半球に位置するオーストラリアは夏なので暑

いのはもちろん、空気は乾いていて、湿気がないせいか軽く感じられ、日差しは肌に刺さ

るように強く感じました。日本ではありえないほどの高気温のために道端の木が焼けてし

まうほど。そしてわたしたちの周りで聞こえる言葉は英語、英語、英語…。当たり前のこ

とですが「日本語が聞こえない！」という環境で、ワクワクしました。

今回の研修では、さまざまな立場の方々から、日本とオーストラリアの関係性について

お話を聞くことができました。参加した学生の学部がバラバラだったのに、経済に関連す

るお話を多く聞くことができて、とても勉強になりました。エネルギー問題や輸出入の関

係、オーストラリアの経済状況など、興味のある分野について知識を得ることができまし

た。

この研修で出会った人々が日本に興味を持っている人が多かったせいかもしれませんが、

日本に対するイメージは良いように感じました。日本を訪れたことのある人や、日本車が

とても多かったこと、日本の食材を使った食べ物など、日本のモノが浸透しているようで

した。ホームステイ先の家族も日本食に興味があったようで、写真で見たことのある巻き

ずしの作り方や味噌汁、日本のうどんのことなどを聞かれたので、何とか説明しましたが、

自分が当たり前に知っているものでも、英語で説明するのはとても難しく、うまく伝えら

れなくてとてももどかしい気持ちになりました。

自分の語力のなさを痛感した一方で、オーストラリアで日本語を学ぶ学生が上手に日本

語を話すことにとても驚きました。わたしたちが英語を学ぶのと同じように、またはそれ

よりも厳しい環境で日本語を学んでいるのに、こんなにも差があることに衝撃を受けまし

た。学ぶ意欲の違いを感じ、自分はもっともっと頑張らないといけないと思いました。

様々なことを感じ、学んだこの 10 日間。多くの人との出会いひとつひとつが大切で、長

く一緒に過ごしたオーストラリアの学生はもちろん、空港での出会い、美しい景色も少し

でも多く覚えていたいです。今度、行く機会があれば、もっと長い期間で行って、もっと

多くの人と出会えるようなことをしたいと思います。



「西オーストラリア短期研修を終えて」

経済学部１回生 男子学生

パースは、海外への天然資源輸出、及び海外からの投資によって経済発展した都市であ

る。物価も日本の約 2～3倍程度あり、バブル景気を実感した。

今回の研修では、カーティン大学をはじめとして西オーストラリア州議会、日本領事館

などの公的機関も訪問し、貴重な体験をすることができた。

以下、訪問した施設と概要。

3 月 8日（土） 第 3 日目

西オーストラリア州兵庫文化交流センター

・吉田所長から兵庫県と西オーストラリア州の関係についての講和を拝聴。

・パース市民との交流会に参加。

交流センターの 2階は日本人学校になっており、幼稚園から小学校までの日本人を親に

持つ子供が通っていた。日本人の親は自分の子供を小学校までは日本人学校、中学校から

は現地の学校に通わせる傾向が多いようだ。交流センターには日本の本、漫画、雑誌、DVD

があり、現代日本の文化を知ることができるようになっていた。週 2 回チャターボックス

と呼ばれるパース市民との交流会があり、兵庫県を PRする場にもなっているようだ。

3 月 10 日（月） 第 5日目

カーティン大学国際局

・カーティン大学国際局長、Simon Ridings 教授と面会。その後歓迎昼食会。

西オーストラリア州はアジアからの移民が多い。そのためカーティン大学にも多くの留

学生が在籍している。最近になって大学の経営は教授出身者ではなくプロの経営者が行う

ようになり、教員の評価や留学生の獲得に力を入れるようになった。

西オーストラリア州議会

・上院、下院の議会を見学。

日本の国会と同じように、選挙で選ばれた議員で構成される下院と国会内で選出される

上院の二院制だった。議長は両院を交互に移動する。この日は下院におり、上院の議長席

は不在だった。

見学者席で見学していた際、議長が「兵庫県立大学から来た学生だ。」と議員たちに紹

介していた。兵庫県と西オーストラリア州のつながりの強さをここでも実感した。



「2014 英語で学ぶ西オーストラリア州短期研修に参加して」

経営学部１回生 女子学生

今回、私はこの短期研修に「海外での生活を体験」、「異文化交流」をしたいという理由

で参加しました。また、小学生のころからオーストラリアに憧れがあり、時間のある大学

生活で海外に行きたいと考えていたので決意しました。

