＜みんなの日記＞
3 月 25 日
中２

女子

今日、電車で１時間３０分かけて東京駅に来ました。最初銀の鈴に着いた時、全然どこにいるかわからな
くて、どうしようと思って話しかけたら、合っていたので良かったです。一緒の所に行くひろなと仲良く
なれて、すごいうれしかったです。昔自分から話すっていう事がなかったので、すごく良かったです。明
日はみんなと話せるように、頑張っていきたいです。ダンス、歌は上手く出来なかった。しっかり覚えた
いです。明日、飛行機に乗ります。初めてなので、緊張しています。
高１

女子

今日は、グループの人全員と話すことができて良かった。みんな良い人たちで、東京駅では不安ばかりだ
ったけど、この人たちと一緒なら安心！と思った。女子は本当に仲良くなれて夕飯の時にみんなでたくさ
ん話せて楽しかった。踊りはドラえもんのやつでちょっと恥ずかしかったけど、やるからには全力でやり
たい。
高２

女子

初めての顔合わせで最初はどんな人達がくるのだろうと心配でしたが、みんな明るくフレンドリーで良
かったです。明日からいよいよ本番で、ものすごく楽しみです。いろいろなゲームなどを通じ、お互いち
ょっとは理解できたかなと思いますが、バサーストの 10 日間でもっとお互いのことを理解し合えたらい
いなと思いました。明日から頑張ります。
中２

女子

今日は最初とても緊張していて、あまりしゃべれなかったが、行きが一緒になったさきえと打ち解けるこ
とができたので、少しほっとした。研修会では、たくさんいる仲間のほとんどが年上（オーストラリアバ
サーストコースの人）だったので、話が合うかどうかが心配だったが、みんなフレンドリーで仲良くなれ
た。ドラえもん音頭は意外と難しかった。ちゃんと踊れるようになった時はけっこう疲れた。でもみんな
と踊ったから、楽しかった！！もうみんなの緊張はとけ、大きな声で歌う事ができた。本番では成功した
いと思う。明日はしゃべらなかった男子ともしゃべっていたいと思った。明日がとても楽しみ＆明日も全
力で頑張ります！！
中１

男子

部屋で書いています。まず、新幹線で東京に来た。その後に、駅に近い大丸に寄る。母親と一緒にお寿司
を食べて、その後にどっかのカフェに寄る。正直言って奮発しすぎ？という気もするが、おばのおごりだ
からまあいいか…と。成田エクスプレスは、3 年前に同じ車両に乗ったのに、まだ新しい。すごいと思う。
成田空港は広く、さすが玄関口、と思った。ホンコンやシドニーは広いのかな、と考えるが、もっと広い
と思うから、考えないことにした。会場に着いたら、となりの席が健人先輩だった。すごくしゃべり易く
て、面白い人だった。自己紹介、いすとりゲームをして、夕飯。その後は歌、ドラえもん音頭などの練習
をして、シャワーを浴びる。明日からまた頑張っていこう。
3 月 26 日
中２

女子

今日の朝、みおちゃんに起こしてもらって遅刻しないで６時に起きられました。ホテルの朝、最後の日本

食なのに、和食の物、ドレッシング以外全部洋風のご飯にしてしまいました。成田～香港の飛行機は、初
めての飛行機に乗りました。フワフワして、ちょっとだけ気持ちが悪くなりました。だけど耳が痛くなる
事がなかったので、良かったです。香港～シドニーの飛行機は、最初の時よりすごく揺れて、すごく怖か
ったし気持ちが悪くなりました。飛行機に乗る前の検査で、
「ブー」って鳴らないか心配でした。でも鳴
らなかったから、良かったです。明日は、あまり話さなかった人とも話せるようになりたいです。
ホストファミリーがどんな人なのか楽しみです。
高１

女子

今日は 6：30 起床だったのに 6：27 にモーニングコールが鳴って、ちょっとイラッとした。(笑)成田空港
で、出国手続きを済ませて手荷物検査の時、私のカバンの中にお好み焼きセットのソースとマヨネーズが
入っていて、検査に引っかかってしまった。とても焦った。だけど、ふぉーちゅんがいてくれて本当に安
心した。もう一度出国手続きをし直して、時間が間に合うかドキドキだった。結局、他の箱でスーツケー
スと一緒に送られる事になって、一件落着した。私の隣にお姉さんが座ってきて、積極的に話しかけてく
れたたり、シドニーに 2 年住んでいたそうなので、動物園などの事を教えてもらった。ひろなが喘息の薬
を飲むためにもらった水を私が「Excuse me, thank you」と CA に言って、通じた時は、とても嬉しかっ
た。飛行機が着陸する時、タワーオブテラーみたいな感覚になって怖かった。でもひろなとめっちゃ盛り
上がった。香港では、白さんが両替と母の香水のためにはぐれてしまい、さきえ、あすか、みお、ひろな
と 5 人で自由行動した。スタバがあったのでスタバで chocolate chip cream を買った。33 ドルだった。
生まれて初めて香港ドルで買い物をした。嬉しかった。集合場所で白さんが 20 秒遅れでやってきて、ふ
ぉーちゅんはおこだった。私たちは 20 分前集合して飲みながらババ抜きをしていたが、ゴミ箱に捨てる
時間が集合時間を過ぎてしまった。今度からは気を付けたい。香港からは 9 時間のフライト。めちゃ疲れ
るー。あすかが香港でデジカメをトイレに忘れちゃったけど、見つかったので良かった。明日にそなえて
もう寝ます。
高２

