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工学部２回生 （男子） 

 

 

今回の研修を通しての感想、体験を以下の要項に沿って述べる。 

 

・ 研修を通して最もよかった点 

・ この 5 週間で最も苦しかった点 

・ 失敗談 

・ まとめ 

 

 

 

・ 研修を通して最もよかった点 

一言で言い表すならば、「様々なジャンルの人たちと交流、友達になれたこと」である。こ

の 5 週間、国籍、年齢、職業、幅広い人々と出会い、様々な話を伺うことができた。例え

ば、あるオーストラリア国籍の人からは、時間の使い方が日本人とオーストラリア人との

大きく違うことを教えてもらった。また、あるブラジル国籍の友達にはブラジルの大学や

高校について深く教えてもらったことで日本の大学にあってブラジルの大学にないものや、

逆にブラジルの大学にあって日本の大学にないものに気付くことができた。それは今まで、

海外渡航経験がなく日本の環境しか知らなかった私にとっては非常に刺激的な時間であっ

たし、自分自身の視野を広げるための時間でもあった。また、様々な国籍の人々と時間を

共有することで人脈や交友を広げるだけでなく自分や日本を比べる見るための比較対象を

培うことができた。このことにより、物事の捉え方が大きく変化したし、少々大げさかも

しれないが自分の価値観さえも大きく変わった。この経験は、様々な国籍の人々と一緒に

授業や時間を過ごすことができるこのプログラムだからこそできた体験だと思うし、これ

からの大学生活を送る上で非常に良い経験であったと感じている。 

 

・ この 5 週間で最も苦しかった点 

それは「食事」である。日本に比べて料理のバリエーションが少ないので、2 週間ほどで飽

きが来てしまった。あとで、聞いた話によれば料理のバリエーションが少ない理由の一つ

として、日本みたいに四季がはっきりしているわけでないので、どうしても常に同じ食材、

調味料になってしまうためバリエーションも少なってしまうようである。 

 



・失敗談 

どうしても海に入りたかったために、シティで非常に高価な海パンを購入してしまったこ

とである。しかもサイズを間違えてしまい、通常よりも小さいサイズのものを購入してし

まった。今でも後悔しているし、2 度と履くことはないと考えている。 

 

・まとめ 

本当に、この 5 週間は良い経験ができたと感じている。また、それと同時に英語をこれか

らも継続的に勉強していきたいという気持ちが強くなった。それは、この滞在期間で自分

の希望をうまく英語で表現できずにもどかしく感じたことや考えをうまく表現することが

できずに悔しく感じたことが何度もあったからである。今後も違う形で海外へ行ってみた

いと思うので継続して英語を勉強していきたいと思う。 
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工学部２回生 （男子） 

 

今回の研修を「授業」「ホームステイ先」「プライベート」についてそれぞれ報告していき

ます。 

 

・大学での授業について 

 自分が配属されたクラスは EAP1b でした。大学受験を目標としたクラスというのもあっ

てとても難しく感じました。まず、聴き取ることができません。授業中にディスカスする

機会がたくさんありますが何をやっているのかよくわかりません。しかし、文法は理解す

ることができました。Listening と Speaking はまわりと比べてかなり劣りますが、Grammar

はついていけると思いました。1週間ほど授業を受けてクラスを変更することができたので

GE5b に移りました。前のクラスより自分のレベルに合っているなと思いました。Listening 

も Speaking も難しいし、まわりよりは劣るけど 1か月授業を受けて最初よりは慣れたかな

と思います。授業には面白いゲームをたくさん取り入れてくれたし他のクラスメートもみ

んなやさしかったので英語に親しみやすかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ホームステイ先について 

 カーティン大学より北にある Como という地域の家での生活でした。ホームステイ初日に、

この家には自分を含めて 8 人がホームステイしていると言われました。日本人が自分 1 人

で中国人が 7 人です。夕食の時はとても賑やかになりました。次の日には 7 人いる中国人

のうち 2 人が出ていき韓国人が 1 人入ってきました。このように人の入れ替わりが頻繁に

あったので、5週間後には中国人が 4人、スイス人が 1人、ロシア人が１人が生活している



という状況でした。この家だけで約１０人の学生と交流しました。また、父の日などのイ

ベントのある日には近所の方々を招待してディナーをいただくこともありました。なかな

か自分の名前を憶えてもらえなかったけどファザーもマザーもとてもやさしく接してくれ

たし、この家でたくさんの人々と知り合うことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・プライベートについて 