ホームステイでは日本の生活と違うことが多かったですが、楽しく過ごすことができま

した。ホストファミリーの方々はオーストラリア独特の英語についてなど、たくさんの面

白い話をしてくれたり、私の片言の英語を真剣に聞いてくれたりしました。自由行動日に

は、パースで有名な場所に連れて行ってもらい、本当に親切にしていただきました。ホー

ムステイをしていて 1 番驚いたのは、日本料理についてです。家にはわさび、醤油、うど

んなど日本の食べ物がありましたが、調理法までは知らないようでした。夕食にうどんを

作ってもらいましたが、日本とは違う調理をしていました。また、うどんの麺が入ってい

たパッケージの写真がパスタになっていました。パースの街には日本料理の店をよく見か

けましたが、家庭料理としてはまだ馴染んでいないのかなと感じました。

パースの街の雰囲気も私にとっては、新鮮でした。海も川もきれいで、川にはブラック

スワンがいました。日本では、動物園くらいでしか大きな鳥は見たことがありません。全

体的に自然が豊かでした。日本では感じることのできないことだと思います。パースは世

界で 1 番美しい都市といわれている意味が分かりました。ただ、物価が高くて生活するの

は大変だと感じました。この短期研修では、普通の旅行では行かないような場所に行くこ

とができました。オーストラリアと兵庫県のつながりや経済状況などのお話は興味深いも

のでした。兵庫文化センターやカーティン大学などでお会いした方の中には、日本語の上

手な人が多くて、楽しく会話することができました。日本のことをよく思っている方々に

海外で出会えてうれしかったです。

10 日間と短い期間でしたが、初めての海外でたくさんのことを学び、経験を得ることが

できました。出発前は自分の英語力で大丈夫なのだろうかと不安でいっぱいでしたが、充

実した時間を過ごすことができました。また、今後の目標を見つけることができました。

それは、英語力の向上と積極性を身に付けることです。ホームステイはとても楽しかった

のですが、自分の思いを英語で伝えることが難しかったです。ある外国人の方が言ってい

た「習うより慣れろ」。日本で英語の勉強をするだけではなく、機会があれば海外に行って、

英語に慣れたいです。また、何かをするときには積極性が大事だと思いました。これらは、

将来役に立つものになるのではと感じます。この短期研修は様々な発見をさせてもらった

ので、参加してよかったです。短期研修を通して出会った方々には、かけがえのない経験

をさせてもらえたこと、楽しい思い出を一緒に作れたこと、本当に感謝しています。



「2014 英語で学ぶ西オーストラリア短期研修を終えて」

看護学部１回生 女子学生

三月六日～十五日の十日間は私にとって貴重な経験となりました。

最初は、一度しか顔を合わせていないみんなと一緒にオーストラリアに行って楽しめるか

どうか不安でした。また、パースについてからは、初めてのホームステイで少しの緊張と

これからの生活に対してワクワクしている自分がいました。私のホームステイの家の方は

とても優しく、なるべく私たちが理解しやすい英語で会話をしてくださり毎日の生活が楽

しかったです。

パースは本当に自然が豊かでビーチも多く、そこに住んでいる人たちものんびりとその自

然を満喫しているように見えました。カーティン大学の駐車場の多さとキャンパス内の広

さには驚かされました。そこはまるで家のようになんでも揃っていて、学生が利用しやす

い環境が整っていました。大学には大内先生の知り合いの方が多くいて、大学の案内を看

護学部の加川さんにしてもらい、わずかな時間でしたが看護の先輩から色んな話を聞くこ

とができ、看護師を目指す私にとってはよい刺激となり、自分の将来について考える視野

が広がりました。

この短期研修では高校や KEPA、西オーストラリア州議会議事堂、総領事館など色んな場所

を訪問しました。その中でも、兵庫文化交流センターではチャタ―ボックスで日本語を勉

強しているオーストラリアの方たちと交流をしました。予想以上に話は盛り上がり、喋っ

ていたらあっという間に時間がすぎてしまいました。この時に初めて、英語をもっと話せ

るようになりたい、自分自身のことをもっと伝えたいと強く思いました。また自由行動日

でバスに乗る際、英語が伝わらずとても悔しい思いをしました。

武智先生がおっしゃっていたようにモチベーションをいかに保って英語を勉強するかとい

うことが重要だと思います。私は外国人の気質や生き方、考え方が好きだし、たった一週

