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平成３０年度
１．目

的

第２６回 オーストラリア短期留学実施要項

学校間の相互交流を通じて幅広い世界観の養成、生活レベルでの文化交流、英語力の
向上を図る。

２．留 学 先

オーストラリア
ウドンガ / ポーシャム
現地予定高校： Catholic College Wodonga （１５名）
カソリック・カレッジ・ウドンガ ビクトリア州
St.Bridget’s College
（１５名）
セント・ブリジット・カレッジ ビクトリア州

３．期

平成３０年 ７月２０日（金） ～ ８月 １２日（日）２４日間

間

４．募集人員

平成３０年度の２年次生

５．費

３５０，０００円 ( 予定 )
費用に含まれるもの
１) 交通費（旅程表記載の航空、貸切バス等運送機関の運賃・料金）
２) 食事代（旅程表記載の弁当・食事代）
３) 拝観・入場料（旅程表記載の拝観・入場料）
４) ウドンガ、ポーシャムにおける研修費用・ホームステイ代金
５) 諸費用（有料道路、駐車料、団体行動中の旅行に必要な諸費用）
６) 当旅行計画作成にかかる企画料金
７）羽田空港使用税/羽田空港保安料・現地空港税
（ 金額が変更された場合は追徴・返金 ）
８) オーストラリア出入国に必要な書類作成代行料金
９）ＥＴＡＳ取得代行料
１０）しおり作成代 他

用

3年次生

( 予 定 )

３０名 （ 引率教員 ２名 ）

費用に含まれないもの
１) 成田空港までの往復の交通費
２) 旅程表以外に行動する場合の費用
３）個人的性格の諸費用（ 電話代・追加飲食費・クリーニング代等 ）
４）渡航手続き諸費用（ 旅券印紙代、査証代、渡航手続代行料金等 ）
５）任意で加入する海外旅行傷害保険料
６）その他 ( 超過手荷物料等 )
※）カンタス航空は燃油サーチャージは航空券に含まれます。
６．担 当 旅 行 代 理 店
７．参加希望者説明会

（株）ＪＴＢ 千葉西支店

平成３０年 ２月 １日（木）１５：４０ ～

ＬＬ２教室

参加希望者は必ず出席 ( 説明会後応募用紙配付 )
８．参 加 申 込 書 締 切
９．選抜方法

平成３０年 ２月 １９日（月）１６：４５までにＬＬ準備室へ提出
日本語による面接 / 書類審査

を行う

２月２６日(月) 放課後 １５：４０ 国際文化室、学習室等で実施
選考発表

３月 １６日(金)
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朝会にてクラス掲示

1． 日程： 7 月 20 日～8 月 12 日（24 日 海外滞在 22 日間）
2． 場所：オーストラリア（滞在都市 ホーシャム / ウドンガ）
月

日

曜

都市名

時刻

７月２０日 金

羽田空港集合
羽田発

19:30
22:00

所定の場所に集合し、搭乗手続き
カンタス航空にてシドニーへ（QF026）

シドニー着

08:30

到着後、入国手続き

セントブリジット高校組

適用

St.Brigid’s College

ウドンガ高校組

Catholic College Wodonga

７月２１日 土

12:00 国内線(QF431)メルボルンへ(13:35 着)
14:30 専用バスでホーシャム(Horsham)へ
19:00 学校着ホストファミリーと対面/各家庭へ

15:22 国内線(QF2213)オーブリー(Albury )へ
16:00 オーブリー空港着
16:45 ホストファミリーと対面後、各家庭へ

７月２２日 日

終日： ホストファミリーと過ごす

終日： ホストファミリーと過ごす

７月２３日 月

午前： オリエンテーション
午後： 日本語クラス ホーシャムの町を散策

午前： ウェルカム 英語クラス
午後： 日本語クラスに参加

７月２４日 火

午前： 英語クラス
午後： ホーシャム町探索

午前： 英語クラス
午後： ブーメラン作り

７月２５日 水

午前： 英語クラス
午後： ホストファミリーと過ごす。

終日： ビーチワース観光

７月２６日 木

午前： プレゼンの練習/本番
午後： 英語クラス

終日： 日本語クラス プレゼン
ホスト生徒の授業に参加

７月２７日 金

午前： 英語クラス プレゼン
午後： 授業に参加
夜： ボンファイヤー

終日： メルボルン動物園

７月２８日 土

終日： ホストファミリーと過ごす

終日： ホストファミリーと過ごす

７月２９日 日

終日： ホストファミリーと過ごす

ホストファミリーと過ごす (午後：ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾊﾟｰﾃｨｰ)

７月３０日 月

午前： 授業に参加
午後： 教会を見学

終日： 小学校訪問
日本語クラス プレゼン

７月３１日 火

午前： 幼稚園訪問
午後： 英語クラス

午前： 音楽クラス
午後： ブーメラン完成 アンザックビスケット作り

８月 １日 水

午前： 幼稚園訪問
午後： ラグ作り

午前： 日本語クラス ホスト生徒の授業に
午後： 日本語クラス プレゼン

８月 ２日 木

午前： 小学校訪問打ち合わせ
午後： アボリジニの歴史について学ぶ

午前： 小学校訪問
午後： 日本語/英語クラス

８月 ３日 金

終日： ナラコート洞窟見学

午前： 英語/日本語クラス

８月 ４日 土

終日： ホストファミリーと過ごす

終日： ホストファミリーと過ごす

８月 ５日 日

終日： ナティマークでキャンプ
（農場見学/カヌー/アーチェリー）

終日： ホストファミリーと過ごす

８月 ６日 月

終日： ナティマークでキャンプ
（ブッシュウォーキング）

午前： 日本語クラス プレゼン/英語クラス
午後： お弁当作り ホスト生徒の授業

８月 ７日 火

午前： 授業参加 小学校訪問
午後： 小学校訪問

午前： ホスト生徒の授業 日本語クラス
午後： 英語クラス 日本語クラス（お好み焼き）

８月 ８日 水

午前： 集会打ち合わせ 日本語クラス
午後： 校内ミュージカルリハ見学 パーティ打ち合わせ
夜： さよならパーティ

午前： ホスト生徒の授業
日本語クラス（たこ焼き・折り紙・着付け）
午後： 英語クラス さよならパーティ

８月 ９日 木

午前： スピーチ準備 サンクスレター
午後： 集会
環境科学の授業に参加

終日： ホストファミリーと過ごす

８月１０日 金

11:00 学校より専用バスにてメルボルンへ
17:00 国内線(QF452)でシドニーへ
18:25 シドニー着→専用バスでホテルへ

午前： ホストクラス 午後：オーブリー観光
17:10 国内線(QF2214)でシドニーへ
18:20 シドニー着→専用バスでホテルへ

８月１１日 土

ホテル発
シドニー発

09:00
20:45

専用バスでシドニー観光
シドニー空港より羽田へ（QF025）

８月１２日 日

東京着

05:15

羽田空港、到着後、解団式

幼稚園訪問の準備
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午後： 日本語クラス

平成３０年度 第２６回オーストラリア短期留学事前指導日程
１
２
３
４

５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

15

実施日
３/１５
(木)
４/６
(金)
４/１２
(木)
４/２４
(火)

内容
オリエンテーション
①
オリエンテーション
②
発表準備 ①
グループプレゼン
説明会 ①
保護者説明会Ⅰ
(生徒も同席)

４/２６
(木)
５/８
(火)
５/１０
(木)
５/１７
(木)
５/２２
(火)
６/１４
(木)
６/１９
(火)
６/２２
(金)

発表準備 ②
さよパ
説明会 ②

６/２６
(火)
７/１２
(火)

さよパリハーサル

７/１９
(木)

英会話講座 (ALT 他)
①
英会話講座 (ALT 他)
②
英会話講座 (ALT 他)
③
英会話講座 (ALT 他)
④
グループプレゼン
リハーサルⅠ
グループプレゼン
リハーサルⅡ

説明会 ④
保護者説明会Ⅱ
(生徒も同席)
さよパ発表会
結 団 式

時間
11:45

場所
LL2

13:30

LL2

15:40

LL2

15:50

LL2

15:40

LL2

15:40

LL2
学室２、３

ホームステイ英会話 ①
補足の練習または説明あり
ホームステイ英会話 ②
補足の練習または説明あり
ホームステイ英会話 ③
補足の練習または説明あり
ホームステイ英会話 ④
補足の練習または説明あり

15:40

LL2,学室 1,3

15:40

LL2, 学室 1,3

リハーサルⅠorⅡの日程は
当日発表（５グループずつ）
・発表内容の確認
・ALT からのアドバイス等
現地校別の
発表内容の確認
最終打合せ(業者)
集合時間・場所確認 他
オリエンテーション(生活)

15:40

LL2,学室 2,3

15:40

LL2, 学室 2,3

15:40

LL2, 学室 2,3

13:30

LL2

校長挨拶 / 国際部長より
引率教員より / 各校派遣
生徒代表挨拶 / 最終確認

13:00

自己紹介、派遣校決定
提出書類指示、他
パスポートコピー提出
保護者説明会文書配付
５グループ（３人×２校一組）
プレゼン内容話し合い
日程概要説明,
現地校紹介
業者による説明
（保険・費用） 質疑応答
現地校別に準備
さよパ内容検討
体験者報告・質問会

4

国際文化室
15:40

LL2, 学室 1,3

国際文化室
15:40

LL2, 学室 1,3

国際文化室

学室 1,2,3

LL2

平成30年度オーストラリア短期留学派遣者
及び ホストファミリー一覧
通番 年次
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2
15 2
16 2
17 2
18 2
19 2
20 2
21 2
22 2
23 2
24 2
25 2
26 2
27 2
28 2
29 2
30 2

組
A
B
C
C
D
D
F
F
G
H
H
H
I
I
I
B
B
C
C
C
D
F
G
G
G
G
H
I
I
I

引率
引率
S
W

氏名
立山 萌花
今井 梨乃
小林 日菜乃
斉藤 千世
八嶋 文美
山﨑 百華
出村 百音
古川 佳奈
中野 美桜
中島 菜摘
中村 夏花
和田 純
笹本 鈴菜
寺田 美紅
平岡 幸子
稲垣 蘭
渡邊 真未
西條 健太
竹尾 百萌花
名取 杏
久保 朋葉
新河 里香
岩崎 栞
金森 光咲
鈴木 茉弥
富田 あかり
祁 春霖
川俣 史奈
花房 優来
森 優海子
市東 弘光
畑 真澄

S/W
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

ホスト生徒氏名
Molly Young
Hannha Bone
Guest Kira
Sharayah Simmons
Kellsie Anderson
Sharayah Simmons
Issac Brittany
Fort Annabella
Charlotte Nkight
Vanrika Heldt
Taya Henderson / Larissa Barber
Philadelphia Rowe
Noah Mibus / Rachel O'Donnell
Olivia Richie
Mia Panozzo / Briodi Cook
Taylah Phabmixay
Akira Kerr
Josh Tait / Issac Tait
Madeline Cariss
Mitchell Taig
Faith Ｏlter
Isabel McClellan
Madeleine Smith
Diaz Wills
Taylah Pedron
Teagan Eliott
Kalden Bonacci-Law
Eliza Cyc
Meg Vardy
Donnelly Grace

S
W

St. Brigid's College
Wodong Catholic College
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交流校 所在地
オーストラリア

ビクトリア州

ビクトリア州

Catholic College Wodonga
Bowman Court, Wodonga, VIC 3690

St. Brigid’s College
Robinson St. Horsham,VIC 3402
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2018 年度 オーストラリア短期留学

St. Bridgid’s College 派遣レポート
市東弘光

５年目の夏
セント・ブリジッズ・カレッジに短期留学生を派遣するプログラムは、今夏が５回目と聞
きましたが、その内容が年々改善されているという印象を受けました。私がセント・ブリジ
ッドを訪れたのは、もちろん今回が初めてですが、出発前に目を通した昨年の資料と比べる
と、いくつもの点で改善がなされていることに気がつき
ました。このプログラムの責任者であるジェニ・アレン
先生の配慮や努力に頭がさがります。
一例をあげます。校外学習の一つとしてナラコート洞
穴を見学した際、とても聞き取りやすい英語を話す女性
がわれわれのガイドでした。彼女は韓国語が第一言語
で、英語は第二言語であると言っていました。われわれ
の為に日本語の単語もいくつか覚えてきてくれ、分かり
やすく楽しい説明をしてくれました。私は偶然良いガイ
ドに当たったのだと思っていたのですが、違いました。
後からジェニ先生に聞いたところ、以前ガイドの説明が
難しいとの感想があったので、何カ月も前に先生がその
人を指名し、ガイドしてもらえるように準備しておいた
とのことでした。