 いろんな人と様々な場所に訪れました。主にパースシティ、フリーマントルに行きキン

グスパークやロットネスト島、武智先生の家にも行きました。基本的に研修団のメンバー

やカーティン大学の日本語学科の学生といっしょに過ごしました。武智先生の家ではバー

ベキューでお世話になりました。キングスパークは公園の芝生や花がとても美しく、ロッ

トネスト島は海がきれいでどちらも日本とは違う自然を感じることができました。偶然が

重なって１５年ぶりに友達に再会しました。それがきっかけで西オーストラリア大学にも

友達ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この研修でたくさんの人と知り合うことができました。また、その方々にとてもお世話に

なり感謝の気持ちでいっぱいです。人とのつながりの大切さを強く感じた５週間でした。

この経験を活かして英語を学び、チャンスがあれば積極的に海外に行ってまた他の文化に

も触れてみたいです。 
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 理学部２回生 （男子） 

今回研修訪問団に参加して、様々な経験をすることができました。 

まず始めに、大学での英語の勉強です。ELICOS で今回 EAP1b のクラスに入り、サウジア

ラビア、リビア、ブラジル、中国の学生と共に授業を受けました。授業は少人数で先生の

質問に対し自主的に生徒が答えたりクラスメイト同士で話し合うことが多く、初めはその

形式に慣れず、またクラスメイトの話す英語が聞き取れずに苦労しました。クラスメイト

が話す発音にはそれぞれ各国の訛りがあり、アメリカ英語に慣れ親しんでいると初めは英

語だと認識できないこともありました。授業の教材の CD でもイタリア訛りの話し手がい

るなど実際に世界で話されている英語を体験しました。また、授業では海外の大学で勉強

できるようになるためのスキルを学びました。ライティングではイントロダクション、ボ

ディパラグラフ、コンクルージョンの三つのパートについて実際に文章を書いてみたり、

スピーキングではグループディスカッションで相手に順番を回す言葉などを覚えて使った

り、プレゼンテーションの構造を学んだりしました。なかでも、グループディスカッショ

ンで他人の意見が聞き取れずに発言するのが苦労しました。プレゼンテーションは一人ず

つクラスの前で行うテストがあり、授業でパワーポイントの適切な使い方やわかりやすく

説明するためにボディランゲージを使うなどの習ったことを使って行いました。他人のプ

レゼンをみることも具体的に良い点悪い点を理解でき勉強になりました。また最後にはク

ラスで遠足に出かけてパースミントとベルタワーを見学できたのも思い出になりました。 

ホームステイ先では異文化であることを一番経験しました。まず食生活が異なり、朝食の

量がかなり少なく、夕食にたくさんの量を食べるのがオーストラリアでは普通だったこと

に驚きました。他にも昼ご飯に必ずスナックがついていたり、サラダが夕飯に時々しか出

てこない家だったので野菜ジュースを買いに行ったら売ってなかった、という経験もしま

した。水が貴重なため、シャワーの制限は五分以内とされて、他の留学生が十分ほど利用

したことでずいぶんと叱られているのを見て日本との差を実感しました。 

週末には町中や観光地などによくでかけました。日曜日には店が閉まっていたり、十一時

頃に開店して５時には閉店という店がほとんどだったことには驚きました。日本では休日

に開いて客を入れるのに対し、代わりに木曜日や金曜日に遅くまで開いているようでした。

みんなでキングス・パークやロットネスト島へ行ったり、またフリーマントルの公園でオ

ーストラリアの友達とバーベキューをしたりして、現地の友達と仲良くすることができま

した。おかげで友達の家で遊んで家族とも仲良くなり夕食を頂いたりしました。 

この五週間で得たものはとても貴重で日本にいるなかでは体験できないことがほとんどで

した。これをきっかけに自分の中で外国に対する見方も変わったし、日本に対しても変わ

りました。これからは何事においても世界を意識するようになると思います。 
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 理学部２回生 （女子） 