間の滞在でしたが、それが自分にもあっている気がしました。日本に戻った今、またパー

スに行きたくなりました。カーティン大の学生やホームステイの方と Facebook で連絡を取

り合っています。今回の研修に参加したことによってたくさんの人とのつながりが出来た

ことが嬉しいです。

私にとって忘れられない大切な思い出になりました。



「西オーストラリア短期研修報告書」

環境人間学部２回生 女子学生

１日目は、PAN PACIFIC ホテルで武智先生と夕食を食べ、初めてのオーストラリアの食事で

したが、日本と少し違ったところは、デザートの種類が豊富で色鮮やかだったところでし

た。2 日目は、朝全員でパース市内を散策しました。カンガルーのオブジェがあったり、広

大な敷地を散歩したり、オーストラリアのスーパーで買い物したりと初めての経験をしま

した。その後、兵庫交流文化センターに行き、日本語を勉強している外国人と会話をした

りと、少し自分の英語力を試すことができました。そして、この日初めてホストマザーと

お会いして、ホームステイ生活が始まりました。夕方、家の近くのスワンリバーに連れて

行ってもらい、オーストラリア人の家族の休日の過ごし方を見ることができました。オー

ストラリアは日本と違って仕事が終わるのが早いので、家族そろって BBQ をしたり川の側

でゆっくりご飯を食べているのを見て、日本ももっと家族で過ごす時間があればと思いま

した。3日目は、ホストファミリーとの自由行動で、まずはペンギンアイランドに連れて行

ってもらいました。船で島へ渡り、海岸を歩いたりペンギンショーを見たり、大自然を身

近に体験することができました。その後、フリーマントルに行き、昼食会に参加させても

らいました。そこには、留学に来ている他の外国人の学生もいて、おいしく食事をしなが

ら英語で会話をすることができたので、とても勉強になりました。4 日目は、初めてのカー

ティン大学で様々な場所を案内してもらった後に、大学内の広場で BBQ をセッティングし

てもらえたので、カーティン大学の学生も交えて食事をしました。5 日目は、武智先生の研

究室でお米を炊いて、大学の学生たちと一緒におにぎりを作りました。スピーカーズコー

ナーで持ち寄ったおにぎりやご飯をみんなで食べながら会話をし、外国人の友達ができた

ので、さらに英語力を高めたいと思いました。その帰りに、キングスパークに行ってパー

ス市内を見渡したり散歩したり、のんびりとした時間を過ごしました。6 日目は、ホストフ

ァミリーとスワンリバーのほとりで BBQ を行いました。オーストラリアでは、BBQ 用のグリ

ルが広場に設置されていて、炭などを使用しなくてよいため、後片付けも簡単で手軽な感

じがいいと思いました。7日目は、ウイルトン高校を訪問し、日本語を専攻している生徒た

ちと触れ合うことができました。日本語教室では、実践的な会話を勉強していたので、私

たち日本人は英文法ばかり勉強していかに英会話を勉強していないかを実感したので、こ

れからは英会話中心に学びたいと思います。夕方はホストマザーと野生のカンガルーを見

に行き、親子カンガルーを至近距離で見ることができました。8 日目は自由行動で、フリー

マントルやパース市内で買い物をし、初めてオーストラリアの電車とバスに乗りました。

英語で説明するのが難しかったり、日本と仕組みが違ったりと、乗り降りするのに苦労し

ました。全体を振り返って、自分がどれだけ実践的な英会話を勉強していなかったかを実

感したので、高校の英語より中学の英語を見直す必要があると感じました。今回の研修で

は、自分の中の世界観が広がるいい機会になりました。



「西オーストラリア研修感想」

理学部 3 回生 男子学生

3 月 6 日から１５日の 10 日間、私は英語で学ぶ西オーストラリア州短期研修に参加して

きました。私は海外への渡航経験はなく、学部生のうちに海外に一度でも行くよう周りか

ら言われていたので今回のこのような研修は周りが県立大生とあって私にとって大変参加

がしやすかったです。

私たちが訪れたパースは初日とても暑かったですが、空気が乾燥し、青空が広がってとて

もきれいな美しい街だと思いました。初の海外で当たり前でしたが、周りの人が日本人で

はないことや電光掲示板等の表示が英語だけのことに驚きと興奮の連続でした。街の造り、

スーパーにある食材、物価と日本に住んでいると決して見ることができない光景がほとん

どでした。自由行動日にテレビで見たことのあるセグウェイに乗れたりと初体験ばかりで