女子

こんなに長い時間飛行機に乗った事がなくて、余裕だ！って思っていたのに、いざ乗ると思った以上に大
変で驚きました。空港にもお国柄が出ていて見ていてとても面白かったのと、成田との規模の違いにも感
動しました。
中２

女子

今日はほとんど飛行機の中で過ごした。初の飛行機はとても楽しかったが、寝にくくて、だるくなった↓
↓機内食は、とても美味しくて、２回とも完食した。荷物検査の時で、少しドキドキした。１回バックが
ひっかかったので、ヤバいと思いあせったが、２回ですんなりクリア出来たのでホッとした。明日はつい
にオーストラリア！！気合い入れて、楽しみたいと思う。だから飛行機で頑張って熟睡したい！！今日は
意外と話せなかった人と話したり、もっと仲良くなったりする事ができた。男子では、けんとと喋ったが、
とても器用で、紙で「くじゃく」を折っていたのでびっくりした。自分で持ってきた富士山のポストカー
ド裏に名前を書いて名刺を作った。オーストラリアの学校訪問の時に、沢山渡したいと思う。あと、その
名刺に和紙のシールを付けて、日本らしさをもっとアピールした。早くみんなにも分けたいと思う。
3 月 27 日
中２

女子

今日、やっとオーストラリアに着きました。シドニーはすごく暑く、成田空港で T シャツを買っといて良

かったと思いました。動物園に行って、初めてコアラ、カンガルーに触れて嬉しかったです。意外に毛が
やわらかかったです。オーストラリアでの初めての買い物のサンドイッチと水が一人で買えて嬉しかっ
たです。３～４時間かけてきて、ホストファミリーに会えて嬉しかったです。話をしていて、わからない
所、さっぱりわからない所がありました。明日は学校へ行って、自己紹介をするので、頑張って通じる様
に話したいです。
高１

女子

今日の朝ご飯は機内食だった。日本時間の 4 時に機内食が出てきたみたいで、私が起きたら隣のひろなが
食べてて焦った。飛行機の中から日の出が見えて、めっちゃ綺麗だった。テンションが上がった！シドニ
ーに着いて、黄色い服の人が「Welcome to Sydney」と言ってくれた時、かなりテンション MAX になって、
白さんと盛り上がった。空港を出ると、外はめちゃ暑かった。空港で待っていてくれたおじいさんは、優
しそうな人でとても安心した。まず、オペラハウスとハーバーブリッジを見に行った。その後、動物園へ
行った。途中のバスは爆睡だった。
（笑）カンガルーとコアラに触って写真が撮れたのでかなり満足だっ
た。カンガルーが檻の中ではなくて野放しにされていたのにはびっくり！でも一番びっくりしたのは、ワ
ニが very big だった事！動物園で初めてオーストラリアドルを使って昼ご飯買った。ベーコンエッグの
ハンバーガーと水を頼んだ。バスで移動して、ホストファミリーに会った。とても優しそうな夫婦で、安
心した。マザーが部屋を案内してくれた。部屋はとても広くてびっくりした。プールがあった！本当にび
っくり！夕飯はソーセージ、目玉焼き、トマト、フライドポテト、アイスクリームだった。庭の BBQ でソ
ーセージを焼いた。フライドポテトは自家製で、オーブンで焼いていてめちゃ美味しかった。マザーが「ト
マト嫌いだったら食べないでいいよ」と優しく言ってくれてなんか嬉しかった。もちろん食べたけど（笑）
マザーとファザーに名刺を渡した。ファザーも名刺をくれた。カーペットを作っているんですって！テレ
ビを見ながら会話して、今日１日終了。洗い物を手伝おうとしたら「ゆっくり休んで」と言われたのでお
言葉に甘えて寝よーっと。
高２