まず、随行教員の大内先生と現地に武智先生がいてくださったことがとても安心できまし

た。行き帰りの飛行機のときも大内先生がいてくださりましたし、現地では武智先生がい

ろいろと教えてくださったので、本当に助かりました。しかし、オーストラリアに到着し

た時はこれから先の生活に不安もありました。日本に帰りたいとも思ってしまいました。

最初のホテルで２泊していた時は、ホストファミリーはどんな人なのか、学校の授業はど

んなもので、自分はついて行くことができるのかという心配をしていました。でも実際、

ホストファミリーはとても親切で良くしてくれましたし、学校の授業も、先生はわからな

い時はわかりやすく説明してくださるし、クラスの友達も助けてくれました。この研修で、

私は本当に人に恵まれていました。カーティン大学で日本語を勉強している学生とも友達

になることができました。クラスの人も、国の違いを超えて友達になることができました。

そしてホストファミリーは私を快く受け入れてくれました。この研修で出会うことのでき

た人たちには感謝してもしきれないです。また、英語のスキルに関しては、日が経つごと

に徐々に上達しているのがわかりました。最初の頃、授業で先生が説明してくれいている

ことを聞き取ることも、日本語の通じない友達と英語で会話することも正直大変でした。

ましてや、英語で自分の意見を述べるなんてほとんど無理に近かったと思います。しかし、

２，３週間経ったころ、自分のリスニングスキルやスピーキングスキルが上がっているこ

とに気づきました。先生や友達やホストファミリーが話している内容を聞き取ることがで

きるようになり、授業中のディスカッションでも自分の意見を言うことができるようにな

りました。帰るころには、最初とは比べられないくらい上達したと思います。そして、大

内先生の案内で、カーティン大学の様々な学部の研究棟に行くことができたのもとても良

い経験でした。化学棟に行ったときは、あまりの設備の素晴らしさに感動しました。また、

現地の武智先生の研究棟にも行かせていただくことができて、非常に興味深かったです。

英語の勉強をしながら、自分の専門分野の研究者の方のお話を聞くことができたり、海外

の大学の研究室の設備を見ることができるのも、この研修訪問団の良いところだと思いま

す。この研修訪問団は、安心して好きな英語を勉強しながら、自分の専門分野の研究者の

方とも関わりつつ、友達を作ったり休日には遊びにいけたりするので、本当に充実した日々

を過ごすことができると思います。できることなら来年も行きたいぐらいです。この研修

をきっかけに、海外に留学することに対して今まで以上に興味が湧いてきました。この大

学は長期間海外に留学できる制度があまりないので、ぜひ長期留学の制度を作ってほしい

とも思いました。この研修に参加して本当に良かったと思いますし、忘れられない思い出

ができました。日本に帰る日が近づいた時、帰りたくないと思うことができるぐらいに楽

しむことができて本当に良かったです。 

 



 

兵庫県立大学のメンバーでロットネスト島に行ったとき。 

 

カーティン大学の化学研究棟。 



 

EAP2a クラスの友達と、先生との写真。 
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 経営学部２回生 （女子） 