ジェニ・アレン先生

このような経験が何度かあり、このプログラムに参加
している生徒たちは本当に恵まれていると感じました。

最初の驚き
オーストラリアの家庭にホームステイをして最初に驚いたのは、ホストのアダム・クルシ
ュカー先生が、洗剤を使って食器を洗った後、その食器を濯がなかったことでした。先生は
４５歳で独身、料理は嫌いと言っていたので、初めはアダム先生だけの習慣なのかと思いま
した。
しかし、多くの家庭でも同様であると後で知ることになり、さらに驚きました。洗剤の残
った食器を使い続けると何らかの影響が健康にでると思うのですが、
「オーストラリアは、男
女とも平均寿命が８０歳以上だ。問題ないと思う」と言われ、
「なんて大雑把な人たちだ」と
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内心あきれました。
しかし、雨水を濾過して使っている農家が今でも
多く、水を貴重なものと考えるために、そのような
習慣が残っていることを後で知りました。地平線ま
で広がる牧場や麦畑も、もともとはユーカリの木々
が繁る林を長い年月をかけて開墾したものであり、
オーストラリアの人々を「のんびりとした大雑把な
人たち」と一様に考えてしまうのは乱暴であると気
づきました。
アダム・クルシュカー先生
ＥＳＬの授業で
ＥＳＬ（English as a Second Language）の授業の中で、キリスト教やアボリジニに関する
内容が取り上げられたことがありました。ＥＳＬの授業を担当していたリンリ・マクダナル
ド先生は、人柄がとても誠実で、分かりやすい説明をいつも心がけてくれていました。ホス
ト・ファミリーの話す英語は聞き取れないけど、リンリ先生
の英語は大体わかるという生徒が多かったです。しかし、キ
リスト教やアボリジニを取り上げた授業は、多くの生徒が
「難
しかった」と感想を述べていました。
原因は、生徒たちの背景知識の不足にあると思います。私
も同じ説明を聞いていたのですが、社会科の教員である私に
はさほど難しいと感じない説明が、生徒たちには難しく感じ
たようです。英語を使ってコミュニケーションを行うために
は、英語の技能だけでなく様々な知識や経験も重要となるの
では、と感じました。
リンリ・マクダナルド先生

地域のスポーツ・クラブについて
セント・ブリジッズ・カレッジには、日本の高校のような部活動はありません。スポーツ
をしたい生徒に対しては、地域のスポーツ・クラブが受け皿になっているようです。学校の
あるホーシャムという町は、人口が１万５千人程度の小さな町なのに、オーストラリアン・
フットボールのクラブ・チームが２つもあり、週末に行われる地域リーグの試合には多くの
住民が応援に集まります。私も観戦させてもらいましたが、セント・ブリジッドの生徒の中
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に、そのチームでプレイする選手も何人かいるとのことでした。学校が体育の授業で使って
いるグランドは、本来はそのクラブのものだそうですし、立派なクラブハウスも学校に隣接
して建てられていて、われわれのフェアウェル・パーティーの会場はそのクラブハウスでし
た。学校の部活動が、高校生のスポーツ活動の中心である日本とは大きく違うと思います。
卓球のクラブもありました。かつては家畜の病院だった体育館で、毎週火曜日の 7 時半
から１０時くらいまで、幅広い年齢の選手が５０名くらい集まって試合をしていました。私
も、卓球部のコーチをしていると自己紹介をしていたので、参加するよう声をかけられまし
た。夕飯を食べた後にコンクリートの床で行った卓球は、疲れたけれど、とても楽しかった
です。年齢も技術のレベルも違い、異なる国をルーツとする様々な人たちが集まって楽しく
プレイする様子は、とてもオーストラリア的だと思いました。
日本でも地域のクラブ・スポーツがもっ
と盛んになれば良いと感じます。多様な
人々が集い楽しむことが、日本の社会にと
って良い影響を生むのではないでしょう
か。今後、日本は少子高齢化と人口の減少
が急速に進み、移民の受け入れも進むはず
です。そのような状況にあって、オースト
ラリアのもつ多様なものを受け入れる柔
軟さは、日本社会が学ぶべきもののように
思えました。
卓球場で

日本とオーストラリア
セント・ブリジッドの先生方は、自分たちの生徒を「怠惰」
「粗野」と形容し、松戸国際の
生徒を「礼儀正しい」
「よく訓練されている」と賞賛していました。たしかにセント・ブリジ
ッドの生徒たちの中には、そのような生徒も見受けられましたが、松戸国際の生徒はスケジ
ュールの変更に対応するのが苦手で、自ら行動する力が少し弱いようにも思います。それに
対し、セント・ブリジットの生徒は、多様なものを許容する力、自主的に行動する力に長け
ているように見えました。多文化主義を採用し、様々な国や地域からの移民を受け入れてき
たオーストラリアの風土が、このような生徒たちの特性に繋がっているのかも知れません。
セント・ブリジッドの先生方は、日本人全般に関しても「勤勉」
「時間に正確」と誉め、自
らの国民性を「ルールを守らない」
「責任感がない」と批判します。しかし、オーストラリア
の人たちはとても幸福そうで、生活を楽しんでいるように見えます。日本人は、あまり幸福
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に見えないのでは、ないでしょうか。
「何
のために自分たちは勤勉に働いているの
か」と、彼らを見ていて時々感じました。

１５名の生徒たち
私が引率した１５名の生徒たちは、よ
く頑張っていました。季節が逆転してい
る国にやって来て、日本語の通じない家
庭に一人で滞在し、様々な行事を次から
次へとこなしていくのは、とても大変だ

日本語の授業に参加

ったと思います。プレゼンテーションや
ダンスも、よく準備されていました。定期考査や文化祭の準備に追われていた日々の中で、
よく努力したと思います。セント・ブリジッドの先生方に、
「あなたの生徒たちを誇りに思
うべき」と何度か言われ、自分が何かをしたわけでもないのに、嬉しく感じました。
このプログロムを通じて、生徒たちは大いに成長したように見えました。３週間の間に感
じたことや考えたことを忘れずに、今後も成長を続けてほしいと思います。そして、ホスト・
ファミリーの人たちと連絡を取り続けてほしいと思います。
来年の秋、セント・ブリジッドの生徒たちや先生方が松戸国際を訪問することになってい
ます。その際に、成長した姿を見せられるように努力を続けてください。私も、そうしたい
と思っています。

学校名が書かれた壁の前で
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2018(平成 30)年度
オーストラリア短期留学レポート

Catholic

College
引率：畑

7/20

Wodonga
真澄（国語科）

Fri 出発！

羽田空港には松国生のご家族の方々が大勢お見送りにいらっしゃっていました。高橋教
頭先生、国際部の高橋和子先生、そして時田先生が笑顔で手を振って見送ってくださり、
いよいよ出発！という感じで 30 人プラス市東先生と私は元気にオーストラリアに向か
いました。シドニーまではこの人数ですが、そこからはそれぞれの目的地に向かって 2
グループに分かれます。私は気持ちを引き締め、St.brigid’ｓ組引率の市東先生とまた
3 週間後にここで元気にお会いしましょうと言って別れました。私たち Wodonga 組は
Albury 空港へ向かいました。
小さな空港に到着し、ロビーに出ると…。ホストファミリーや先生方の大歓迎が待っ
ていました。ぴょんぴょん飛び跳ねている男の子の姿もあり、私たちの到着を心待ちに
してくれていたことがとてもよくわかりました。私も出迎えの先生方と挨拶を交わし、
私自身のホストファミリーである Geoff 先生と共に車で Wodonga のお住まいに向かいま
した。もちろん、Anne-Marie 夫人も温かく私を迎えてくれました。
スクール・ライフ
★Catholic

College Wodonga（略して C.C.W）

は大変歴史のあるカトリック系の学校で、レンガ
造りの古い校舎と図書館や設備等が整った新しく
て洒落た校舎が広い敷地に建っています。音楽室
などはちょったした道路を渡っていく感じです。
（教室移動が大変です！）現在工事を進めている
所がありましたので、来年こちらを訪れる生徒たちは真新しい素敵な建物を目にするの
ではないでしょうか。
★7 年生から 12 年生までが通う、いわゆる中高一貫校の私立の学校で制服もあります
が、カッチリとした着こなしではありません。けれども、だらしなくも見えません。季
節が晩秋から冬という時期だったせいかも知れませんが、女の子は活動的なパンツスタ
イルでシャツと紺のセーターを上に合わせていました。ちなみにコートはほとんど着な
いそうです。その中でも人目を引くようなおそろいのトレーナー（数字やロゴ入り）を
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着ている人たちがいることに気が付きましたので聞いてみたところ、それは毎年最上級
生の 12 年生がその学年で作って制服のように着るのだとか。数字は所属年度を表してい
るそうです。この学年は水色が基調になっていて yellow、navy との配色にセンスの良さ
が感じられました。いったい、どなたがデザインしたのでしょうね。けれども中には伝
統的なチエックの長いスカートにジャケットを羽織った女生徒もいて、私は制服事情に
もとても興味を持ちました。松国生のおそろいのパーカーも素敵でしたよ！
★授業はいわゆる「教科書」というものはなく、先生方が教材を準備するようでした。
プリントや小冊子、パソコンを駆使した授業スタイルで、第二外国語としてフランス語
や日本語を熱心に学ぶ生徒がたくさんいることに驚かされました。
朝 HomeRoom に行った後は毎時間、教室移動です。１日の授業は 70 分の授業が 4 コマ
あります。Period１～3 が終了すると 13：10、ここで Lunch です。松国生はホストファ
ミリーが用意してくれる物をおいしそうに食べていました。カフェテリアではホットド
ッグやハンバーガーだけでなく、手巻き寿司も
売っていましたが、何よりもドリンクのサイズ
が大きくて“オーストラリア感”を味わいまし
た。けれども LunchTime までお腹を空かせてい
るわけではなく、Period１（9：05～10：15）終
了後、約 30 分間の Recess で果物や軽食を取り
ます。日本にはない時間ですから楽しい、新鮮
な時間でした。
楽しかった授業
どの授業も私たち松国生のためによく準備をしてくださっていたと感じました。
Michelle 先生、Alex 先生という先生が担当する 7、9 年生と日本人講師の Kanae 先生
が担当する 11、12 年生の日本語クラスの授業にはたくさん参加し、練習を積み重ねたプ
レゼンテーションも披露しました。たこ焼きやお好み焼きも作りましたね。ボランティ
アスタッフの日本人留学生マサさんにも大変お世話になりました。
また、音楽やブーメラン作り、ANZAC ビス
ケットを作る家庭科のような授業もありま
した。Obento making では Kanae 先生が唐揚
げの下準備をご自宅でなさってきてくださ
ったため、揚げたての唐揚げの味は最高で
した。予定していた教室が急に変更になる
こともありましたが、臨機応変に対応でき
て留学生担当の Terry Quinn 先生（愛称は Quinny）に褒めていただきました。
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ESL と校外学習
★どの授業も松国生に配慮してくださったものでしたが、ESL は松国生だけの英語の授
業です。Terry 先生が担当で英語の質問を聞き取って答えたり、holiday をどのように
過ごしたかをスピーチしたりしました。Terry 先生は指名する人を生徒の名前入りルー
レットをパソコン画面で回して決めるのでみんなドキドキしていました。なんと
「Masumi」の名前まで入っていて慌てましたが、見事にあたってしまい、私は昨日の出
来事を英語で話さなければなりませんでした。どうなったかは、生徒がよく知っていま
す。（笑）
最後の ESL の授業はホストファミリーに渡すカードを Terry 先生と一緒に学校のすぐ
そばのお店に買いに行き、教室でそれを書きました。みんな、真剣でした。
「帰りたくな
いなあ…」とつぶやきながらメッセージをしたためている人もいましたね。
★校外学習とでも言ったところでしょうか。バスで遠足に出かけました。
最初は BeechWorth という町でした。
「as game as Ned Kelly=ケリーのように勇敢に」は
ｵｰｽﾄﾗﾘｱにおける一般的な表現になっているそうですが、その人こそ日本でいう鼠小僧の
ような義賊ともてはやされた彼だそうです。
ここでは老舗のベーカリーでパンとクッキーを作り、持ち帰りま
した。（焼き上がり時間まで散策とショッピングを楽しみました。）
お昼もここで自分の好きなものを注文したのですが、いろいろな種
類のパイは選ぶのに迷いました。けれども Terry 先生が前日にメニ
ューをプリントして配ってくださっていたため、注文もスムーズに
でき、評判高いベーカリーのパイを存分に味わいました。
★次はメルボルン動物園。6：30 バススタートで、集合した時は
まだ真っ暗でした。約 4 時間バスに揺られた後は、グループごとに
園内を回りました。私は生まれて初めてコアラを見ることができま
した。木の上で寝ていましたが…。
ここでプライベートのことですが、私の次男坊がメルボルンに留学
中で、動物園まで車で 10 分ほどだと聞いていました。嬉しいことに動
物園まで会いに来てくれ、およそ 11 ヵ月ぶりに会いました。一緒にい
た先生方には「ハグしないの？」とか「遠慮しないでもっと喜んで。」
と言われましたが、私は喜びで一杯でした。先生方＆息子と撮った記
念写真は宝物です。
Primary School 訪問
2 校訪問し、そこでプレゼンテーションをしました。
日本の文化や人気のある商品、お菓子などをパワーポイ
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ントを使って紹介したり、クイズを出したり，書道に親しんでもらったりと松国生のア
イディアでいっぱいでした。福笑いゲームも大変な盛り上がりで大成功でした。松国生
はどの生徒もとても面倒見がよく、折り紙などは丁寧に教えていましたので休み時間に
なると子供たちが一緒に遊びたがって誘いに来ていました。もちろん、外で元気よくボ
ールで遊んだり、思いっきり走り回っている姿は笑顔で溢れていました。
ホームステイとホストファミリー
どの生徒もそれぞれの家庭でかけがえのない体験をしたことだと思います。不慣れな
ことも多々あったと思いますが、土日を挟んで月曜日に学校で 15 人の顔を見ると何の心
配もないなあ…よかった…と思うだけでしたし、それぞれの家庭での休日の過ごし方を
聞いて心温まる思いがしました。
さよならパーティには忙しい合い間を縫ってホストファミリーが集まってくださり、
先生方も交えて、別れを惜しみました。松国生は練習してきたダンスを披露して、たく
さんの拍手をいただいたのですが楽しい時間ともうじきお別れだという複雑な気持ちが
入り混じっていたように感じました。パーティだけでなく、Wodonga のホストファミリ
ーと過ごした日々はあっという間に過ぎてしまいました。
～