女子

今日初めてホストファミリーと対面して、初めは心配でしたが、だんだん話すうちに緊張もなくなり、話
すのが楽しくなりました。日本とこんなにも文化が違うのかと驚きました。水がものすごく大切と言われ、
自分達は 5 分ですませると聞き、日本にいて水のありがたみを忘れていたと実感しました。
中２

女子

今日はシドニー→バサースト→ホストファミリーの順でまわりました。シドニーの動物園では、コアラや
カンガルーを初めて触りました。コアラの毛はとてもやわらかくて、気持ち良かった。カンガルーは少し
毛がかたかったが、とても可愛かった。その後、初めてオーストラリアで食事をとった。サンドイッチと
水で１０ドルだった。サンドイッチは人参がたくさん入っていた。３人で行動した時のみおとさきえと一
緒に食べた。みおが鳥に向かってパンを投げたら、鳥がたくさん寄ってきて大変だった（汗。今日はこの
２人とたくさんしゃべることができた。そして、バサーストに着いてから、ホストファミリーの家に行っ
た。最初、father と犬３匹と一緒に公園で遊んだ。公園ではサッカーや、ブーメランをやって楽しんだ。
ブーメランはとても難しく、father に「difficult!」と言ったら、
「Practice!」と言われたので、たくさ
ん練習をした。そして英語がちゃんと伝わったのが、何よりも嬉しかった。夕食では、バーベキューで、
焼いた肉を食べた。自分たちで焼かせてくれたので楽しかった。その後双六をして、とても楽しかった。
明日は学校訪問がある。一番楽しみにしていたのでもうワクワクしている！！早く明日がこないかな～！

中１

男子

2 日目はずっと飛行機の中。香港は、とても蒸し暑かった。空港のデザインは、ずっと洞窟にいる事を思
わせた。風邪のせいか、目の上から額にかけてとても痛くなり、何もできなくなる。ふぉーちゅんに酔い
止めをもらって、やっと何とかなった。シドニーはとても乾燥していた。だから、日かげに入ると結構涼
しい。最初に、オペラハウスとハーバーブリッジが見える公園で撮影。その次に動物園に行く。カンガル
ーは小さくて、少し拍子抜け。コアラは想像通りで、触ってみたらごわごわしていた。レンショーさんは
とても優しそうな人。バサーストはとてものどかな町である。でも、のどかすぎて眠くなる事が多い。き
つい。いろいろなボードゲームを持ってきてくれたので、いろいろやってみるが、難しいやつが沢山。最
初の夕食はオージービーフ。とても美味しかった。風邪は一進一退。何とか治していこう。
3 月 28 日
中２

女子

今日は学校に行きました。自己紹介を始めてしてみて、言葉が通じて良かったです。オーストラリアの子
達もすごく日本語が上手でした。私が、わからない事があったら、日本語で教えてくれて嬉しかったです。
授業では、オーストラリアの子が、日本語で質問してくれて、私達が英語で答えたりして、間違えずに答
えられて嬉しかったです。ティータイムでは、おやつをくれて嬉しかった。学校の中の案内を丁寧にして
くれて優しかった。思っていた学校よりすごく大きくてびっくりしました。お昼はたくさんの人と一緒に
食べました。名前が覚えられなくて困りました。明日は、バサースとの市内の見学なので、いっぱい珍し
い物、カメラでいっぱいとりたいです。
高１

女子

予報は雨だったのに、晴れて良かった。日本文化紹介の打合せをして、バスで女子校に向かった。男子た
ちは女子校だと知らなかったらしくて、とても驚いていた。バスの中でとても緊張していたが、出迎えて
くれた生徒たちを見て、フレンドリーだったので安心した。初めて英語の自己紹介をした。名前と年齢と
ニックネームを言うだけなのに緊張した。でも、生徒たちがうなずきながら聞いてくれたので嬉しかった。
モーニングティーの時生徒たちと輪になって私が meiji のチョコレートをあげたらとても喜んでくれた。
廊下ですれ違う生徒たちが、
「Hi」や「こんにちは」と声をかけてくれて嬉しかった。最初に劇を見た。
ロミオとジュリエットの話だった。役者の演技に感動したが、何度もあったキスシーンにはびっくりした。
その後、たぶん地理の授業を受けた。生徒が積極的に質問をしていた。英語がわからなくて困っていると、
日本語で一生懸命話してくれた。ナンシーに名刺を渡したら、他の友達に自慢していたので嬉しかった。
ランチタイムで少し名刺を渡せて良かった。音楽の授業では、パソコンを使って作詞、作曲をしていた。
あすかが電子辞書を出すと、みんな驚いて写真を撮っていた。みんなで“花より男子”を授業で見ている
らしくて、F４を知っていた。類を好きな人が多かった。私は道明寺なので少し残念。家に帰って、明日
のモーニングタイムのためのチョコクラッカーをジェニファーと作った。Japanese の分もサプライズで
作ったので、喜んでくれるといいなー。今日の夕飯はステーキだった。とても大きくて、とても美味しか
った。その後はラグビーを見た。今まであまり知らなかったケド、意外と面白かった。家から持ってきた
ビデオの、私のチアの舞台をピーターとジェニファーに見せたら、
「Wow! Wonderful! Excelent!」と言っ
てくれたので嬉しかった。火曜日にはもう一度学校訪問があって、日本文化を紹介するので頑張りたい。
高２