よく「海外に行けば新しい自分が見つかる！」という言葉を聞きますが、私はこの言葉を

信じていませんでした。海外に行ったとしても、周りの環境が変わっただけで自分は自分

なのだから変わった気になるだけなのだろうと思っていました。しかし、このオーストラ

リア研修を終えて本当に変化している自分がいることに気が付きました。この研修のどの

部分が私を大きく変えさせたのか考えるためにこの 1 か月間を振り返りたいと思います。 

 パースに到着し数日が経った時点で一番驚いたのが、パースには多国籍な人々がたくさ

んいることです。恥ずかしながら私はパースについて無知のままこの研修に参加しました。

そのためパースには白人の人がたくさんいて、英語があちらこちらで飛び交っていると思

っていました。しかし実際には見るからにアジア系、アラブ系、アフリカ系の人が学校や

街にたくさんいました。そのため私たち日本人を珍しそうに見る人もおらずすぐに馴染む

ことができました。「みんな違ってみんないい」という言葉を昔から教えられてきましたが、

ここにきてその言葉の意味が分かった気がします。 

 私の英語のクラスには中国人、ベトナム人、ブラジル人、サウジアラビア人など様々な

国の人がいたのですが、驚いたのは年齢層も様々だったということです。同じ年齢の人も

いれば４０代の妻子持ちの男性もいて、同じ教室で机を並べて勉強しているのがとても不

思議な気持ちでした。大人になってからも勉強に勤しんでいる姿が私にはとてもかっこよ

く見えました。同じクラスのアラブ人の３０代の男性と話をしたとき、彼は英語の勉強を

始めて３ヵ月目だと言っていました。しかし彼は英語を勉強して８年目の私より遥かに英

語で話すことが上手で単語も多く知っていました。日本人は Reading と Writing の力は強

いけれど、Speaking と Listening の力がとても弱いです。そのため文法などは勝っていた

としても Discussion のときにすぐに発言できない自分がいました。クラスの子が話しかけ

てくれても上手に返事できない自分がいました。そんな自分に苛立って、もどかしくてせ

っかくパースまで来たのに会話力が伸びなくて落ち込んだ時もありました。でも、すぐに

進歩しないことは当たり前で、この悔しさをバネに今後必ず英語の勉強を強化しようとい

う前向きな考えを持つことができました。 

 この研修を通してたくさんの人と出会うことができましたが、その中でもホストファミ

リーの方との出会いは私にとってかけがえのない思い出になりました。私の両親と同い年

の夫婦の家にホームステイしたのですが、とても素敵な夫婦で私たちのことを娘のように

接してくれました。毎日「今日の学校はどうだった？」とか「雨にぬれなった？」と質問

してくれ、いつも私たちの心配をしてくれました。最後の別れの日、再びこの家に戻って

来ることを約束しました。次会ったときにスムーズに会話ができるように、きちんと感謝

の気持ちを伝えることができるように、これからも英語の学習を続けていきます。 

 無事に研修を終えることができたのも大内先生をはじめ、支えてくださった方々のおか

げです。みなさんに感謝しこの研修が来年も再来年も続いていくことを願っています。 
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 経営学部２回生 （女子） 

In this paper, I will write about my Australian life. In Australia, I spoke English every 

day. It was a first experience for me. First, I worried about my English skills, but I was 

able to communicate with foreign friends and host family. Then, I felt that English is a 

language that people all over the world can communicate in. I was happy when I was 

able to listen and respond to my friend’s conversations. My listening and speaking 

skills were getting better day by day. When I meet my foreign friends, I want to speak 

English fluently and to express my thoughts. This is the reason I think, that I want to 

go on studying English hard in Japan. The best thing for me was having met all the 

lovely people in my Australian life. They are so kind and delightful. I spoke about 

various things with them, and I learned about culture and English from them. I was 

really enjoyed my school life. Some of my friends are interested in Japan, and have 

been to Japan. Their Japanese is so good. It surprised me. I respect them. I want to 

keep in touch with my precious friends. If I hadn’t joined this program, I wouldn’t have 

met them and my enthusiasm for English would not be as it is. I’m so happy to meet 

nice friends and host family, I made them a promise that I will come back in the near 

future. I will never forget their happy faces when I told them that. Finally, I would like 

to thank Mr. Ouchi and Ms. Ono deeply. They helped us many times. I hope my 

University and Curtin University’s friendship continues forever.  
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 経済学部２回生 （男子） 