3 週間を終えて

～

まずは事故や病気になる生徒がいなかったことに安堵したと同時に、約束やルールを
きちんと守ってくれた松国生に感謝しています。
私は人生で初めてのホームステイと C.C.W 学校生活を堪能しました。英会話は自信が
ありませんでしたし、もしかしたら周りでは多くの方々が心配したかもしれません。た
だ私はオーストラリアで体験するすべてのことを心の底から楽しみました。何でも取り
あえずやってみました。本当に楽しい日々でした。
思い出は数えきれません。Geoff さんと日曜マーケットに出か
けた時は迷子になりました。58 歳の誕生日は先生方が昼休みにチ
ョコレートケーキでお祝いしてくれました。職員室で一人でお昼
を食べてもつまらないと思い、話しかけたら水曜日はスープ Day
（先生方のお手製、種類も豊富）だからたくさん食べるのよ！と
教えてくれた女の先生。大切なことは英会話が上手い、下手では
なくて心の持ちようと、一歩行動に踏み出すことだということを
改めて感じました。またいつか、Wodonga を訪れたいと思います。
その時までに英会話がレベルアップしているとよいのですが…。
最後に事前準備にご尽力いただいた英語科の先生方には、私自
身も様々なアドバイスをいたたきました。本当にありがとうございました。
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My Host Family

Special Days in Australia
２年 A 組 ２７番

～Holidays with

ｍｙ

立山萌花

ｏｓｔ ｆａｍ ｌｙ～
Pink lake:ホストファミリーとその友達とペットを連れて、ピ
ンク色の湖の周りを散策しました。想像よりも大きい湖で、き
れいなピンク色をした湖は初めてなので、びっくりしました

Halls Gap Zoo:山中の自然生かした動物園で、日本の動物
園などに比べて動物との距離が近く、ふれあい動物園みたいで
とてもたのしかったです‼念願のウォンバットを見ることができ、
うれしかったです。
Nature:オーストラリアは、とても広大で自然が豊かで、空気がと
てもおいしく感じました。特に夜空の星は今まで見たことないほど
の星がいっぱいあって、オーストラリアの夜空は一生忘れられない
思い出です。

～School Life～
オーストラリアの学校生活は日本の学校生活と違うところがたく
さんあって、毎日新しい発見がありました‼授業はとても自由な
スタイルで、生徒同士も、生徒と先生同士も、壁を感じない落ち
着く授業スタイルがとても大好きで
した。生徒も先生も明るく親切で優し
い人が多く、たくさんの人が話しかけたりしてくれて毎日登校す
ることが楽しみでした。お菓子を食べたりする“Recess”の時間が
あったり、生徒に日本語を教えたり、一緒にフットボールをして遊
んだり、毎日充実した学校生活がおくることができました。

～Food～
食べ物は本当に私の口に合うものばかりで、すべておいしかったので、ご飯を食べる時間も
とても幸せでした。特に私のホストマザーは料理が得意で、食べたい言ったものをたくさん
作ってくれ、たくさんのオーストラリアンフードを食べることができました。
私が一番食べておいしかった食べ物は、ホストマザーが作ってくれたミートパイです。私
は初めてミートパイを食べました。とてもおいしくて、もう一回たべたいので今度頑張って
自分で作りたいです。
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I had a wonderful experience in Australia. Studying abroad for three weeks is one
of the best memories for me. Through the three weeks, I could experience a different
culture.
There are many different points from Japan there, so I could discovered many
new things everyday and I could notice both the good points and bad points in Japan.
I think that we should respect cultures of each other, and it’s the most important thing.
By the way, in Australia there are many kinds of people, so I was helped by them
many times. When I misunderstood and worried about many things, they taught me
gently. I

can’t thank them enough. When I got cold, host mother attended to me

enough. When I said the dishes I want to eat, host mother cooked many dishes for me.
Host buddy taught me about her friends and her school clearly. She helped my stay there
be more wonderful. I’m happy to meet them.
Therefore, I realized I should study grammar and vocabulary more to improve my
English．I felt that my knowledge isn’t enough, so I’m studying it now. I’d like to study
abroad for one year in university, so I’ll do my best in studying English.
I had really good experience. Through this stay, I’m interested in culture of
foreign countries more. In the future, I’d like to go to many countries. Thank you for
reading.
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オーストラリア短期留学
２年Ｂ組５番

今井梨乃

私は英語が一番苦手な教科だったのでオーストラリア短期留学に行くのがものすごく不安で
した。
でも、行ってみたら英語が喋れなくても楽しむことができて、何よりもホストファミリーと
仲良くなれたことが一番の思い出です。お父さんもお母さんもバディも、みんな私に優しく
してくれました。積極的に話しかけてくれて、わからない言葉があれば教えてくれました。
家族との思い出で一番楽しかったのは、家でご飯を食べながら話をしたことです。山登りを
したり、ショッピングをしたりしたことも楽しかったのですが、中でも話をすることが一番
楽しかったです。英語が伝わらなかったらどうしよう、という不安よりももっと話したいと
いう気持ちのほうが大きくて、本当に楽しい瞬間でした。私を本当の家族のように接してく
れて、とてもうれしかったです。戻れるならば、今すぐにでもオーストラリアの家に戻りた
いくらいです。第二の故郷があるということは本当に幸せなことだと思いました。今でも電
話をたまにするくらい仲が良いです。２年後に日本に来ると言っていたので、その時までに
英語を極めて、もっと会話ができるようにして日本の案内をしてあげたいです。
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セントブリジッドカレッジ校内
学校の中はすごくきれいでした。生徒もみんな優しく接してくれて、とてものびのびとした
学校だと思いました。日本語の授業はすごく楽しくて、日本人の私たちも楽しんで授業を受
けることができました。戻れるならば、またセントラルブリジットで授業を受けたいと思い
ます。それくらい楽しい日々を送ることができました。
私が一番楽しいと思った授業はドラマの授業でした。ドラマの授業はみんなで演劇のための
特訓をする授業で、外国ならではの授業だと思いました。初めは戸惑っていたのですが、周
りの生徒と声を出して授業を受けているうちに、だんだんと楽しくなっていきました。日本
の学校の授業にも取り入れるべきだと思います。
オーストラリアに行って世界が広がりました。まだまだ自分の知らない世界もあるので、も
っと英語を学んで自分の視野を広げたいと思いました。
―

M y Ｍemories ―

I made some really good memories. I enjoyed staying at my host family house and miss
Australian delitious food already,so I am very sad that I cannot see everyone. My host buddy is
Hannah. She is the same age as me.She is a very cute and beautiful woman,and is kind to me. I
want to become someone like her. They will come to Japan two years later. I am looking forward
to seeing them again in 2020,so I will study English harder.
I want to enjoy talking with my host family. When I was junior high school student,I did not
like English and I could not speak English,but Austlaria changed my life. If I had not met my
host family,I would still be shy. I just did not improve in English.
I am grateful to my parents because Going on this exchange costs money. I really appreciate
that.I would like to retun the favor.I definitelly won’t forget this summer.I made great memories
thanks to my father,mother and my host family. Thank you for reading.
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My first experience
2年C組

20 番

小林

日菜乃

MY FAMILY
DAVIT
私のホストファザー!
すごく優しくて、私のことを一番気にかけてく
れました。ホストマザーが仕事でいないときは
ご飯を作ってくれて、たまにちょっかいを出し
てきたりもして、本当のお父さんのようでした。

LOUISE
私のホストマザー!
いつも何かする？何か食べる？など聞いてくれ
て、すごく優しかったです。また、バディのミ
ュージカルの衣装を作っていて、とても器用です。
少しお茶目なところもあって、かわいいお母さんでした。

KIRA
私のホストバディ！
彼女は歳が１つ下なのにすごく大人っぽい表情をしてい
ます。だけど、笑った顔はとてもかわいいです。カイラは
ミュージカルとバイトをしていて、おうちの中でも歌をた
くさん歌っていて明るくて、努力家です。

～日本とここが違う～
私はホストファミリーと滝を見に行ったり、山に登った
りしました。上っている最中にすれ違った初めて会う人と挨拶をして、楽しそうに話し
ているのを見て、会話はわからなかったけれどとてもフレンドリーだと思いました。食
事がだいたいワンプレートだったり、リンゴを丸かじりしたり、町に歩いている人が全
然いなくて移動がほぼ車だったり、お店に入って買い物をした時に店員さんは笑顔で対
応しないなど、様々な違いがありました。
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SCHOOL LIFE
学校では、日本語のクラスがあって私たちもその授業に参
加させて頂きました。ひらがなの練習をしたり、日本語で
自己紹介をしたりしていて、日本について知ってもらえる
ことがすごく嬉しいことだと思いました。また、私の名前
を聞いてひらがなで書いてくれたことが嬉しかったです。
学校の中を歩いていると、「おはようございます」や「こん
にちは」と声をかけてくれてすごく気持ちよかったです。

1，2 時間目の授業が終わった時にあるリセスの時間には、
ホストマザーが持たせてくれたお菓子を食べました。リセス
の時間は購買のようなものもやっていて、そこでトーストな
どを買うこともできました。周りに来てくれた子たちと日本
に来たことがあるのか、日本にこういう食べ物はある、など
いろいろな話をしました。写真を撮ろうとすると、たくさん
の人が映り込もうとして、大変なことになりました。
他にも、ホーシャムタウンを探検したり、洞窟に行ったりキ
ャンプをしました。キャンプをした時に見た星がものすごくき
れいで感動しました。上を見て星が見えるのはもちろん、前を
みても星があってすごく自然が豊かだと感じました。
学校は年齢の差を感じないくらい仲が良くて、上下関係があ
まり見られませんでした。授業風景も含めて日本より自由で、
私にとってとても過ごしやすい場所でした。
さよパ

〖Mｙ

Impression〗

I had never been to foreign country. I had an image that going overseas is
dangerous. So I was anxious very much. But when I got to Australia and met my
buddy, I felt a little relieved.
My buddy was very busy, so I couldn’t talk to her. I couldn’t get used to
life right away. I couldn’t speak English well and sometimes it was painful. I
became homesick as well. At such times, I was helped by my friends because I
talked a lot with them. Through this study abroad, I was able to learn the
importance of them.
Also, I think Japan and Australia are very different. Australians are peaceful,
but Japanese seems to be always busy. So I like the Australian atmosphere
rather than the Japanese atmosphere.
Before I went to Australia, I was not good at talking with new people. However,
I was in a situation that I had to speak English. So I was able to speak English
little by little .Also, I think I must speak English well, but I was wrong. The
effort to tell was more important. The school students and my host family made
me aware of that. That’s why I am very thankful to them.
This study abroad is my life’s memory.
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Short-term study abroad in Australia
２―C（２４）

斉藤 千世

Host family
私が今回のホームステイでお世話になったのは、
ホストファザーの Chris、ホストマザーの Sandie、
バディの Sharayah、バディの弟の Lars の４人家族です。
家族のみんな、とても優しくて、親切でした。
ペットは、犬やニワトリ、羊、ヤギがいました。車で犬の散歩に行ったり、
放課後、ニワトリを捕まえて小屋に戻したり、羊とヤギに餌をやったりして、楽しかったです。

色々なところに、連れて行ってもらいました。

教会

山登り

川

カンガルー
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子羊にミルクやり

公園のポッサム

Food
朝ご飯はトーストにチョコとヘーゼルナッツのクリームを塗って食べました。
私は苦手だったけど、皆はシリアルも食べていました。
学校がある日の昼ご飯は、サンドウィッチでした。Sandie が作ってくれて、
中には、ツナやラム肉、野菜などがはいっていました。
晩御飯は、タコスやローストラム、チキンライス、バーベキュー、ハンバーグ
などを、Chris と Sandie が作ってくれました。とっても、おいしかったです。
滞在中に色々なオーストラリアの食べ物にチャレンジしましたが、一番印象に残っているの
は「ベジマイト」です。オーストラリアの発酵食品で、パンに塗って食べました。
私にとっては、おいしくなかったです。

Impression
I went to Australia for three weeks and I was able to experience a lot of
things.
My host family took me various places. I saw a koala and kangaroos,
climbed mountains, watched waterfall and went to a movie theater. Every
Sunday, we went to church. The church was different from my image. We
enjoyed singing and dancing. I was able to communicate with many people.
Everyone helped me when I was in trouble.
School life was different in Japan. It was fun to eat snacks and taking
pictures with Australian students during recess time. We participated in
photography classes, Japanese classes, economics classes and P.E classes.
I especially enjoyed P.E and photography lessons. The shape of the ball
looks like a rugby ball, so it was very difficult. But Australian students told
us very kindly. In photography class, I took pictures at various school places
with photography class students. My teacher gently advised me.
Finally, I didn’t want to go back to Japan. I made many memories. I want
to study English more and go to Australia again
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Australian life
２/D/No.38/八嶋 文美

My host family
🌼Mom：Sharon🌼
いつも優しくて、ご飯を作るのが
とっても上手でした。ほとんど毎日
作ってくれた夜ご飯は全部本当に
美味しかったです。
🌼Dad：Wayne🌼
いつでも面白い事をしていて、私を
笑わせてくれました。よく私の英語
を褒めてくれたので、嬉しかったです。
🌼Kellsie🌼
私よりも１つ上で、私にとって本当に
お姉ちゃんのような存在でした。２人
で映画を見たり、買い物したりと、２人
で過ごす時間が１番多かったです。