女子

今日は学校体験でした。私は教育にととても興味があるので、日本とどんな所が違うのだろうと楽しみに
していたのですが、想像をはるかに超えて、日本にない沢山の物を発見できました。みんなフレンドリー

であいさつはあたりまえ。ホームルームがなく、みんな独立している。クラスを移動しながらの授業。テ
ィータイムがある。クッキングの授業があるなど、実用的な面でも完璧。自分で授業を選択できる。9 年
～12 年生には学校から iPad を貸し出している。
中２

女子

今日は学校訪問だった。学校訪問では、最初緊張したが、みんなはすれ違う時に「こんにちは」や「Hi!」
「Hello!!」と言ってくれて、とてもフレンドリーだった。私が「Hi!」と言うと「So cute!」と言ってく
れて、とても嬉しかった。そしてビックリしたのが、tea time があった事！！みんなあぐらをかいて、
地面に座っていて、すごいと思った。Tea time ではみんなお菓子を食べていて、いいなあと思った。絶
対 tea time を日本の学校に作るべきだ！！と思った（笑）学校訪問はとても楽しかったが、自分からし
ゃべることがあまりできなかった。日本語では言えても、すぐに英語に変えることが難しくモヤモヤした。
だから、次の学校訪問では、自分の知識を最大限まで使って、もっと話したい。家に帰ってからは、犬の
散歩に出かけた。昨日と同じサッカーをした。上手くけれなかった時、father がアドバイスをくれて、上
手くけれるようになった。とても嬉しかった。夕食は肉と野菜だった。野菜がたくさんあったので少し嬉
しかった。その後、４人で双六と UNO をやった。とても盛り上がって「fun! fun! fun!!」と言いまくっ
た。明日はバサーストと牧場だ！！とっても楽しみ＆今日はとても楽しかった！！
中１

男子

４日目。風邪の調子は結構良い。学校に着くと、女の子たちが迎えてくれた。なぜかブロンドの人が多か
った。みんなと自己紹介をしたら、みんなめっちゃ日本語が上手くてびっくりした。初！英語は、まぁま
ぁ良かった。その後に授業に行く。最初は日本語の授業。ビンゴとか質問のし合いをした。なぜかカメラ
係になってしまい、女の子全員の写真を撮るはめに…自分の写真も撮りたい。昼食前に体育の授業へ。と
いっても、みんなでしゃべっていた感じかな。結構楽だった。昼食後に、経済の授業を受けたが、結構分
からない。寝てしまったが、とても早口の先生で分かりにくかった。夕食は厚いハム２枚、マッシュポテ
ト、コーン、人参。夕食にパンとかは食べないらしく、ポテトが主食みたいだ。そういえば土曜日にカー
レースがあるらしい。楽しみだ。
3 月 29 日
中２

女子

今日は、バサースト市内見学と、バーベキューでした。バサースト市内見学は、ティータイムの時間、公
園に行きました。バサーストの子ども達と一緒に遊びました。遊び方を教えてくれて、めっちゃ優しかっ
たです。バサースト市内の建物を見て、学校、病院、駅、家など、日本と全く違って、市内の風景と合っ
ていて綺麗だなと思いました。バーベキューとプリントに書いてあったけど、ソーセージを焼いて、ホッ
トドックを作っただけでした。みんなと、バトミントン＆ミニサッカーをしました。バトミントンは、５
回以上つづかなかったです。牧場の中をトラックの上にみんなと乗って、ドライブしていました。すごく、
スピードをだしてくれて、日本なら大声で叫べないけど、みんなで叫べて良かったです。
高１

女子

今は、イースターフライデーのため、ほとんどの人は休みらしい。市内見学では、ジョンがバスでいろい
ろまわってくれて、たくさんの事を教えてくれた。例えば、バサーストの老人は 75 歳くらいになると、
みんな care center に行って（自立しながら死にたいから）最後を迎えるそうだ。見学した後モーニング
タイムをした。昨日の夜作ったチョコレートクラッカーをみんなで喜んで食べてくれて嬉しかった。その