まずはじめに、今回の研修に参加して僕はもっと海外に対してさまざまなことをもっと学

びたいという意欲をかきたてるよいきっかけになりました。 

 オーストラリアに対して、はじめはとくにこれといったイメージもなく人種もどういっ

た人たちで構成されているかも全く知らないまま未知の国に足を踏み入れました。 

パース空港に着いたときに感じたのは、天候の素晴らしさでした。向こうは冬にも関わら

ず、温暖で日中は半そでの服を着ていてもそれがちょうどいいくらいの気温で、太陽の日

差しも素晴らしく気持ちよく、景色も日本とは違って広々としていて本当に気持ちのよい

ものでした。 

 カーティン大学での授業を受けて、得たものは本当にたくさんありました。英語の会話

能力はもちろんのこと、僕が一番得たと感じたのは、人とのコミュニケーション能力であ

ったり、異なる文化の人と交流することの適応能力、異文化への対応である。 

僕のクラスには、韓国人、中国人、サウジアラビア人、ブラジル人がいました。一番初め

の授業では、先生が生徒全員にお互いに尊敬(respect)の心を忘れぬようにとの注意がありま

した。ニュースなどでよく国際問題やさまざまな国の間に起きている問題を僕はよくしら

ないけど、そこでは、そんなことを気にする必要もなく、みんな本当に互いのことを尊敬

し合っていて、互いに異文化を知ろうとする意識も強く、気持ちよく過ごすことができま

した。 

 授業の内容はグラマーやリスニング、スピーキングなど僕が普段経済学部の IC コースで

受ける英語実習に少し似ている気がしました。でも、一番日本の授業と異なるなあと痛感

したのは生徒の授業に対する積極性だと思います。 

 よく日本人は恥ずかしがりやだといわれていますが、その通りだとはじめは思いました。

ほかの国の生徒たちはなんのためらいもなく授業中の先生の問いかけに対して大きな声で

自分の考えを明らかにしていました。たとえそれが間違ったものであっても、どこが間違

っているのかだとか、自分の考えと先生の答える考えを比べていたりしていました。はじ

め、僕はそこまでの勇気がなく授業中に発言することもあまりありませんでしたが、日に

ちがたつにつれて、その恥じらいも消えて、他者に対して英語を話すことになんの躊躇も

感じることはなくなりました。その点に関しては本当に成長したと実感しました。 

 なにせ、会話をしないと相手とコミュニケーションがとれないということ、話すことで

自身の英語能力は格段に上がるんだということを感じました。そういった成長とともに、

クラスやオーストラリアの人々との関係もより親密なものとなっていき、ついには、かれ

らとプライベートで遊ぶほど仲良くなりました。特に、ブラジル人は日本人に対して寛容

であるなあと僕は個人的に感じました。ブラジル人の友達と飲みに街へ行ったことは思い

出です。本当にいい経験になりました。 

 



「「「「第１９回カーティン大学研修訪問団に参加して第１９回カーティン大学研修訪問団に参加して第１９回カーティン大学研修訪問団に参加して第１９回カーティン大学研修訪問団に参加して」」」」    

 看護学部２回生 （女子） 

I’d like to talk about my experiences in Curtin University. I’ve been abroad before this 

program. However, this was my first time to stay and study abroad. I could touch many 

kinds of culture and met many wonderful and personal people in there. 

 

Firstly, I met Chinese, Taiwanese, Brazilian, Vietnamese, Colombian and  Saudi 

Arabian people. They were very open-minded especially Brazilian and Colombian. They 

often told their opinion positively and made much relationship in short term. I really 

respected them because I was always quite in the class. I noticed that Japanese people 

don’t have own opinions because we often say “for some reason or other” after saying 

something. We usually say only one sentence. So, our speaking skill is lower than any 

other country’s people. However, foreign people certainly say “because” after saying 

their opinions like this. I think~~because…. They are usually able to say their opinions 

with evidence. Mr.Takechi also said that Japanese people don’t have own opinions and 

don’t have much vocabulary. From these things, I decided to be aware of saying “because” 

and  not  stop to say only one sentence. 

 

Secondly, the culture is difficult and I often faced to the culture shock. For example, the 

personal space is closer than Japan. When I took a photo with foreign friends, they often 

draw my shoulder or put their hand on my waist. In addition, I think they are more 

energetic and sociable than Japanese people. They are always friendly and easy to make 

relationship because their facial expression is wealthy. I enjoyed spending a school day  

with them. Thanks to stay with such as people, my communication skill was getting 

better. 



 

Finally, while stating my host family’s home, I learned many things from my host 

mother. For example, when you hope to someone can get success, you cross your index 

finger and middle finger. If you touch the woods, you can avoid something bad. Though 

playing the word game and went to somewhere with her, I could get many new 

vocabularies and meet many people who are my host mother’s friends or relatives. In 

addition, I spent very healthy life because the time shops close is early. If I want to go to 

somewhere, I had to wake up and go to bed early. And, the way I walk is long because  

the plot of land is so widely. 