Excursion
🌼Halls gap zoo🌼
最初の休日に Halls gap zoo に連れて行ってもらいました。長くてまっすぐの道路を車で
家から２時間程走ると到着しました。
まず、入口の近くにミーアキャットが１０匹程いました。次に見たのは、カンガルー!!しかも、白
い赤ちゃんのカンガルーでした。これはここにしかいなくて珍しいのか、たくさんの人が見に来
ていました。バディーと一緒に餌もあげました。少しくすぐったかったけど、楽しかったです。
もう１つ私の印象に残っているのは、Sulphur Crested Cockatoo というオーストラリアにい
る喋る鳥です。「Hello!」と私にも喋ってくれました。最初の休日だったから、少し緊張したけ
ど、とても楽しい休日になりました!!!!
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🌼Warrnambool🌼
ヴィクトリア州にある観光地として有名な海“Warrnambool”に連れて行ってもらいました。
そこで初めてオーストラリアの海を見ました。日本の海よりも見た目は穏やかでとても美しか
ったです。海が穏やかそうだからと、バディーと一緒に岩場の方まで行ったら、波が来て
びしょびしょになりましたが、それも良い思い出です。
すぐ近くに、クジラが見られる海岸があり、そこにも連れていってもらいました。寒かったので、
10 分ほどしか滞在しませんでしたが、その間に３回もクジラを見ることができました！Dad か
らは“You are lucky girl!”との言葉をもらいました。見られない時は本当に１頭も見られない
そうなので、嬉しかったです。
夜は海の近くにある可愛いコテージにお泊りしました😊

Impression
I was able to learn many things during short-term study program in Australia.
Such as leaving home for 1 month, staying with an Australian family, and holding a
crocodile and so on. When I first met my host family, I was very nervous but I was
kindly greeted, so I was not worried. People in Australia were very kind, bright and
very easy to talk to students and school`s teachers also gave me a call at school, so
I was able to communicate a lot.
I have tried the first challenge, holding a crocodile. I`ve never liked reptiles.
This is what happened at the time of camping. I enjoyed Jamie’s zoo at camping time.
He showed us a frog, a snake, a wombat, crocodile and many more Australian animals.
We could not only touch the animals but also hold them. So I tried holding a crocodile.
The crocodile was quiet, so I was able to hold it. This was a very good experience for
me. I will remember this experience.
Thanks to my host family. I really enjoyed my time in Australia. I definitely
want to go there again.
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２年 D 組 40 番 山﨑百華

Family😊
LONGSTAFF
( Claire / Shaun / Piper / Kate

/

Nan )

賑やかで豪快な Longstaff 家。ホストマザーの Kate はシングルマザーで、消防士や救急
車の運転手をしていて、とても忙しそうでしたが、いつでも元気で優しく接してくれました。ま
た最終日には自分が苦手にも関わらず、私が食べてみたい！と言っていたラム肉を料理して
くれました。その他にも、オーストラリアの文化に沢山触れさせてくれました。子供たちもとっ
ても元気で、毎日がお祭りのようでした。

MANESERRA
(Grace/Eva/Sienna/Celeste/Penelope)
優雅で温かい Maneserra 家。ホストマザーの Penelope を含め、家族全員がスポーツが
得意で、よくネットボールやバスケットボールの練習を見に行ったりしていました。お家にプ
ールがあったり、カーテンが自動で開いたり、驚きの連発でしたが、いつも私のことを気にか
けてくれ、話しかけてくれる、とても素敵な家族でした。夜には可
愛い三姉妹と恋バナをしたり、充実した日々を送ることができまし
た。
はじめの２週間は Longstaff 家
さいごの１週間は Maneserra 家で過ごしました
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I had a great time and made a lot of good memories through this
program.
I tried many kinds of Australian foods such as a fish&chips
vegemite and lamb chops.
I liked meat pie the best. So, I ate it almost every day.
I met beautiful (Amazing) people there.
I have two host families, Longstaff and
ここの meat pie 大好き！↑

Maneserra.

Claire Longstaff, is my first buddy. She is fourteen, very kind and
sometimes crazy. She and her family took me to a lot of places.
Grace Maneserra, is my second buddy. She is beautiful and good
at sports. So, I went and watched her
netball game on holidays.
Thanks to them, I could enjoy spending time in Australia!!
The time that I spent in Australia was really
exciting. After this program, I want to study
English more and more and communicate with
them more.
I’ll never forget this experience.😊

みんなで動物園へ↑

ずっとくっついてきた
可愛い妹 Piper↑
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Australia

2 年 E 組（３１）出村百音

７月２０日からオーストラ
リアに留学に行きまし
た！みんなとの仲もすご
く深まって楽しかったで
す。

Family ♥
MUM はいつも明るくて、いつでもハグしてく
れました。
DUD は毎日ジョークを言って笑わせてくれま
した。
TOM は優しいお兄ちゃんでたくさん私に話し
かけてくれました。
BRITTANY は私の本当のお姉さんみたいな
人！優しくて、可愛くて、最高♥
大好きな私の家族です

Food🍛

MILO と呼ばれる

FISH&CHIPS ポテトがすごく

ミニピザ！！具だくさんで下は

ココアみたいな飲み物

おいしかった！塩味がいい感じ

ミートパイみたいになっている
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大きなハンバーガー
一口じゃ口に入らない！！
家庭科で作ったニョッキ！

ラップサンド！！ボリューミで

ジャガイモからできてて

食べるのが大変だった

ビックリ

Impression☺
I had a wonderful time in Australia. At first, when I arrived at Australia, I
was really nervous because I didn’t have confidence in my English ability,
but I could have graet conversation. Days in Australia were really fun for
me. I have two memories which I enjoyed the most.
First, my host family was very kind to me. They always cared me. When
they cooked dinner, they always asked me “Do you have any things you
don’t like here ?” It made me so relax. So I really appreciate my host
family. If my host family were different, I might not have enjoyed so much.
I really love my host family💛
Second, I liked my school life. We joined classes with Australian
classmates. It was good memory for me because if I hadn’t joined this
program, I could not make Australian friends.
Finally, I was really happy in Austaralia. This memory improved my
motivation to study English and I think I want to study abroad in the future,
too.
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MY LIFE IN AUSTRALIA
2 年 F 組 ３ ５ 番 古 川 佳 奈
My host family
Ｂｅｌｌａ

とても頼りになる一つ年下の自慢のバディー！
隣に座って一緒に宿題をしている時などに、学校であったことや、
彼女のボーイフレンドの話をするなど、友達のように話すことが出来ました。

Ｍｏｍ

いつも話を盛り上げてくれる面白くて優しいホストマザー！
最初の頃はゆっくり英語を話してくれて、私が慣れてくるとネイティブに近い
スピードで話すようにしてくれました。

Ｎａｎａ

編み物が得意で、本当の孫のように私に接してくれたナナ！
「これ何？」と聞くと、全て丁寧に答えてくれました。彼女のおかげで語彙も
増えました。

プレゼントをくれたバディー

Ｓｃｈｏｏｌ
違い

さよならパーティー

Recess の時

セント組全員で

life

「日本とここが違う！」と思うことばかりでした。大きく違うのは、二時間目と三時間目
の間にＲｅｃｅｓｓという休憩時間があることです。その時間に中庭に出てバディーや
友達と一緒におやつを食べました。また、現地の学生と交流を深めることができまし
た。

授業

選択した科目を学年関係なく学びます。それもあって日本のように先輩、後輩などの
上下関係をあまり意識していないように感じました。体育では、オーストラリアで有名
なフットボールを現地の学生に教わりながら体験しました。また、数学の授業に参加し
た時、筆算を教えたら誰も知りませんでした。代わりに電卓を使うと聞いて驚きました。
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日本語授業日本語クラスに参加し、日本語を教えました。「ひらがなは難しい？」と聞くと、「丸みを
おびている記号にしか見えない。難しい。」と言われました。また、「ひらがな、カタカナ、
漢字の三つの文字を学ぶのは大変。」と言われ、文字の種類が複数あることを新鮮
に感じていることを知りました。
校外学習

日本人のみではなく、現地の学生と一緒に教会を訪れるなど、貴重な体験をするこ
とができました。神父の方が聖書の一部を暗唱している光景を見て、日本ではめっ
たに見ることがない光景であり、宗教や文化の違いを強く感じました。その他たくさん
の課外活動があり、それらを通して交流を深めることができたと思います。Bonzer[い
いね]、Ta[ありがとう]などのスラングを教えてもらいました。独特なオージーイングリッ
シュを直接教わることができて嬉しかったです。

Farmer life 体験時

新しい友達と

フィッシングゲームの体験

授業体験の時

Impression
“Experience is one thing you can’t get for nothing.” Oscar Wild said. When I was
studying abroad I remembered these words. In those days, I couldn’t speak English
actively, so I regretted it and I asked myself “What did I come here for?” I went to
Australia to improve my English skills and experience different cultures. And then I
remembered these words. I thought “This experience will certainly become my wealth.
I do what I can with all my heart。”
There were a lot of things that surprised me in Australia. It is natural to be
surprised because there are different cultural points between Japan and Australia.
There is one thing that I found very surprising. It is people who throw away foods
that are still good. At this time I thought “I want them to know the Japanese word,
Mottainai.” It means waste. Of course, Australian culture has many wonderful points.
But also, there are not so good points as in any country. So we should learn each
other’s culture to improve our own culture. And we both should respect it. I think
it is cross-cultural communication.
I made up my mind to study abroad again so I can study more. I’m grateful to all
the people who have supported me.
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St.ｂrigid
2G 22 番 中野美桜

MY FAMILY
とても素敵な家族でした！！
Charlotte とても親切で、髪型がすてきでした！！見た目は

Charlotte

クールだけど中身は乙女で誰でも惚れちゃいます♡
Katrine

毎日毎日のご飯がおいしすぎるくらい料

理上手です！彼女の誕生日パーティーには豪華な食事
が沢山並んでいました！！
Leo ゲームが大好きでバスの中でも集中してゲーム
をしていました。
Ava

とてもかわいらしい声の持ち主です！！家では

LEGO で遊んでいましたヨ！
Enid

とても可愛い女の子です！外に出るたびに木

に

Ava & Enid

登るくらいやんちゃな子です♡

EVENTS
キャンピング！！これは私の１番思い出に残っている思い出です！！
3 週中 2 回キャンプしました！初めてテントを張って夜を過ごした時に見えた壮大な星
空は素晴らしかったです。大自然に触れて過ごした日々は絶対に日本で味わうことので
きない感覚でした。
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MEAL
オーストラリアは美味しい食べ物で溢れています!!
チキン＆ライス

ナチョス

手作りのピッザ

Chicken parmigiana

ソーセージロール

Memories
I got really special experiences in Australia. There are many memories but
now I’ll write about 2 my favorite memories.
First I was with big nature for 3 weeks. My host family has many pets
such as cows, dog, cat, rabbits and so on. Before I go to Australia, I’m poor
at playing with animals but now I like animals. While I waited for the bus, I
usually saw many sheep. It was really fresh and good.
Second, I could make new friends. Most Australians have positive
character so when I feel tired, I can get power by them. In the future, I
want to be a worldwide nurse so I’m interested in how to grasp the things
and
how to express my own feeling. I’ll learn this thing through them.
In addition, in Australia I went through different cultures. I was especially
surprised at Christianity. I don’t have a religion, but they accepted me, so
I could spend a good time there. I’m thankful to have this opportunity. I’ll
make use of the things I learned in Australia. Thank you!!
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St.brigid
2H No.29 中島菜摘

🌼 My Family
Mother Sharika

Father Vanbarn

Sister Vanrika

Brother Zedane
私のホストファミリーはインド人で
した。初めて会ったときは、まさか
インド人だとは思っていなかったの
で驚きました。英語も少しですが
なまっていて、聞きとりにくいこと
もありましたが、私がわかるまで話
してくれて、とても優しいファミリ
ーでした。

🌼 Meal
お母さんの作るご飯はすごくおいしかったです。朝ごはん、お昼、夜ご飯、いつも手作りで、と
くにラザニアがおいしかったです。またインド生まれだったこともあり、インドカレーを人生で
初めて食べました！辛すぎました。
← インドカレーです。家族みんなこのカレーを手で食べて
いました。私はスプーンで食べました。あまりの辛さに残
してしまいました。まわりにのっているチキンも辛いのに、
ファミリーはみんなおいしそうに食べていて、衝撃的でし
た。
ステーキやパスタ、ミート
パイなどもとてもおいしか
ったです。
朝ごはんが毎日 ちがった
ので、毎朝楽しみでした。
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🌼 Zoo🐷
ホストファミリーとの思い出は Halls Gap Zoo です。
行く途中でお母さんと Vanrika がけんかしてしまい、Vanrika が
拗ねてしまいました。、結局お母さんとおばあちゃんと私の 3 人で
動物園をまわりました。とてもとても気まずかっ
たけど、いい思い出です。
帰りに食べたアイスクリームはとてもおいしかっ
たです。Coolas Ice Creamery の Rock Salt
Caramel です🍦
ちなみに Vanrika はその時まだ拗ねていたため、

🌼 School

3 人でアイスクリームを食べました。

学校ではたくさんの友達とたくさんの思い出ができました。
一緒にラグを作ったり、シーザーサラダを作ったり、キャンプをしたり、ダックダックグースを
したり、恋愛相談を聞いたり…とても充実した学校生活でした。

🌼Impression
I had a great 3 weeks in Australia. The time which I spent with my host family
and my friends is my treasure. I learned so many things in Australia.
My host family was Indian so I could learn not only about Australia but also about
India such as education and meals.
My host family taught me new things every day so I could spend my fulfilling days
there.
At the school, I could make a lot of friends. I was very happy!!
I made a rug with George, I cooked Caesar salad with Arch, I studied Japanese
with Daniel, I talked with Connor about his love. In addition, many students talked
to me, but I couldn’t remember their names. At first, I was little nervous, but
everyone was kind and funny so I really love them!
When I said good-bye to my family, my host mother said “Next time you come
to Australia, Let’s go on a trip for 2 weeks.” I was glad to hear that. I’m sure that
I will go to Australia again!! I could have many wonderful experiences.
Thank you to my host family, my friends, my father and my mother!
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My special experience
2 年 H 組 31 番 中村夏花