後、牧場でバーベキューをした。牧場は、とにかく広くて景色が最高だった。家畜用のトラックに乗って、
牧場をひたすら走った。めちゃめちゃスピードを出すので、スリル満点でとても楽しかった。広大な土地
を家畜用トラックで猛スピードで走るのは、絶対に日本では体験できないと思う。家に帰ると、ジェニフ
ァーのいとこと友達がいて、一緒に会話ができて良かった。それから公園に行って、ジェニファーの
sister と two brothers とあと友達？と、とにかく大勢でケンタッキーを食べた。それからみんなで写真
をとった。ジェニファーの brother のバイクがかっこ良かったので、写真をとったら、
「You are maniac!」
と言われ、
「I’m no maniac!」と返したらみんなが笑ってとても楽しかった。別れ際にハグをしたら、な
んだか悲しかった。今日も初めてづくしの体験で、とても面白かった。もっともっとホストファミリーと
会話がしたいと思った。明日も楽しく頑張りたい。
高２

女子

今日はバサースト市内見学で、大学、病院、駅などを回り、公園に行って、ティータイムをやり、公園で
遊んだ。小さい子供と一緒にワイワイしました。牧場に行き、軽トラで風切って、牛にエサをあげて、羊
を見て、いろいろな所を見終わった後、車で家の前まで送ってもらい、ポテトと坂野のチップを食べて、
テーブルマナーを教えてもらいました。ボートの準備を手伝いました。テーブルマナーが日本と全然違く
て、使い方がよくわからなかったけど、Dad と Mom が教えてくれて、すごく嬉しかった。国が違うとやっ
ぱり食文化もマナーも違って、とてもいい経験ができたと思いました。
中２

女子

今日はバサースト見学と、牧場体験だった。最初の方で行った駅は、ベン・チフリーに関係するものが多
かった。機関車があったり、説明の看板があったりした。駅のホームでは、改札口がないことにビックリ
した。点字ブロックや線がなく、ホームがとても綺麗に見えた。次に行った公園では、ティータイムの後、
遊具で遊んだ。その後、１人の boy が「レースしよう！」と言ってきて、一緒になって遊んだ。その男の
子はとっても gentleman だった！！久しぶりに遊具で遊んだ時、オーストラリアの人はやっぱりフレン
ドリーだと思った。子供たちは特にフレンドリーでめっちゃしゃべった。牧場で食べたホットドックは
very yummy!!で２本も食べた。さらにカップケーキもあったのでお腹がパンパンだった。 その後は羊を
さわったり、薬を飲ませたりといろいろやった後、牧場をトラックで１周した。本当にジェットコースタ
ー並に怖かった。でもこれは一生に一度くらいしか体験できないことだと思うと、良い思い出だったと思
う。＞＜ 帰ってから夕食はキッシュが出た。めっちゃ美味しかったから、mother にレシピを教えても
らって日本でも作りたい。明日は楽しみにしているショッピングだー。欲しい物を沢山買うぞ～＞＜
中１

男子

めっちゃエキサイティングだった。まず、市内観光に行った。良介先輩の体調が心配だったが…。市内に
日本庭園があったと思ったら、大熊町が贈ったものだという。少し悲しくなる。バサーストの駅は、めっ
ちゃお洒落。日本にもこんな駅があればいいのだが…。
バーベキューはすごく楽しかった。生まれて初めて薪を割る。2 分くらいで割る事ができた。ソーセージ
もすごく美味しかった。日本とは全然違って、とてもやわらかかった。その後、牧場体験。羊はすごくや
わらかそうだったけど、ごわごわしていた。羊に持つのがあって、そこを押すと、急に大人しくなった。
少しびっくりした。その後、家畜運ぱん用のトラックに乗る。イアンさんは凄くスピードを出していたた
め、髪が後ろにぶわ～っと。とても写真では表現できなかった。今日は口の調子がよく、レンショーさん
と沢山しゃべった。とても嬉しかった。日本語じゃなくて英語 only でしゃべる事ができる事が嬉しいと
は…。明日以降、もっとしゃべれると良い。

3 月 30 日
中２

女子

今日は、ホストファミリー＆パパ&マーガレットと一緒に、ボートを持ってダムに行って Ashleigh と Sean
がしていた、スポーツを見ていました。していたスポーツは water スキーでした。簡単そうに見えたけ
ど、ずっと見ていたら難しそうに見えてきました。見ていたら、water スキーをやりたくなりました。一
緒に見ていた５歳の男の子が近くに遊べる所に行って、一緒に遊んでいました。すごく、男の子、運動神
経がすごく良かったので、びっくりしました。男の子が帰る時私だけにハグしてくれて、すごく嬉しかっ
たです。明日はショッピングに連れて行ってもらえる予定なので、お土産を一杯買いたいと思います。
高１