した。私が印象に残っていることの一つとしてオーストラリア独自に進化した植物です。

パース市内のキングスパークを散歩したとき、ホストファミリーの女性が様々な植物を教

えてもらいました。英語の説明だったのですべてわかったとは限りませんが、とにかくた

だ見て回るだけで十分楽しめる日々で、初の海外がここパースでよかったと思いました。

ホームステイ先では、70 歳の女性とイラン人留学生の女性との３人で生活することを知

り、自分の思っていたホームステイとは違うことに多少戸惑いました。そこのホームステ

イ先が日本人私１人だったので、家にいるときは常に英語で最初はホームシックになりか

けましたが、相手が気を使ってくれて簡単な英語とゆっくりとした発音のおかげで意思疎

通を図ることが出来ました。日本語を学ぶ学生との交流では、日本語を多少含みながら英

語で会話が出来ましたが、ホームステイ先に帰ると聴くのも、話すのも全て英語で実際に

体験しないとわからない世界観を感じることが出来ました。しかし、自分の言いたいこと

が山ほどあるのに上手いように言えない、そんな自分の無力感を痛感してしまい理系の分

野を学ぶ学生としてもっと頑張らないといけないと思いました。

この 10日間、毎日が本当に充実し、たくさんの人と英語で交流することで自分の能力不

足を感じた一方、自分の話す英語が通じたことに喜びを得ることができました。またこの

ような研修に時間があったら参加したいと考えてます。テレビ、パソコンから見る海外で

は人々の生活の細部、環境を見ることが出来ないと思い、もっと外のことを実際に見て、

触って、交流することで自分の知らない知識を深めていきたいです。今度の海外研修まで

には、卒業研究をしつつ自分の英語能力を高めて英語で楽しく会話、深い議論をしたいと

思います。



「2014 英語で学ぶ西オーストラリア州短期研修に参加して」

理学部１回生 女子学生

・研修期間 2014 年 3月 6 日～3 月 15 日

・私の目的 初めての海外で、日本とは異なる外国の空気や人に触れ、次のステップ（留

学）へのきっかけをつかむ。

・研修を終えて

「楽しかった。」本当にこの一言に尽きる。それと同時に、「もっと自分の国である日本を

知らなければならない」と感じた。今回の短期研修が私にとって初めての海外であり、い

くら同じ学生と一緒に行くと言っても、出発までは不安でたまらなかった。しかし、長い

フライトと厳しいセキュリティチェックをくぐり抜け、いざパース空港に到着すれば、38℃

という猛暑にそんな気持ちはふっとんだ。兵庫県文化交流センターでは、チャタ―ボック

スに参加させていただき、日本語を学んでいるオーストラリアの人たちと話すことができ

た。最初こそ緊張して、なかなかうまく話すことができなかったが、徐々に慣れ、いろい

ろな話を英語と日本語の両方ですることができ、非常に有意義な時間を過ごすことができ

た。また、大学では授業は受けられなかったが、カーティン大学で日本語を学んでいるた

くさんの学生と交流し、友達になることができた。特に私の中で印象に残っていることは、

第 6 日目に行われた交流会である。私たちは朝から武智先生のご協力の下、みんなでおに

ぎりを作り昼食時の交流会でふるまった。「おにぎり」という日本の食べ物が、話すきっか

けを与えてくれるひとつのツールのように思えた。たくさんの学生が集まってお互いのこ

とを話し、とても楽しかった。私が交流センターでのチャタ―ボックス、カーティン大学

での交流会を通して感じたことが二つある。まず、チャタ―ボックスの参加者、カーティ

ン大学の学生たちの日本語やほかの分野に対する好奇心が旺盛だったことである。彼らは

自分の今勉強している「日本語」に対して、常に貪欲で真剣な態度で臨んでいて、日本語

を、日本をもっと知りたいという熱意があの短時間の交流の中でも伝わってきた。二つ目

に、彼らは躊躇することなく私たちに日本語で話をしてくれた。逆に私は自分の英語力に

自信がなく、あまり積極的に英語で話すことができなかった。私が感じた、彼らのこれら

二つの姿勢は、私にとって英語だけでなくこれから勉強していくすべてのことにおいて必

要な姿勢だと思う。「習うより慣れろ」と、私が出会った中の一人が言ってくれた。失敗は

恥ずかしいことではなく、失敗を重ねて自分に自信を持てるようになればいいと、教えて

くれた。この言葉を絶対に忘れず、努力したいと思う。他に、日本総領事館や関西電力パ

ース支店訪問などもあったが、研修で印象に残っていることは以上のことである。