My host families
〇Barber Family
Barber Family は、 一
つ目のホストファミリーで、
優しくお出迎えしてくれ
ました。 いつも私のこと
を最優先してくれて、 毎
日楽しませてくれまし
た！mom や dad は特に、
優しく私の話を聞いてく
れました。
Larissa
私より年下のしっかり者。 家事を積極的に手伝い、 まわりに気を配れる小さいお母さん的存在の
Larissa。 家族のムードメーカーで家中笑いが絶えませんでした。 学校で会った時には、笑顔で
手を振ってくれました。 家に帰った後はゲームをしたり、 お菓子作りをしたり一日中私のそばにい
てくれました。

〇Henderson Family
二つ目のホスト
ファミリーは、
私が大好きな
海に連れて行
ってくれたり、
たくさんのわが
ままを聞いてく
れました！
Taya
父親思いの優しい Taya！笑顔と明るさでなんでもやりきるステキな女の子。 何も不自由がない
くらい私のお世話をしてくれました。 日本語の勉強にとても熱心に取り組んでいる努力家です。
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My life in Australia
8 月 8 日、 私はオーストラリアで１７歳の誕
生日を迎えました。 ちょうどその日にさよ
ならパーティーがあり、 本当にたくさんの
方々に祝ってもらいました。 毎日私たちの
お世話をしてくれた Ms.Maｃは私のために、
ケーキを作ってくれました。 こんなに大勢
の方々に祝ってもらえるなんて思っていな
かったのでとてもうれしかったし、 ステキ
な誕生日になりました！

この１５人で共に過ごした時間はかけがえの
ない宝物です！笑いあったり、励ましあった
り、この１５人だから作ることができた大切な
思い出です。

Impressions
In Australia, I spent a wonderful life with my host family and my Japanese friends.

I

could make a lot of friends and memories. And there were lots of encounters, such as
the nature that I did not know and many first experiences. I want to say thank you to
my host families because they really helped me and made me happy. If they were not
my host families, I think that I couldn’t have spent a great time like that. I think that
they were really good as my host families. This experience is special to me. I would like
to make use of this experience from now on. I love my host families and Japanese
friends who went to St.Brigid’s College with me. I absolutely go to Australia again and
meet my host families.
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Australian Memories
２年 H 組

和田 純

My Host Family
My Buddy Delie
ディズニーが好きな明るいバディ！自分でオリジナルのお話を作っていました。映画を
見ているときはわかりやすい字幕のような解説をしてくれました。おうちでカラオケもしま
した。

Mom

Ｗｅｎｄｙ

毎日お昼のサンドウィッチやおやつのケーキ、豪華な夜ご飯を作ってくれました。一番
好きなのはラザニアとチーズケーキです。いつも優しく接してくれました。

Dad

Gary
仕事好きで陽気なお父さん！消防団にも所属していて消防車に乗ってドライブに連れ

て行ってもらいました。育てている羊のお世話をしていました。

Brother

James

ゲームと甘いものが大好きなお兄ちゃん！シャイだけど話したらとても優しかった。同
い年なのに背がすごく高くてびっくりしました。

In

Host Family‘ｓ

House

お庭でトラクターに乗った
りお兄ちゃんの車を少し
運転させてもらいました。
脱走していた鶏を抱っこ
して小屋に戻したり生まれ
たばかりの羊の赤ちゃん
を見たりしました。朝は羊
の鳴き声が聞こえてき
ました。家の周りは広い
土地で夜には今までに
見たことのない満天の
星を見ることができました。
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Classes

In

St

Brigid’s College

現地の生徒と一緒に日本語クラスや美術、家庭科などに参加しました。
またバディと一緒にブランケットを作り、ブーメランをデザインして校庭でブーメランを飛ば
しました。
体育では現地の生徒にフットボールとネットボールを教わりました。優しく教えてもらえて楽
しかったです。他にもリセスというおやつの時間にお菓子を食べながらおしゃべりしたりお昼は
毎日中庭で食べたりしました。私は毎日サンドウィッチで、帰ったらホストマザーが明日は何
がいい？と聞いてくれました。ハムチーズが一番好きです。

Impression
This experience was the memory of my life. It’s the first time I got to go abroad.
I was so nervous, but my host family were so kind to me. They tried to listen to
my English, spoke slowly and used easy words. I have many best and happy
moments in Australia.
First, I enjoyed dinner time. At that time, my host mom, dad, buddy and brother
were talking and laughing about today’s events, interesting stories and about the
meal. My buddy likes talking and Disney stories. Her story was so fun. My dad was
kind but he often made jokes. My brother is shy, but he talks a lot at dinner table.
My mom is so kind, and listened to all their stories.
Second, I met a lot of Australian animals, such as sheep, chook, emus, kangaroos,
and a lot of birds. Out of these animals, I hugged chooks which means ``chicken”
in Australia. They were heavy a little bit, but warm and cute!
In this way, I had so much fun. I didn’t want to come back to Japan. So, I promised
my host mom that I would go to Australia again. I want to see them soon!!!
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Australian Life
2 年 I 組 笹本鈴菜
☆2 host families
Buddy 演技と歌がとっても上手なＮｏａｈ!いつも気にかけて
くれるやさしい buddy です。
来年日本に来る予定です！
Mom

ユーモアあふれる明るい mom!
THE LITTLE MERMAID の衣装は mom が作りま
した！

Buddy 日本が大好きな Rachel!動物の名前は
全部日本語で言えます。好きな日本語は
「ふわふわ」です！
Dad

ワイルドな dad!たまに作ってくれる
アップルパイは絶品！

Mom

料理がとっても上手な mom！
mom の作るご飯はいつもおいしかったです！

☆holiday
休みの日に Halls Gap Zoo と Pink Lake に連れて行って
くれました！自然あふれる動物園とピンク色の湖を見て、オ
ーストラリアを感じました！
動物園の後に買ってもらったアイスクリームがとてもおいし
かったです！ちなみにこのアイスクリーム屋には３分しか滞
在できません！！！
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☆THE LITTLE MERMAID
St. Brigid’s College では毎年有志の生徒で演劇や
ミュージカルの発表を行っていて、学校の一大イベント
に入るほどです！
半年前から準備をはじめ、演技・歌・衣装・照明・
音響、すべてが本格的で素晴らしかったです！
Buddy の Noah はキング・トリトンの役で、いつも
頑張って練習していました。公演の後に花束をプレ
ゼントしたらとても喜んでくれて嬉しかったです！
私に内緒でオールキャストの寄せ書きを作ってくれま
した！シェフのメイクをやらせてもらったり、貴重な
体験ができました。一生忘れません！

☆impression
I had a wonderful time in Australia. My best memory is spending time with my
host family. We talked a lot everyday, and the conversation topic was small but I
really enjoyed it. I could not such a precious experience in Japan.
Also, my host family was always kind to me. One day, I cooked Japanese curry
as a dinner. After we have finished having dinner, my host brother Noah said
“Thank you for a great tea. Oishikatta desu.” to me. I was very happy to hear that.
I thougt I was a very lucky girl to meet such a warm family. They talked to me like
I’m a real daughter and sister. They talked to me using simple English, sometimes
changed the words.
I’m keeping touch with them and I’ll visit Australia again. Until the day, I keep
studying English. I’ll never forget this 3 weeks. Thank you.
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Australian life
2 年 I 組 23 番寺田美紅

<My host family>
バディーの Olivia（右上）はいつも明るく常に周
りに友達が沢山いました。
妹の Ebony（左下）は甘いものが好きな可愛ら
しい女の子で、
お兄ちゃんの Jameson（真ん中下）は折り紙が
上手なしっかり者、
弟の Eden（右下）は甘えん坊でやんちゃな男の
子でした。
お母さんの Merriｓa（真ん中上）は料理が上手
でとても優しい素敵な方でした。
ペットとして猫を 4 匹と犬を 2 匹飼っていて、私
も Olivia とよく犬の散歩に行きました。

＜Cooking>
クッキー作り、カップケーキ作りを滞在中に三回程
手伝いました。
一つのクッキングの本を見て家族みんなで作ったの
でとても楽しかったです。

＜Recess＞
みんなミントの味が好きなようで、ケーキもトッピン
グもミントのフレーバーを沢山つかっていました。
オーストラリアのお菓子は全体的にとても甘かった
です。
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＜Recess>

学校では 2 限の後に、リセスというおやつを食べたり遊んだりする為の 20 分程度の休み時
間が設けられていました。家ではお昼ごはんと一緒にリセスのおやつを持たせてくれて、そ
れを食べながら友達と話をしたり、遊んだりしました。
みんなリンゴなどのフルーツが好きなようでおやつにはたくさんのフルーツを食べていまし
た。リンゴをそのまま齧るのは日本ではあまり見ない光景なので初めは戸惑ったり、恥ずか
しく感じたりしましたが、オーストラリアで過ごしていくうちに自分の中で当たり前なもの
となっていきました。

＜Impressions＞
It was very pretty time , and it was very meaningful for me.
Also I got skills of applied , skill of conversation.
I want to say thanks to Olivia.
Because Olivia has a lot of friends and she is very funny girl.
So there are a lot of friends surrounding us.
So I want to say thanks to Olivia and her friends.I love theme.
I want to say thanks to my host mom too.
Mom is very cheerful woman.
She got along with me when I do my home work , when I have question.
And she told me about modern Australia, Aborigine, animals and around the world.
So I noticed that I don’t know about the world.
She is intellectual and kind Mom .
So I want to be like her.
My Australia Life was very amazing.
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◎My hostfamily

2-I 平岡 幸子
💗Cook family

💗Panozzo familｙ

◎My hostbuddy
💗Mia Panozzo
とてもしっかり者でスクールキャプテンもやって
いる Mia！イタリア語の勉強もしていて、努力
家！でも、急に変なことを言い出したり、踊りだ
したり、可愛らしい一面もありました。滞在中に
はＭia の得意なアートや簡単なイタリア語も教
えてもらいました！自分達の将来についても話
し合えたりしました。
Ｍia がいつもしてくれていたハグが恋しいです！
💗Briodi Cook
普段一緒に過ごしてると、本当に私よりも年下な
の？と言いたくなるほど、しっかりしていた 3 人兄
弟の長女。もはや、私のお姉ちゃん的存在でした。
絶賛やんちゃな弟妹のお世話に、ティーを作った
り、習い事のネットボールにダンス、Ｄad の手伝
いで羊の毛刈りもできるＢriodi！２人でピザパ
ーティーをしたり、歌ったり、楽しかったです!
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◎Melborune
Mia に Melborune に連れていってもらいました。
街並みがとにかくお洒落で、どれも新鮮でした。
スカイデッキや Mia のおすすめのイタリアンレスト
ランでスイーツを食べました。街には、たくさんの
壁画が並んでいる通りがあり、とても素敵でした!!!

This program was very beautiful for me. I watched,listened to and felt many things
in Australia. I’m going to talk about my memories. There are 3 things.
First,I stayed in the Panozzo family house for a week. They were so cheerful that I
felt as if we could talk forever. Sometimes Mia told me what we were talking about
clearly when I couldn’t understand. On the second Saturday,I walked around
Melborune with Mia.There were unique shops,bulidings and people! Everything was
new and exciting for me.
Second, I stayed in the Cook family house for 2 weeks. They were just like my family
because their family structure and their atmosphere were like my family. So I enjoyed
playing with Briodi’s siblings. I felt they like monsters because they were energetic
for me. I had a pizza party with Briodi. We were singing,dancing and talking about the
differences between Japan and Australia.It was very fun.
Third,I stayed with the wonderful meｍbers of this program;14students and Mr.Shito.
They gave me energy everyday. I think spending time with them was my good memory.
I want to say “thanks a lot” to them. I’m lucky to be in such a great team!!!
Therefore,this program changed my way to thinking and I got new things so much.