女子

今日は、待ちに待ったショッピング！嬉しくて目が覚めた。朝ご飯はちょっとヘビーだと思ったけど、と
ても美味しかった。それからショッピングへ行った。ジェニファーがいろんな場所を案内してくれた。ジ
ェニファーは友達が多くて、行く場所行く場所で立ち話で盛り上がっていた。私とあすかは、一昨日欲し
いと思っていた時計がある店に行ったので、おそろいの水色の時計を買った。Very happy! そして昨日
の公園へ。公園には男子３人とみおとひろながいた。みんなでワイワイしてとても楽しかった。家に帰っ
て私とあすかはそれぞれ家族の写真や町の紹介の写真などをホストファミリーに見せた。とても真剣に
話を聞いてくれた。話していく中で、肉の話になった。日本では鳥刺しで、鳥の肉を食べると言ったら驚
いていた。逆にピーターはカンガルーの肉を食べた事があるらしい。それからガールズ３人でピーターの
ためのイースターエッグを作った。型からチョコ出す時、無理やり出そうとしたら、プラスチックの型が
割れてしまった。そしたらジェニファーが大うけして、「もともと古かったし、もう新しいのを買ってあ
るから大丈夫だよ」と励ましてくれた。型に流したチョコレートにジェニファーがトッピングし始めて、
私は型に入れる前にトッピングしていたら、
「That’s nice idea! This is back!」とまた大うけした。
とても美味しかった。今日は食べてばかりで絶対に太った。明日は庭のプールで泳ぐ予定なので、全力で
泳ぐ！！寝る前にピーターが、私がドアを開ける前に電気を消して暗くなってしまったら、
「Sorry」と言
ってもう一度つけ直して「OK?」と言ってくれた。そういうさりげない心づかいが本当に優しくて感動。
ずっとここにいたいわー。明日はついにイースター！！とても楽しみ！！
高２

女子

Papa と Margret が家に来て、ボートを車につなげて、近くのダムに行きました。ボートをダムに下して、
おじいちゃん、Dad、さきえの 4 人がボートに乗り、アシュリーがウォータースキーをしました。あがっ
て持ってきたポテトチップスとパンを食べて、しばらくダムを観察。小さい子供が一緒に遊びたかったら
しく、アスレチックで一緒に遊ぶ。アシュリー、さきえ、私、おばあちゃんが運転して、家に戻る。夕飯
を食べて、シャワーの後寝る。
家族が定期的に集まれる環境がすごく羨ましかったのと、アシュリーは水上スキーが終わった後すぐに
勉強を始めていて、オンオフの切りかえがはっきりしている事に気が付きました。水上スキーの途中で知
り合いが来て、その人達も遠慮なくボートに乗せてあげていて、すべてがおおらかで、居心地が良かった。
自分も将来、こんな素敵な家族がきづけたらいいなと思えた。
中２

女子

今日は 9 時まで寝ていて良いよと言われて、7 時半まで寝た。久しぶりにたっぷり寝れた。次に、ショッ
ピングに行った。日本料理に使う肉と野菜と卵を買った。茶碗蒸しを作る予定なので、上手くできるか心
配…（汗 その後、店を回って、珍しいお菓子を沢山買った。オーストラリアは、TimTam とグミが美味し

いです。あと、ホストファミリーに最後に渡す手紙を買った。その中には、
「失敗しても、励ましてくれ
てありがとう。日本にも来てね！」などいろいろ書いた。father と mother に渡した時の反応を早く見た
い。午後は公園で男子 3 人とあすかとあやのと遊んだ。たくさん歩いてボールで遊んで、とても楽しかっ
た。その後みんなでサッカーやラグビーのボールを使って遊んだ。ラグビーボールは、扱いが難しくて大
変だった。今日は、良い運動になったと思う。夕飯はハンバーガーだった。自分で好きな具を入れて作っ
た。売っているやつみたいでとても美味しかった。夕飯の後は競馬を見に行った。競馬では転倒してしま
った人が 1 人いて可哀そうだった。最後に食べたソフトクリームは very yummy だった。明日はイースタ
ーのチョコ day だ！楽しみ～＞＜
中１