 

To conclude, it can be seen that I had very fruitful days though staying in Perth because 

people I met had different cultures and languages, I could be surrounded English and 

could get English brain, and could touch the kindness of human. I think I’m very lucky 

person to experience such as nice things. I continue to study English and I want to work 

in abroad in the future. 

 

 

 

 

 

 

1. This is the rubbish collector car. 

Every Wednesday, rubbish box are put in from 



of each house, and this car comes to stop every boxes and collects. There was no rubbish 

collection point like Japan. 

 

 

2. This is Royal Perth Hospital. 

This hospital is the oldest one in 

Perth city. Inside is too big and 

little bit dark. Maybe it is 

because the time when I went to 

was late. I noticed that outside of 

hospital was too dirty by 

smoking people. But there were 

air cleaning machine onto entrance doors. So, air of inside was clean. 
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 看護学部２回生 （女子） 

I would like to talk about my study abroad in Perth. This is the first studying abroad for 

me. This is why this experience was very significance for me. So, I want to turn head 

about this five weeks.  

 

Firstly, I would like to talk about my school life. This time, I entered in GE5 yellow class. 

In this class, there are students who are from many kinds of country and study English. 

For example, China, Vietnam, Hong Kong, Brazil, Colombia, and Saudi Arabia. I wrote 

an essay and made a presentation with them. In the beginning, it was very difficult for 

me to understand ideas that many country’s people have, because I sometimes had 

accidents with them. In this time, I thought I can’t work with them. So, I cried so much 

and was a little angry. However, this thinking was getting better and changed. When we 

made our presentation, I could know the difference of my Japanese idea. My 

presentation group was two Japanese and two Chinese. We thought that we have to 

make PPT and script for talking our presentation, but they thought that we have to 

make a PPT but don’t have to make a script because we can make our ideas in our 

brains. So, when we talked our presentations, we (Japanese) read our script, but they 

talked their subjects with thinking in their brains. This is one of culture shock for me.  

I was very surprised but I thought that they are very clever. This is why I changed my 

idea and I could accept their thinking. After that I could make many friends (classmate, 

students who study Japanese in this university, and so on…)This is a very good 

experience for me. I want to meet them again and contact with them in the future. Now, 

I contact with my classmate in Facebook at once!! I love my friends in Perth!!!! 

In addition, in this school I studied many things. For example, past form, future form, 

present form, and so on. It was a little easy for me to understand it because I have 

studied this grammar before. However, there was grammar at the first time for me, and 

I could know new way of thinking about some grammar. I am very happy to know it 

because I think that it is useful for me in Japan in the future. My school life was very 

happy and significance!! I think this university is a good place for studying English. So, 

if possible, I want to study English in this school again!! 

 

Secondly, I would like to talk about my life of homestay and holiday. My homestay’s 

family was mother and a homestay’s sister. So, my family was three people. Mother was 

very kind, a good cooker and liked going to many places. In addition, my house’s role 

was very simple. So, I could understand it, ask to her about what I couldn’t know, meal 



of everyday was very delicious and I could visit to many places!! My homestay’s sister 

was eighteen years old and from Hong Kong. Now she goes to Curtin University and 

studies about photographer. She was a good English speaker, but she told me many 

things with using easy English. In addition, when I went to school at the first time, she 

went to the school together and introduced about my school. I was very happy because 

thank you for her, I could become relief. In my house, after dinner we washed dishes 

together. This was one of the rule and we talked about the topic of the day with doing 

this. I enjoyed this time and it was very important for me because I could understand 

about her well. After that we watched TV or I did my homework. Everyday TV was 

comical or music. So, this English was too difficult for me…However, the free time in the 

evening like this was good and I could relax.  

In my holiday, I could go to many places. With my host family I went to Freemantle, 

Wild Life Park, Chocolate Factory, Shopping, and dentist!! I could look many Australian 

animals and foreign dentist, and spend good times with them. It was very good 

experiences for me. With my Japanese friends I went to Rottnest Island, Perth city, 

Karawara, Perth Royal Hospital and so on!! I had drawn attention about Rottnest 

Island before I went to Australia. Fortunately, the day that we went there was very good 

weather!! So, the view was very beautiful!! We did cycling, played with a ball and 

entered in the sea. In the hospital, I could enter in this. I knew the structure of this, and 

looked corridor and sickrooms. I thought about sanitary situation, mood, and so on. 