↑↑↑Students of Matsukoku☺
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Australia
２年 B 組３番稲垣蘭
【 My host family 】
Taylah
My buddy とても優しくていつも気軽に話してくれました。ピ
アノを習っていて、私もピアノを習っているので一緒に弾いて遊
びました。ピアノのレッスンに私も参加させてもらいました。
Jackson
Taylah の弟。いつもお菓子をくれました。ゲームが大好きでど
こかに出かけるときはいつも「ポケモン GO」をしていました。
Genine
Mom いつも体調を気にかけてくれました。とても優し
かったです。いつも学校まで車で送ってくれました。
Con
Dad

ラオス人でした。ラグビーが大好きです。いつも

ランチボックスと夕飯を作ってくれました。とてもおいし
かったです。
私がホームステイした家族はとても暖かい家族でした。私を家族の一人として受け入れ
てくれました。私はそのことがとても嬉しかったです。

【 School life 】
学校は凄く楽しかったです。日本より授業が始まる時間
は遅かったです。１限と２限の間にリセスという軽食時間があ
って私はそこでリンゴやバナナを毎日食べていました。リセ
スとお昼の時間は必ず外で食べました。バディとその友達
と一緒に食べました。私たちは毎日 ESL があってオ
ーストラリアスラングなどを学びました。また日本語
授業の手伝いもしました。日本食であるお好み焼き
や焼きそば、たこ焼き、お弁当を一緒に作りました。
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【 Holiday 】
休日はたくさんのところに連れて行ってもらいました。
「ETTAMOGAH PUB」というところに連れて行ってもらいました。そ
こはアニメから、実現した建物で面白い建物でした。
最後の週末はメルボルンに行きました片道４時間かかりました。
モナシュ大学のオープンキャンパスに行きました。また、「QUEEN
VICTORIA MARKET」という大きなマーケットにも行きました。そこ
でパパの兄弟の方が私にお土産として T‐shirts をたくさん買って
くれました。とても嬉しかったです。
とてもいい経験ができました。

【 Impression 】
These three weeks just flew past me. Before I went, I was excited and terrified at
the same time, but I remember good memories with my host family now. I was so worried
when I first met my host family. Dad is Lao. His brother runs a Thai restaurant. We had
dinner on my first day there. It was so good. Dad sometimes cooked Miso soup for me
and gave me a coke every day. I was surprised. I cooked Japanese curry with my buddy
for my host family. They said, “The curry is so good.” I was so happy.
There were many things I was surprised. First, I completely thought people from abroad
didn’t soak in the bath; they just took a shower but it was not true. I was surprised.
Second, one of side dishes was Kangaroo meat in dinner one day. I didn’t know that people
ate Kangaroo meat. It blew my mind. Third, everyone sleeps early. They usually go to bed
at 8:30 p.m. I usually go to bed at 12:00 a.m. in Japan. At first I couldn’t go to bed
early, but I got used to it. I think it is good for health.
The homestay became good stimulation for my study of English. I love my host family.
I’m keeping in touch with my host buddy. I want to go to see them when I grow up. I had
wonderful memories.
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My Australian Life

2 年 B 組（40）渡邊真未

💛My family💛
Dad； Simon
いつも優しく、かっこいい Dad です！
私のスーツケースが届かなかったとき一早く助けてくれました。
頭脳系ゲームはとても強く、夜のオセロ対決は毎回楽しみでした。

Mum： Kanae
英語もフランス語もできちゃう Mum です!
CCW で日本語の先生をしており、授業になると表情が変わります。
ママの授業はパワフル！家でも学校でも笑顔で包んでくれました。

Buddy: Akira
笑顔が cute な私のバディ！
明るく、ちょっとおちゃめなみんなの人気者です☆
ギターが大好きでお昼休みには仲間と練習をしていました。

Sister: Sachi
クールでツッコミ上手な妹です！
しっかり者でみんなからも頼られるリーダー的存在！
Kerr 家のピアニストで毎晩練習を欠かさない努力家です。

Sister: Lin
ショートカットが素敵な大学生のお姉さん！
一緒にいた時間は少なかったですがお話ししたときはすごく楽しかったです。
趣味は鉢植えの植物を育てることです！

💛Holiday💛
休日は色々なところに出かけました！Bright という町で買い物をしたり大きな滝を見に
行ったり…電車で Buddy と 2 人でメルボルンに行ったりしました!メルボルンで有名な
FINDERS STREET STATION を見る事ができました！写真でしか見たこ
とがなかったので本物を見た時はとても嬉しかったです。
FINDERS STREET
エミューを引き付ける Dad→
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STATION!!

💛Foodｓ💛
左側は Mum が作ってくれたアップルパイ☆
甘くて温かくてとても美味しかったです！
右側は Dad が作ったヌードル！
野菜がたっぷりで Mum にも負けない絶品でした

左側は Buddy と作ったミートソースパスタ！！
二人で協力して作りました。楽しかったです！
右側はお店で食べたパーミジャナ！！
大きなチキンの上にチーズやトマトソースが
のっています。美味しくて幸せでした☆

💛School Life💛
私の学校生活は夜、夕飯の後に Buddy と翌日のお昼ご飯のサンドイッチを作ることか
ら始まりました。パンを切って、具材を選んで…お昼の時間が待ち遠しかったです！
学校では松国生向けの英語の授業を受けたり日本語の授業のお手伝いをしたりしまし
た。
授業をしている先生からお話を伺うこともでき、先生の熱い思いを知ることができました！

💛Impression💛
What special days! These 3 weeks were like an adventure. I made my new friends ,saw many kangaroos ,watched
many beautiful stars ,ate Australian foods , sometimes got lost , got car sick… These are special memories
for me.
Especially I want to say “thanks” to my dad. I was helped by my dad many times. On the first day , when I
arrived at Albury airport , I couldn’t find my suitcase. I was so surprised that I couldn’t understand this
accident. Moreover I haven’t been to foreign countries and I couldn’t speak English well. Then my dad said
“Daijoubu” in Japanese. When I heard it, I calmed down. It made me cheerful. If he hadn’t say it, I would
have been worried. Someday I want to be a wonderful woman who can help someone with my words.
While staying in Australia, I was very curious and had courage. I challenged many things. At first when I
talked with the teachers, I got tense so I couldn’t tell my opinion. But I opened my mind and relaxed. After
that I could tell my opinion well.I enjoyed talking with my friends in English.
I love Australia. Someday I want to go there again.
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おーすとらりあ・えぶりでい。
2 年 C 組 西條 健太
♥ぼくのふぁみりー♥
僕は Tait 家にお世話になりました。
この家族はみんな仲良しで、常に笑顔が
飛び交っています。僕は彼らのおかげで
本当に楽しく充実した毎日を送ることが
出来ました。感謝しかありません！
このページではそんな Tait 家を紹介した
いと思います。

♥じょっしゅ♥

賢い。日本が大好き！

♥あいざっく♥

♥はんたー♥

面白い。バスケが大好き！

可愛い。LEGO が大好き！

♥こーれん♥ and ♥くりす♥
美しい…。やさしい！ /

カッコいい…。とにかくイケメン！

♥でいじー♥
お利口さん。癒しをありがとう！
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♥ぼくのおーすとらりあ♥
オーストラリアでの最初の休日。ホストファミリーと初めて顔を
合わせた次の日を雪山で過ごしました。とても緊張していたので
すがスキーや雪合戦、雪だるまを一緒に作ってみんなとなかよ
くなれました！
人生初のスキー、いい経験になりました。スノボーのほうが好
きなんだけどね.
毎日通った学校。休み時間のたびに「俺もバスケットボール
したい！」って積極的に混ざりに行ったらたくさんの友達が出
来ました。
授業でも積極的にコミュニケーションをとったことでよい友
達と出会いました。

←♥にっく♥
バスケ友達。めっちゃ上手い。
未来の NBA 選手だ！

♥みっち♥→
長身イケメン BOY。日本語が上手い。
日本で待ってるよ！

I am going to write about my Australia stay. Before I went to Australia I was very
nervous. But I met my buddy and spend the time, they were very kind so I was not lonely.
On the first day, I went to snow mountain with my family then we made snowman and do
snow fight. I especially liked skiing. My buddy taught me how to do. I was happy. My host
family was kind to me. They made me fun. They took me trampoline park every Wednesday
and my host mother made dinner for me.
I have the best memory in Australia that is my school life there because I said “I want to
play a basketball game !!” to them many times. Through the basketball game, I could make
a lot of friends. My best friends are Nick and Mitch. I want to be their friend forever.
I could have a lot of experiences through this short-term study abroad. I never forget this
special experience.
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A life in Australia
2 年 C 組 31 番 竹尾百萌花

My Family
・Mary-Anne

私のホストマザーで、すごく優しいです！学

校が終わって帰ってくると、「今日は何をしたの？」「楽しかっ
た？」と聞いてくれてすごく嬉しかったです！
・Stuart

私のホストファザーで、いつもにこにこしていま

す！チョコレートアイスを作ってくれたり、Dinner を作ってくれ
たり、料理上手です！
・Emily 私のバディのお姉ちゃんで、すごくかわいいです！一人
暮らしをしていたからあまり会わなかったけれど、すごく優しかっ
たです！
・Samuel 私のバディのお兄ちゃんで私と同い年です！同い年
と思えないくらい大人びて見えます！でも少しシャイで日本に帰
るときにやっとハグしてくれました！
・Maddie 私の愛すべきホストバディです！！全然年下に見
えないけれど、たまに見せる少しすねた態度とかが、すごくかわ
いいです！でも、助けてもらう部分も多くあって、本当に感謝し
ています！

School
参加した授業のほとんどが日本語のクラス
で、現地の生徒が日本語を話せていて、とて
も驚きました。インタビューを受けたり、焼き
そば、たこ焼き、日本のお弁当を作ったり、
とても楽しかったです。また、Beechworth
に行ってパンやクッキーを作ったり、
Boomerang を作ったり、Melbourne の動
物園に行ってたくさんの動物を見ることができてよかったです。また、lunch のときに、生徒
たちが私たちに日本語で挨拶をしてくれてとても嬉しかったです。
最後の登校日に１２年生と一緒にご飯を食べて、にらめっこをおしえたり、写真を撮ったりする
ことができてよかったです。
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Food
オーストラリアではミートパイが有名です。私は Beechworth で食べましたが、少し量が多
かったです。Lunch は、私の家では自分の好きな分だけ持っていくことができたので、ちょう
どいい量でした。ほかの人の lunch は、量が多かったり、フルーツがリンゴやみかん丸ごと入
っていたりと、文化の違いを再認識させられました。家族での dinner は Host mother が作
ったフライドライスが私のお気に入りです！また、初めて dinner をソファで食べました。とて
もリラックスしながら食べることができて、新鮮な感じがしました。

Holiday
犬の散歩を Maddie としていたら、偶然野生のカンガルーに出会
うことができました。「あまり目を合わせちゃだめ だよ。」と
Maddie に言われて、少し怖かったです。別の日にもゴルフコー
スで見ることができました。集団でこっちを見ていて、今度は少
し可愛かったです。また、スキー場にも行って、犬ぞり大会を観
戦しました。とても寒かったけれど、家族で思い出を作れてよか
ったです。Maddie と一緒にチョコレートブラウニーを作って学
校に持っていくこともありました。とても楽しかったし、美味しか
ったです。映画館に行って、MAMMA MIA の最新作を見ること
ができました。全編英語で理解できないところが多々ありました。
でも、貴重な体験になり、とてもよかったです。

Impression
My three weeks in Australia are my treasure. I had a lot of special experiences.
I could meet my special host family, teachers, students and so on. I could see wild
kangaroos for the first time. Also, I could eat meat pie for the first time too. I made a
boomerang for the first time. I could feel a lot of ``for the first times`` there.
I could find my dream! I decided to become a Japanese teacher through these three
weeks. I joined many Japanese classes. I learned that the Australian students started
studying Japanese grammar I usually use casually, and I thought I wanted to teach them.
I knew my listening skills and speaking skills were poor in Australia, so I did my best
until I could listen and speak English smoothly. Then, I wanted to communicate with
foreign people. The Olympic are going to be held in Japan in 2020, so I want to take part
in volunteering then. In the future, when I become a Japanese teacher, I want to go back
to Australia. Then, I want to teach Japanese to Australian people.
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Ｍｙ Australian

Ｌife

2 年Ｃ組

名取杏

－my familyー
ｍｙ buddy : Mitch
私のバディーは一つ年下の男の子でした。
でも、とても優しくいつも私のことをきにかけてくれました。彼は
日本が大好きで日本語を勉強していました。日本に留学する
ために、ピザ屋でアルバイトもしていました。
身長がとても高く、ゲームが大好きな子でした。

Ｆａｔ ｅｒ ： Ｎ ｃｋ
Ｍｏｔ ｅｒ ：

Ｒｏｓｌｙｎ

sister ： Ｅｌｌａ、Ｇｅｏrgia
私のお父さんは甘いものが大好きで、特にドーナッツをよくた
べていました。とても面白くいつも私を笑顔にしてくれました。
休日にはいろいろな場所に連れて行ってくれました。
私のお母さんは本当に優しくていつも話しかけてくれたり、常に
私のことを気にかけてくれました。ヨガを習っていて私も連れて
いってくれました。学校の送り迎えもしてくれたりとてもお世話に
なりました。
ジョージアは、ご飯を作るのが上手でよく私に作ってくれました。ダンスを習っていて一緒に踊った
りしました。スライムを作ってよく一緒に遊びました。日本語を一生懸命に覚えようとしていました。
エラはもう一人暮らしをしていて、たまにかえってきました。でも会ったときにはいろいろな話をし
てくれて楽しかったです。歌がとても上手でした。
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―Australia での生活―
オーストリアでの生活は、今までに経験したこと
のないような新鮮でワクワクする毎日を過ごしまし
た。
オーストラリアの学校は日本とはまったく異なっ
ていて、一日四時間授業でリセスと呼ばれる休み
時間が二回もあり購買の食べ物の種類も沢山あ
りました。
そもそもクラスがなく、日本でいう中学生と高校生
が一緒の高校に通っていました。
学校生活だけでなく、普段の生活も違うところが沢山ありました。
家を土足で上がったり、シャワーしかなかったり、時間にとてもルーズで食生活もまるで違いました。

休みの日にはスケートに連れて行ってもらったり、
メルボルンに片道四時間かけて買い物や海に連れ
て行ってもらいました。
トランポランドに行ってトランポリンをしたりと、とても楽
しい休日を過ごしました。

I had a great time in Australia.

I have many memories such as BBQ, shopping,

school life and so on. Before I went to Australia, I was a little nervous, but
everyone was nice and I could do a lot of things with my host family and friends.
My host family took me to a lot of places weekend. It was very fun!!