男子

今日は物凄く素晴らしい出来事がありました。まずカーレースに行った。アンネさんはカーレースがとて
も好きで、
「love」と言っているので、相当である。しか～し！とても面白かったが、めっちゃうるさか
った。人の声も聞けないぐらいなので、こちらも相当である。レース後に１st floor を歩いていたらふ
ぉーちゅんに会った。あまりにタイミングが良すぎたが、そこはスルー。ふぉーちゅんが「オーストラリ
アに来て太った」という内容の事を話していたが、それもスルー。その後、
「何かある」という事で公園
に。しばらく涼んでいたら、なぜか弘奈先輩、光生先輩、あすか先輩、あやの先輩が来た。「？」マーク
で様子を見ていたら、イアンさんが「Let's Go!」と言ったので、みんなで歩いた。歩いた先には運動用
具があって、そこで腕立て、けんすい、バランス、腹筋などをいろいろやった。
その後小川の対岸でイアンさんとラグビーボールをパスしながら歩いたが、投げた方向をミスって、川に
落としてしまった。途方に暮れていたら、イアンさんが棒切れで見事 catch! その後に、広い原っぱみ
たいな所でラグビーパス、サッカーなどをした。良介先輩はダウン気味。めっちゃ心配になった。一回も
体を動かしていなかったので、すごく息が切れたが、とても楽しかったし先輩たちとも仲良くなれたので
良かった。夕食はテリーさんのお母さんの家で、とても美味しい夕食を頂いた。そういえば、先輩たちも
太っている事を心配していた。別にそうなってもいいけどなあ…と思いつつ、言ったら怒られそうだった
のでスルー。もう後半。あともう少しでみんなと別れると思うと悲しいが、1 日 1 日を大切に。Have a
good times!
3 月 31 日
中２

女子

今日はショッピングをしに行きました。行ってがっかりした事があります。ほとんど店が開いてなかった
です。すごくショックでした。アシュリーのアルバイト先のお店でお昼をとりました。ミートパイで、す
ごく美味しかったです。帰りにカンガルー（野生の）を見たり、カーレースをしている所に行ったりしま
した。野生のカンガルーを見るために、山のほうへ行き、カンガルーを見る事ができました。カーレース
をしている所へ行きました。明日は絶対にショッピングに行きたいです。お土産をいっぱい買いたい。
高１

女子

今日はイースター！朝起きてびっくりしたのは、お皿にイースターバニーの耳がかぶせてあって、それが
プレゼントだった事。また、ナプキンの下には卵の形やうさぎの形をした、たくさんのチョコレートが置
いてあった。それから庭でエッグハントをした。マザーは、
「イースターバニーがやってきて、あなたた
ちの為に置いていった。
」と言っていたけど、私たちが知らない間にマザーとファザーが準備してくれた
んだ、とすぐに分かった。心から感謝した。ピーターには、昨日作ったチョコレートをプレゼントした。
ジェニファーだけがサプライズがなかったので、何か用意すればよかったと後悔した。庭のプールに入る

予定だったけれど、雨が降っていたので入れなくて、アバターの映画を見た。英語だったけれど、大まか
な内容が分かってとても面白かった。それからピーターの仕事場を案内してくれた。庭にあって、マット
の端をミシンで縫い合わせているらしい。日本では、一般的に女性がミシンを使うと思っていたので、ピ
ーターがとてもかっこ良かった、みたいな事を言ったら、とても大きなマットを縫うのは女性だと難しい
らしい。それからジェニファーのアトリエを案内してもらった。とにかく上手だった。１枚描くのに１か
月かかると言っていた。ピアノも弾いてくれて、とても上手だった。夜はレストランに連れて行ってくれ
た。とてもお腹がいっぱいになって、苦しかった（笑）ピーターがオーダーしたデザートを私とあすかに
少しくれた。後からオーダーしていないのに２つもピーターのデザートが来て、間違えられたらしかった。
帰ってからリビングで寝てしまった。それからこの日記を書いているので眠たいな。
高２

女子

朝起きたらお母さんにイースターエッグを渡されて、ものすごく嬉しかった。今日はショッピングの予定
だったので、ショッピングモール行ったら、イースターの祝日のため、ほとんど店が開いてなくて、その
まま車でバサースト市内を案内してもらった。大学なども入り、いろいろ教えてもらった。カンガルーが
よく出るという森のような所に行って、カンガルーを見つけて写真をとった。この日の昼食はアシュリー
がバイトしているベーカリーでミートパイを食べた。その後、スーパーに行き、色々買った。全ての物が
ビックサイズで驚いた。その後、夕食はおじいちゃん、マーガレット、家族で食べて、とてもとても楽し
かった。
中２