However, I think it was a good experience for me to look a foreign hospital and know a 

system of this. In the others, I enjoyed shopping!! I bought many things. For example, 

clothes, watches, sweets, postcards and so on…!! It was very exciting and I could study 

how to use Australian doll. Like this, I went outside and visited many places every 

weekend!! It was very enjoyable for me!! 

  

Finally, I would like to talk about total of this study abroad as conclusion. Firstly, in this 

five weeks I spent only English in the class and my house. In the beginning it was very 

hard for me to spend because I couldn’t use it well and talk what I want. However, now I 

want to speak English everyday!! Speaking it became my daily life, I think so. I thought 

my English skill is not enough yet. This is because I want to continue studying it harder 

in the future, and I want to be able to talk it well with them!! Moreover, this was a my 

first visit to Australia. In here, the view was very beautiful!! For example, the sea, 

plants, buildings, animals, and so on…!! However, the weather was very bad this time… 

Almost of this five weeks were rainy days. So, it was sad and cold. This is why I want to 

visit there in sunny days and I want to go to great places in here!! Finally, I could meet 



many people in the host family, classmate, and university’s students. They are from 

many countries, so they have different ideas. However, they have warm harts. They 

were very kind, when we left Australia, they saw off us and said “I don’t want to say 

“Good bye.” So, see you soon!!” 

 

This experience was very good for me!! I became to like English and could meet many 

people. Now I miss them… However, I study it harder and if possible I want to go 

abroad in the future. 
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 看護学部 1 回生 （女子） 

今回の 5週間を通してこの語学研修の目的であった様々な体験をすることができた。 

授業をうけるにあたって、クラス内には中国人、韓国人、ベトナム人、サウジアラビア

人、ブラジル人など様々な国籍の学生が来ており、文化の違いだけでなく、国によって

英語を話すときの癖やなまりなどがわかった。またカーティン大学で日本語を勉強して

いる学生と交流する機会がたくさんあり、お互いに英語や日本語を教え合ったり、たく

さんの話をして仲良くなることができた。そしてホームステイ先のホストファミリーと

の関わりや、この研修のグループの皆さんと共に観光をしたり、オーストラリアの文化

に触れたり、オーストラリアで仕事をしている看護師さんとの交流もでき、かなり充実

した 5週間を過ごすことができた。 

 初めてクラスに行ったときいろんな人に話しかけられたが、スピードが速かったり、

まだ英語に慣れていなくてあまり聴こえなかった。授業を受けていても周りは積極的に

発言していて、自分だけが受け身のように感じられた。しかし、慣れてくると皆の英語

は私の英語のレベルと同じくらいであることがわかった。周りはペラペラに話せるのか

と思っていたが、その思いこみは間違っていた。国によってなまりがあったり発音が少

し違っていたということにも気づくことができた。私と同じレベルであったが、初めの

頃の私と全く異なっていたことが、積極性である。日本人の多くがそうであるように、

私は積極的に話しかけることが苦手であったし、授業を受けている時もずっと黙ってい

た。しかし慣れてくると初めに感じていた恥ずかしさなどもなくなり、自分から発言で

きるようになった。最終的にはクラスの皆と仲良くなることができ、充実していた。

 

↑クラスにて。最後のお別れパーティ 



  ホストファミリーと関わる中で、オーストラリアの中の英語のなまりや、文化の違

いを実感した。初めに、日本で習う多くの英語はアメリカ英語であると感じていたため、

ホストファミリーと話した時に発音が違うことに戸惑った。アメリカ英語では「エイ」

と発音する単語が「アイ」となったり、いろんな違いを見つけることができた。また、

単語の違いで culture shock を体験した。ある日、いつもより遅い時間に帰宅したとき

に、「Did you have a tea?」と聞かれ、飲み物を飲んできたかを聞かれたと思い、放課

後にカフェで飲み物を飲んだ私は「yes」と答えた。その時に不思議そうな顔をされ、

その日晩御飯が出てこなかった。私は混乱し、辞書を引いたりネットで調べたりしたが

状況が理解できなかった。次の日の朝、昨日実は晩御飯を食べなかったこと、聞かれた

意味がわからなかったことをホストマザーに伝えた。すると、「tea」は晩御飯を意味し

ていることがわかった。それからはわからないことがあったらその瞬間に質問するべき

だということを実感した。 

 カーティン大学で日本語を勉強している学生は日本語のレベルが非常に高く驚いた。 

日本語を勉強して 5年以内の人も皆普通に日本語で会話することができて、レベルの高

さを痛感した。また、私は英語を勉強し始めて 7年になるが会話能力が低いため 7年と

いうのが恥ずかしく感じた。日本に留学したことがない子も会話を普通にすることがで

きたが、それは積極的に日本語を使っているからだな、と思った。 

 