They

always used easy English and spoke slowly and taught pronunciation for me, so I
could enjoy my Australian life and improve my English. Everyone was so kind to
me. I take great pride in my family.
I am very happy to meet them. This experience changes my life. I felt like they
are my real family. I love to spend time with my host family.
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ＷＯＮＤＥＲＦＵＬ ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ！
2―Ｄ16 番 久保朋葉

―ＭＹ ＨＯＳＴ ＦＡＭＩＬＹ―
Ｄad: Ｎathan
とても面白い人で家族のムードメーカーです。滞在初日お家を案
内してくれて、
「Ｔhis house is all for you」と言ってくれまし
た。すごく嬉しかったです！

Ｍam:Ｓherrie
頼りになるママ！近所の人とも仲良しで会う人みんな知り合
いなのでびっくりしました。動物にも愛されています。本当のお
母さんのようにやさしく接してくれました。

Sister:Ｌeah
すっごく美人で笑顔がステキなお姉ちゃん。運動神経も抜群で
とってもおちゃめさんです。いつも私を気にかけてくれて、ドライブ
にも連れて行ってくれました！

Brother:Ｃharlie
ゲームがすきで、ノリのいいお兄ちゃん！クールそうに見えて
気さくな人で、チョコをくれたりもしました。こんなに大人っぽいの
にまさかの１７歳。身も心もイケメンです。

Buddy：Ｆaith
とにかく優しい最高な女の子です。たくさんの習い事をして
いて運動も勉強もバッチリ！いつもわたしに「何かしたいことあ
る？」と聞いてくれて一緒に行動してくれました。ありがとう！
お友達がたくさんいて、私もまざってゲームをしたり、犬の散歩
をしたりしました。忙しいはずなのに構ってくれてうれしかった
ー！
みんなとにかく優しかったです！本当の家族のように大切にしてくれました。
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これはホストファミリーが私に用意してくれた部屋です。広
い。ちなみにベッドはフカフカで寝心地サイコーでした💚
左の写真はＣharlie のお誕
生日に食べたオーストラリア
の伝統的なデザートです。自
家製のゴールデンシロップ
に、小麦粉と牛乳を混ぜて団子状にしたものを入れてゆで
たものです。砂糖が大量に入っているので、甘いのが苦手な
人は喉が焼けてしまうと思いますが、私は甘いものが大好きなのでおいしくいただきました！
バディとお姉ちゃんはホッケーを習っています。私もプレイし
ましたが、最初は全然できませんでした。でも三週間のうちに
少しできるようになりました。チームのみんなが親切にやり方を
教えてくれてうれしかったです。
学校ではバディと一緒に授業を受けたり、
日本語の授業のお手伝いをしました。日本語の授業ではオーストラリア
の生徒と一緒に日本の文化を体験しました。みんなノリノリでお面をつ
けたり着物や法被を着てくれました。お好み焼きを１から作ったりもしまし
た。積極的に参加してくれる人が多く、めちゃくちゃ楽しかったです。

―ＭＹ ＩＭＰＲＥＳＳＩＯＮ―
Ｉ had gotten a really ｇｒｅａｔ experience in Ａustralia. Ｉ was lucky because my
host family was wonderful.Ｔhey always tried to communicate with me. Ｉ was
very glad.Ｔhey took me to many places such as a farm, the top of a hill, and of
course shopping. Ｉ could try a lot of new things; Ｉ tried riding a horse, feeding
many kinds of Australian animals, seeing kangaroos. Ｉ also tried eating
traditional foods and playing hockey. Ｍａｙｂｅ Ｉ wouldn’t have done those things
if Ｉ hadn’t gone to Australia.

Ｉ wasn’t able to communicate well with Faith at

times because of my English. Ｂut she was always beside me while smiling kindly
at me. She taught me about Australia.
When I got to Australia, I was very surprised! All things are so big and the
nature in Australia is beautiful. The stars were beautiful at night, bｉｒｄｓ were
singing in the morning. I was excited because I like animals. My host family had
three dogs. I played with them after school. They were very cute, and they gave
me a lot of energy.
Australian people were so kind. I want to go to Australia again in the future.
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Australia
2 年 F 組 5 番 新河

里香

☆My host family
Brett

いつも優しい私の Father！毎日ご飯を作ってくれました。
日本が大好きで、うどんを作ったときはとても喜んでくれました。

Jodie

いつも元気な私の Mother！毎朝バス停まで送ってくれました。
プレゼントしたハンドクリームを愛用してくれて嬉しかったです。

Isabel

甘えん坊な私の Buddy！沢山遊んでくれました。
一緒に折り紙をしたのが一番楽しかったです。

Adrian

いつも笑顔な私の Brother！沢山話しかけてくれました。
ドライブに連れて行ってくれて嬉しかったです。

Cameron

サイクリングが大好きな私の Brother！
同い年だったので、話が盛り上がりました。

Harriet

Adrian の Girlfriend！一緒に料理をしました。
本当のお姉さんみたいで嬉しかったです。

☆Weekend
Shopping が好きな私のために、週末に Melbourne に連れていってくれました。
1 日目は様々なお店をまわって、沢山買い物をしました。
私の行きたかったお店に連れて行ってくれて、おすすめのお店も紹介してくれました。
日本では買えないようなものを沢山買うことができて嬉しかったです。お昼はお寿司を食
べて、夜はお肉を食べました。美味しかったです。
2 日目は ArtVo というトリックアートに行きました。迫力のある絵が多く、沢山写真を撮りまし
た。Father も Mother も Buddy もみんな大はしゃぎで本当に楽しかったです。
素敵な思い出ができました。
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☆School life
毎日本当に楽しかったです。言葉の壁があったものの、沢山の素敵な友達を作ることができ
ました。歩いていると「こんにちは！」と、みんな声をかけてくれて、道に迷った時には案内
してくれて、本当に助かりました！優しくてフレンドリーなみんなが大好きです！
日本で準備していった、プレゼンテーションも大成功してよかったです。
オーストラリアの学校生活を体験することはなかなかできないので、本当に貴重な体験をす
ることができて、良かったです。

☆Impression
I had never been to a foreign country, so I was very nervous, but my worries have
disappeared thanks to my host family. Of course I learned English, but I learned a
more important thing. That is “the warmth of family”. I watched TV at night with my
host family every day. We ate together every day. It was pretty normal in Australia,
but it was a very funny time for me. We talked about what happened today at dinner,
and we laughed while watching TV. We did share all our time together, from the happy
times to the sad times. They were special times. These are the best memories of my
life. When I left Australia, my host father and mother said “You are our Japanese
daughter”. I was happy to hear that. They felt like a real family. I frequently keep
in touch with them. We sometimes do video calls, so I don’t feel lonely. I am not good
enough to be able to speak English yet, so I will study English harder to communicate
with many people. I want to make these experience useful in my life from now on. I
am glad that I studied abroad.
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Life in Australia
２年

My

G組

３番

岩崎 栞

Family

Maddi (Buddy)
私のホストバディで、わたしより年下なのにいつも私のことを
助けてくれました。乗馬が得意で、私に馬の乗り方を丁寧に教
えてくれたり、買い物では一緒に付けひげをつけてショッピン
グモールを歩いたり、優しくてかわいくて最高のバディで
す！！

Jocelyn (Mom)
いつでも笑顔で場を盛り上げてくれるお母さん！休日にはオー
ストラリアで有名なバスケに似たスポーツ、ネットボールの審
判もしていました。

Bart (Dad)
いつも話を振ってくれたり、学校帰りに紅茶やお菓子をくれたり、と
にかくやさしいお父さん。料理が上手で、放課後には一緒に夕食を
作りました。
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My happy daily life
School

life

授業は７０分×４コマ！とっても長いけど魅力的な
授業が多く、日本語クラスではお弁当やお好み焼き
を作りました。動物園に行ったり、パン屋さんにパン
作り体験をしに行ったり校外学習にも参加しました。

Week end
ホストファミリーと少し遠くの雪山へ！雪山でのそ
り滑りは初めてでしたが、楽しくて何時間も滑ってし
まいました。どこにも出かけず家にいるときは、馬の
世話をしたり、映画をみたり、一緒に折り紙を作りま
した。ホストファミリーは折り紙が大好きだったの
で、たくさん折って私よりも上手になっていました！

Impression
My stay in Australia had many experiences. I will
talk about my impression.
First, I thought Australian people are very nice.
This was my first time going abroad so I was very
nervous. But they warmly accept me. My host buddy
always helped me, my host mother took me to play and
my host father taught me cooking. Therefore, my
worries have disappeared! I didn't get homesick.
Second, through this experience, I became positive. Australian people have a very
positive outlook on life. In school, everyone spoke out positively in class and
teachers and students are close. Everyone had confidence in themselves, so I
learned how to be confident.
Third, I will talk about my feelings after one month has passed. I am told that I
become more expressive after coming back to Japan. I think studying abroad changed
my life. Had I not gone to Australia, I would still be negative. I want to thank
all the people who have been involved with me. This experience is my treasure
forever. I want to study abroad again! Thank you for reading my report.
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My Australia Life
2 年 G 組 11 番 金森光咲
♥My host family♥
Diaz ♥ホストバディ
とても元気でいつでも笑顔です！私がわからない
ことがあるといつもきにかけてくれて、私がわかる
まで優しく教えてくれました。

Ky ♥ホストシスター
スポーツと犬がいつもネットボールの練習を欠か
さずしていました！犬と遊ぶことも大好きでいつ
も飼っている犬にメロメロでした。

Josette ♥ホストマザー
とても優しくて色々なところに連れて行ってくれまし
た。カフェを経営していて毎日とてもおいしいごはん
を作ってくれました！

Martha ♥同居人
ジョークがとても面白くていつも場を和ませてくれま
した！とてもノリがよく、ホストマザーのような存在
でした。

人ともとても優しくて出かけ先でもいろいろな方に私を紹介してくれたり、建物や自然につい
て教えてくれました！ホストファミリーのおかげで短期留学がより充実したものになりまし
た！！学校帰りにホストマザーのカフェに寄ってお客さんやホストの知り合いとお話しするの
がとても楽しかったです。
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Australian Food
オーストラリアは食べ物がとてもおいしかったです。夜ご飯は毎日ママの手料理でした！！
私のお気に入りは手作りハンバーガーです！！
お肉がとてもジューシーでチーズとバーベキュー
ソースとの相性が抜群でした！！
私のために留学中 3 回もハンバーガーを作ってく
れました。バディとシスターもお気に入りのようで、
みんなで口の周りをソースで汚しながら大きなハ
ンバーガーを食べました！！！！
学校に持っていくランチボックスは毎日バ
ディが作ってくれました。主にハムチーズサ
ンドとオレンジ、おせんべいでした！
私の誕生日にはバディからのサプライズも
ありました!そしてとてもうれしかったです！
食べ物だけでなく、オーストラリアの自然や
人柄はとても豊かで、素晴らしいところでし
た！そして時間にルーズなところや、道路など日本とは違うところをたくさん発見できました。
日本を離れたからこそ日本の良さを見つけることができました。
Iｍpression
I was very nervous before I went to Australia, because my English is not perfect.
I worried about ｈow to communicate with my host family. I’m not good at talking
to a new person. But, when I met host family, they talked to me in a friendly
manner. So, I could speak about myself with them. My host family were very kind!
They could understand my English even when I spoke wrong English. Then, I felt
that I should study more and more. I have to tell my idea in correct English. Of
course, correct English is not all. I wanted to feel that speaking correct English
was important for a great conversation. I want to study English more deeply. Also,
I could find the differences between Japan and Australia. For example, their
expressway system, school rules, sports and so on were different. I was especially
surprised with the school rules. I went to Catholic College Wodonga. All students
had a laptop notebook computer they used in class. And students were very kind
and friendly. I ate my lunch box with my buddy and her friends. They taught me
about school life. It was exciting!! My Australia life was very valuable. I think this
experience will be related to my future.
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♥

ＭＹ ＡＵＳＳＩＥ
2年G組

ＤＡＹＳ ♥

１７ 鈴木茉弥

～ＦＡＭＩＬＹ～

♥Father Drew♥

パパはとっても包容力があって頼りになるジェントルマン。いつも
卓でジョークを言って皆を和ませるペドロン家の大黒柱！

♥Mother Tracey♥ ママの作るご飯は毎日美味しくてついつい食べ過ぎました。毎日
してくれる力強いハグは愛がこもっていて本当に大好きでした！
♥Brother Preston♥プレストンはとってもシャイボーイ。バスケが上手で高身長で、
彼女もいて、私よりも細いモデル体型ボーイです！（笑）
♥Sister

Taylah♥ 心から大好きな妹のテイラー。年上みたいと思うくらい、しっか
りもの！その反面とてもクレイジーなのです！いつも私をリード
してくれて沢山の事を教えてくれました。
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~My Buddy~
私はどんな時もバディのテイラーと一緒にいました。だから、美味しいもの、楽しい
事、面倒な事、悲しい事、沢山の事を共に共有することが出来たのです。そのため本当
の姉妹のように仲良くなれました。時には恋愛のお話しもしました。（笑）心から尊敬
出来る自慢の妹ができて、私は本当に幸せです。将来、次は私が彼女を受け入れる約束
をしました！

~Impression~
I had a wonderful life in Australia. I think the life in Australia must
be one of my best experience in my life! Through this study I met
lots of wonderful people. Among them, I especially want to say
thank you to my host family because they took care of me well
during my homestay. They ushered me in with warm smiles so I
could get useｄ to the new environment. They also taught me a lot
of things. Such as food, nature, animals, culture and lifestyle.
There are a lot of things I don`t know about Australia. By knowing
so many things, I liked Australia even more. My family really helped
me and made me happy. If they were not my host family, I think that
I couldn`t have spent great times like that. My appreciation can`t
be expressed in words. I love all Australian family. I learned many
things that I didn`t learn at Japanese school. From now on, I will
be trying to this experience into something positive.
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MY BEST MEMORIES
２年Ｇ組 ２１番 富田あかり
《MY HOST FAMILY》

〈Teagan (バディー)〉
私のホストバディーのティーガンは、何もわからない私に普段や
学校生活で付いていてくれて、いろいろなことを丁寧に教えてく
れました。慣れない場所で最初はとても不安だったけどティーガ
ンのおかげで速く慣れることができたし、友達も作ることができま
した！

〈Damon(ブラザー)〉
デーモンはとても優しく、私はこんなに優しい人は会ったことが無いと
思います。オーストラリアでのプレゼンテーションでとても緊張してい
た時励ましてくれて、私が話を理解できないときいろいろな方法で日本
語で頑張って伝えようとしてくれました！

〈Dianne（マザー）〉
ダイアンはとても子供想いで、話している時は私が理解するまで待って
いてくれました！

〈Colin（ファザー）〉
仕事から帰ってきて疲れている時も笑顔を絶やさない、とてもいいお父
さんで、美味しい料理を作ってくれました！
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《ＳＣＨＯＯＬ ＬＩＦＥ》
ウォドンガの学校に初めて行った時、オーストラリアの生徒はみんなとてもフレンドリーで優しい人が多い
ということです！日本の学校では留学生が校内にいたとしても勇気が出なかったりしてなかなか声をかけ
たりすることができないことがあると思うのでとても驚きました！
小学校へ行ったとき、可愛くて優しい子ばかりでした‼一緒に授業を受けたり休み時間を過ごせてとても
貴重な二日間でした！

〈Ｍｙ ｂｒｅａｋｆａｓｔ〉

〈Gift and letter from my host family〉

I had a very good experience! I went to Australia for the first time. So, I’m impressed with
Australian culture. For example, I noticed that they often did things at their own pace
and were very kind and calm. I was glad to go there to study abroad,
because I could learn many differences of life between Australia and Japan.
Before I went to Australia, I was so excited and anxious at the same time. But I got
used to the different environment and I enjoyed staying there, thanks to my host family.
My host family was very kind to me. When I was nervous, they cheered me up, they
taught me a lot of things and they took me to many places, such as, their cousin’s
home, their family friend’s home and shopping mall.
Before I went to Australia, I thought I just wanted to work with English. But now I think
I want to learn English more. If I am able to speak English fluently, I want to visit many
foreign countries, and if It’s possible, I want to live in another country.
I think this experience is the best memory in my life!!!
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My life in Australia
2－H－１２

祁

春霖

My host family💛
Kalden
私のかわいいホストバディ。ゲームが大好きで、毎日
パソコンでゲームをやっていました。日本のアニメも
好きで、いつも私にドラゴンボールの話をしてくれま
したが、アニメ見ないのでよくわからなかったです。
とにかく面白くていつも笑顔で、三週間の間すごく仲
良くなってとてもうれしかったです。

Akira
小学 4 年生のヤングシスターのアキラ。名前が日本人
っぽくて最初びっくりしました。絵がとても上手でよくイル
カとかオオカミの絵を描きました。日本から神経衰弱ゲー
ムを持って行って、アキラと晩ご飯のあとでよく遊びまし
た。読書が好きで、二人で読書したこともよくありまし
た。
Jeff & Shaｒon
パパ Jeff は背が高くて、見た目がちょっと怖い
のですが、実はとても面白くて、時々ジョークを言
ってみんなを笑わせたのです。ネイティブオース
トラリアンで、しゃべるスピードが速くて聞き取る
ことに苦労しました。
ママ Sharon はとてもやさしくて料理も上手で、
毎日晩ご飯を作ってくれて感謝です。オーストラリアの歴史や文化、それから面白いスラ
ングなどたくさん教えてくれました。ママはどれだけ感謝しても感謝しきれないくらい大事
な存在だと思います。
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Weekend
一番印象に残っているのは、パパのかっこいい
バイクに乗ったことです。実は人生初めてのバイ
クです！家の周りの道路を一周走って、とても気
持ちよかったです。パパの運転技術がとても上
手で、時々スピードを一気に上げて私を驚かせま
した。バイク初体験、最高でした。

School
学校でブーメランと ANZAC クッキーを作りました。
ANZAC クッキーはオーストラリアの伝統的なデザートです。
元々は親が戦場にいる子供に送る食べ物なので、はちみつが入っ
てとても甘くて、そして保存期間もとても長いらしいです。自分の手
で調理したクッキーを食べて、とてもうれしかったです。
ブーメランは原住民アボリジニの狩猟武器ですが、私た
ちが作ったのは装飾用です。板をブーメランの形に切っ
て、その表面に好きな図や字を鏝で焼いて、最後にニス
を塗って完成！
My trip in Australia
I had a wonderful time in Australia. Firstly, I really want to say
thank you to my host family because they helped me a lot during my
homestay. They told me many interesting things about Australia that
I didn’t know. Also, they took me to the snow mountain and the
waterfall. I could see many fantastic views which I’m sure I can only
see in Australia. Of course, I am grateful to everyone who helped me,
including my teachers, my friends, and the bus driver who I saw
everyday.
I learned many things that I didn’t learn at school in Japan. I
learned about history, culture, slangs and tradition of Australia.
Furthermore, I went to the Melbourne Zoo and Beechworth where I
enjoyed the beautiful nature of Australia. In a word, I think my stay
in Australia was the best experience of my life! I really want to go
there again.
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MY TREASURE

川俣

史奈

Eliza
私のバディはとても優しくて何事にも積極的な子です。その影響を受けて、私はたくさん
のことを何事にもポジティブに捉え経験することが出来ました。常に私のことを気にかけ
てくれて毎日本当の姉妹のように生活することができました。大好きです！

Angela
ホストマザーは家族と同じようにあだ名を作ってくれて初日の緊張がほぐれました。マザ
ーは仕事と家事の両立を完璧に出来ていてパーフェクトマザーでした。マザーは料理が得
意で毎日オーストラリアならではの食事を作ってくれました。そして休みの日にはカップ
ケーキなどを作ってくれました。全てとても美味しかったです！

Chris
ホストファザーは家族の中で一番ジョークをいう人で毎日面白くて食事のときが特に楽
しかったです。ファザーとは好きなテレビが同じで時間になるとお互いに声をかけて見たりしていました。
朝と夕食後に毎回作ってくれた紅茶はとても美味しかったです。寝る前に必ずお休みのハイタッチをするの
が習慣になり家族として接してもらえてるという実感がありました。

Amelia
一番上のお姉ちゃんは同じ年なのに凄く大人っぽくておしゃれでしっかりし
ていて私の憧れです。初日に色々話しかけてくれたのが Amelia でした。最後
の夜には私の好きな Avicii の曲で動画を作ってくれました。私にとっては最
高のお姉ちゃんです！

Molly
9 歳の可愛い可愛い小学生で折り紙などとても楽しそうにやってくれて嬉しかったです。小さいぬいぐるみ
を 150 個くらい集めていたことに驚きました。そのぬいぐるみを１つずつ紹介してくれたのはとてつもなく
可愛すぎました！
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SCHOOL LIFE
私は Catholic College Wodonga に通いました。
CCW の生徒の皆さんは初対面の時からたくさん話しかけてくれて初日から友達が出来て嬉しかったです。
日本の学校とは違い１つの授業が長く休み時間も長くて学校生活全体としては毎日ゆったりと過ごすこと
が出来ました。でも教室が急に変わることが多くそれは一番大変でした。
松戸国際高校の生徒用の英語の授業では英語の使い方・言い方やオーストラリアのスラングなどたくさんの
ことを学べました。CCW の生徒の授業に入って一緒に授業を受けたりもしました。日本語授業のときはグ
ループになって日本語を教えるのがとても楽しかったです。
毎日バディとバディの友達と一緒にお昼ご飯を食べたりお話したりするのが一番の楽しみでした。
日本のお菓子をあげたり今流行していることを教えあったり、一緒に笑いあえた時がとてつもなく嬉しかっ
たです。バディのおかげで最高の友達が出来ました！

FAMILY TIME
休日は家族と過ごすことがほとんどでした。今まで私が体験したことの無い所に連れて行ってくれました。
Red Stag Deer and Emu Farm では動物たちに餌をあげました。隣のレストランでカンガルー・鹿・エミュ
ーなどのお肉を食べました。とてつもなく美味しかったです。Mt.Buffalo ではそり滑りをしました。最初は
怖かったけどやってるうちにハマってしまいました。
Play Zone Laser では CYC 家と Molly の友達の皆でチームを作って暗い部屋でレーザー鉄砲でポイントを稼
ぐゲームをしました。Chris と Amelia が上手で私は小さい子達に狙われすぎて最下位に近いスコアでした。
私の姉妹は習い事をたくさんしていてたまに混ぜてもらったりとてもたくさんの人と関わることが出来ま
した。日本食を作ってあげたときはお味噌汁とお寿司がとても気に入ってくれ、巻き寿司作りを皆楽しんで
くれたし Chris の巻き寿司は何ともユニークな形で面白かった。一番はバディとの共同作業がとてつもなく
楽しくて嬉しかったです！

IMPRESSIONS
I could get a lot of experience through studying abroad in Australia.
I learned difference between Japan and Australia.
For example how to use English,life style and so on.
My host family was really kind and crazy .
My host family always say jokes
And when I couldn`t tell host family to anything ,they always try to understand what I want to say.
I had a great time! I can`t thank them enough.
It is my precious treasure.
And I want to treasure these precious memory and my family from now on!!
I really love my family!!!!!Love yaaaaaaaaaa!!!!!!!!!
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Study in Australia
2-I No.24 Yura Hanfusa

【My AUSSIE Family】
Adam Vardy
Helen Vardy
Tom Vardy(17)
Meg Vardy(15)
Ebony Vardy(13)
Renee Vardy(11)
Emma Vardy(9)

My host family was Vardy family that were kind , powerful and gentle.
There were 7 people in their family, so me who live only with my mother
was nervous. But they welcomed me warmly. They always cared about
me and always talk to me. Even my English was poor they always listen
to me. I really appreciate that.
Father Adam listened to me what happened everyday when he back to
home. Also mashed potato he made was so delicious. Mother Helen
always made lovely meal , did my laundry and sent me to the school.
Tom was very good car driver and he got me ride. My buddy Meg was
with me at all times. We enjoyed to talk about various things. Ebony has
lovely curly hair and was very good at cooking. Every sweet she made
was yummy. Renee and Emma were pretty and funny. They invited me
to play games. They also showed me some their cute little stuffs and
taught me many things Such as games, their pets and more.

71

School life in AUS
The school was one of the place that I could find differences with Japan.
For example, any classes were very free and most of students spoke
positivity and spontaneously. There is prayer class, snack time besides
lunchtime and more. By staying in a different environment than usual, I
was able to realize good and bad point in our country school life that I
cannot notice in Japan.
Also I made many friends at the school!!!
Maddi Jordy Mia
Bell
Helena
Meg
Courtney
e
a

Many memories

Watching
Footy
at
MCG

I made
Curry
&
Rice

Trampoline
with
Dodgeball

After gym
With gym
owner
Ken

Through these three weeks, my motivation and aggressiveness for
studying English has changed a lot. Even my poor English could be
understood by people there, it became my confidence. However I know
my English ability isn’t high, so I want to study harder than before. Also
I felt the difference in culture and lifestyle. In the world that
globalization talent is required, I want to able to understand and respect
different cultures.
Finally, I thank all of the people who prepared for this study abroad
program. I’ll never forget these three weeks!!!!!
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My Life in Australia
２－I 36 森 優海子
My Host Family Host
father → Brian
いつも家族のことを考えてくれてい
て、自分が大変な時も、私のこともよ
く気にかけてくれる最高なパパでし
た！ また、お茶目な部分もあって面白
かったです。

Host Mother → Jessica
子供たちのことが大切で、働き者なストイックな面もあるかっこいいママです。でも、
時々子供たちよりペットの犬たちの方が可愛く見えるそうです。いつもパパと仲がよく、
優しかったです。

Host Brother → William
いつも元気でゲームが大好きな可愛い子です。いつも宿題の前にゲームをしたり、
Youtube を見たりして、ママに怒られている姿がとてもかわいかったです。姉のグレイ
スとも仲が良く、いつも一緒にあそんでいました。

Host Buddy → Grace
弟に負けないくらい元気でかわいい女の子です。学校でも人気者でいつもいろんな友達
と話していました。日本が大好きで、授業で習ったことを私にいろいろ教えてくれまし
た。いつも人に思いやりを持って接する優しい人でした。
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習い事
ホストバディのグレイスは毎週トランポリンとガールスカウトを習っていました。 ト
ランポリンでは弟も一緒に行き、二人ともとても元気で、私が全然ついていけませんでし
た。そこでインストラクターをしている人はウドンガの生徒の方で、日本語で説明してく
れることがあったのでとても嬉しかったです。
ガールスカウトは日本でもある団体で、色々な国のことについてプレゼンをしたり、み
んなで料理を持ち寄ってパーティーを開いたりしました。みんなの家庭の話を聞いたり、
自分の意見を発表したりする機会が多くてとてもいい習い事だと思いました。二人とも楽
しそうにやっていたので良かったです。

Impression of studying abroad in Australia
I really enjoyed this short-term studying abroad. I learned many things.
For example, I learned different culture and customs in Australia.
Before I went to Australia, I was many nervous and worried about
studying abroad. It was for the first time to study abroad and to stay
with person’s overseas house, but my host family was really kind and
funny. They always helped me when I was in trouble. I think they’ll also
probably accept some students studying abroad next year, so I want
students to enjoy staying with in house.
And I could meet their grandmother and grandfather. They are so kind and
funny too.

I had to be absent from school, but I could experience very

good things for me.
Before applying for this program, I was so scary, but I think it was
really good experience and precious memory. I’d like to share my
experience with people around me. I want more people to join this shortterm in Australia.
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