 ↑speakers corner にて。交流をした学生たちと。 



この語学研修を通して、英語がペラペラ話せるようになったわけではなかったが、オー

ストラリアや他国の文化に触れることができ、なにより今までよりも積極的に英語で話

しかけることができるようになり、様々なことを得ることができた。この経験を無駄に

しないように、これからも英語を勉強しつづけ、コミュニケーションをとって能力を向

上させたいと思った。 

 

↑ロットネスト島にて。 
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 看護学部 1 回生 （女子） 

高校の時に語学研修で 2 週間パースに行った事があったので今回は 2 度目の訪問になりま

した。しかし、今回は期間も英語を勉強している時間も自由度も大幅に増えたのでとても

新鮮でした。ホストと生活を始めて 5 日間くらいは唯一そして海外に行って初めて、日本

に帰りたいと思った期間でした。インドネシア人で私と話す時以外、インドネシア語で何

を会話されるので何を話しているか分からず、親戚が集まるとインドネシア語の嵐の中に

いなければならなかった事、晩御飯が毎日外食、そして信仰心が強いキリスト教徒の為、

教会での様々な御祈りが 1 時間程度続く中で一人座って見続けているだけの時間が存在す

る事がとても苦痛でした。人間性がとても素敵な方々だったので残念でしたが途中でホス

トが変わりました。 

 新しいホストは 0・6・9 歳の子供がいてお父さんは mining engineer で週に 2 度くらい

家にいないかったですがとても大きなお家で素敵な方々でした。何をしてどれくらい楽し

かったかについて書くときりがありません。子供たちと帰宅後や休みの日に遊んだり、子

供が寝た後にお母さんと一緒に家事したり、テレビを見ながら毎晩お茶しながらお話しし

たり、とても充実していて感謝してもしきれないです。日本ではイクメンが最近、流行っ

ていますが、オーストラリアはイクメンではなく家事する事が普通なようで、仕事から帰

ってきて週に 1・2 回はご飯を作るし、土日はお母さんの代わりに朝早くから起きて子供の

朝ごはん作って子供の面倒を見ていました。またお母さんが風邪で動けないときは mining

で遠くへ行っていても予定より一日早く帰ってきて家事をしていて日本では信じられない

光景がありました。オーストラリア社会では当たり前でそれを見て育った男性はそんなお

父さんになるのだと思いました。日本でイクメンが流行っていること自体が私は残念に思

います。 

 学校での勉強中にとても感じたのが英語の勉強方法の違いでした。文法や長文読解を主

に勉強していた私は内容が読めても理解できても相手の意見がしっかり聞き取れない、自

分の意見がなかなかうまく表現できませんでした。正しい文法を頭に並べて話そうとする

と頭が口に初めはついて行けてなかったですが、日に日に失敗も気にせず意見を言えるよ

うになりました。まだまだ十分ではありませんが。間違った文法を使っていても気にせず

話す他国の留学生には圧倒させられましたが、これが海外でやって行くには必要な力だな

と思いました。 

 何度か海外に行った事がありますが今回を含めいつもどの国も素敵な国だけど日本の素

晴らしい所も発見する事が出来ましたが、今回もそうでした。オーストラリアは日本同様、

医療も保険制度も進んでいます。しかし、一度お母さんが風邪をひいてすごく辛そうでし

たが病院に行けませんでした。それは制度の違いで家庭医を呼ぶのが当たり前でその家庭

医もたくさんの患者さんを見ているので、すぐには来てくれません。予約時間は晩の 6 時

30 分だったそうですが、実際来たのは翌日の 12 時で救急車呼ぼうかと思ったと言ってまし