女子

今日は７時くらいに起きて折り紙をした。ハート２つと菊の花を折った。大変そうに見えたけど意外と簡
単だった。その後リビングに行ったら、father と mother が「Good morning & Happy Easter!」と言って
袋を１つくれた。何かと思ったら「庭にチョコレートが隠してあるから探して！」と言われて、庭でチョ
コレート探しをした！至るところにチョコがあって、光生と一緒にチョコをたくさん探した。チョコが全
部見つかった後に、なんと、うさぎ型の大きなチョコレートをくれた！！もう、め～っちゃ HAPPY だった
＞＜＞＜その後の朝食は、食パンの真ん中をくりぬいて、卵を割って焼いたのと、ベーコンだった。自分
たちで作らせてくれたので楽しかった。その後はカーレースを見に行った。すごい音で迫力があった。そ
の後、家に帰ってケーキを作った。今日はチョコ day だから、チョコケーキを作った。とても簡単だった
ので、家でも作りたいと思う。次にトマトソースを作るために、牧場へ行った。この前、みんなで体験に
行った所へ行った。にわとりの卵もチェックしたが７個くらいあった！！その後、牧場を徒歩で散歩した。
野生のカンガルーを１０m 位の距離で見れたのが、とても嬉しかった。夕ご飯は久しぶりの野菜と肉でと
ても美味しかった！明日は、ホストファミリーと過ごす最後の日だ。もっと質問するぞー！＆ピクニック
を楽しむぞー！
中１

男子

風薬が切れる。めっちゃ心配。今日はイースターなので、どこにも行かずに家族と過ごした。良介先輩は
体調が回復せず、ずっと寝ていた。ほんとに大丈夫かな…。午前中はアンネさんにもらったノートルダム
大聖堂の３D パズルに challenge。2 時間くらいをみていたところ、1 時間 30 分で終了。お昼には、10 人
近くの人と一緒にイースターエッグを食べ、お昼で飯を食べた。鳥、牛、豚肉と、ポテトと、さつまいも。
ポテトがめっちゃ美味しくて、何個も食べた気がする。午後、良介先輩が病院へ行ってしまったので、モ
ンティと遊ぶ。めっちゃ腹が減ってそうにしていて、健人先輩の手を噛んでいた。そうこうしているうち
に夕飯で、昼の残りを片付けた。このところテレビを見ていても、結構英語が聞きとれる気がする。リス

ニングが上手になるといいが…。
4月1日
中２

女子

今日はショッピングに行きました。近くの、買い物できる所があって、そこに行きました。
この間、学校の帰りに行った所に行って、すごく可愛いお店（文房具屋）で、プレゼントをそこのお店で、
全部買いました。そこの、お店の近くにアシュリーの友達がアルバイトをしているお店（洋服屋）でして
いて、すごくお洒落なお店でした。その後、カーレースをしている所にいって、コースをドライブしたり、
写真をとりました。一回のカーレースで、１６０周もするらしいです。明日は学校で、作ってきた名刺を
渡したり、お土産も渡したいです。
高１

女子

今日は 8：30 まで寝た。MOUNT PANORAMA からの眺めは最高に綺麗だった。その後、ピーターの母校やお
花が綺麗な公園に車で行き、ショッピングをして家に帰った。家に帰って、庭のプールに入った。少し水
が冷たかったけど、気温が温かかったので気持ち良かった。プールから上がるとそのままシャワーを浴び
て、ジェニファーが服を洗濯してくれたのでそれをとりこんだ。それから日本料理を作った。お好み焼き
をあすかが手伝ってくれたにもかかわらず、テーブルの上に卵を割ってしまったり、ネギがなかなか切れ
なかったりして大変だった。あすかが山芋アレルギーだったため、山芋パウダーを使わなかったが、とて
も美味しく出来た。ジェニファーとピーターは「レストランより美味しい」とか、「今までの中で 1 番美
味しい」とか言ってくれて、とても嬉しかった。それから白玉も食べたが、それも「美味しい」と言って
いたので良かった。それから星を見た。一面に星があって、生まれて初めて Milky Way を空で見た。とて
も綺麗だった。部屋に戻って、あすかとお好み焼きの作り方を英訳した。大変だったけれど、辞書をフル
活用して何とか出来上がったやつを見せたら、上手く伝える事が出来て良かった。星を見た時、とても感
動して「I love Australia」と叫んだら、
「I love you」と言ってジェニファーが抱きしめてくれた。本
当に帰りたくないと思って、明後日に帰ると思ったら寂しくて涙が出そうになった。部屋であすかとお好
み焼きの作り方を考えていたら、片づけている音が聞こえたので「May I help you?」と聞いたら、
「No
thank you. Do you want to help us?」と言われて、間違えて「No」と言ったら大うけしていた。みんな
で笑った。今日一日とても楽しかった。明日は学校で早起きしないといけないので寝まーす。
高２

女子

アシュリーの好きな赤い車を試運転しようと店まで行ったが閉まっていた。その後 Target というショッ
ピングモールに行って、アシュリーの案内のもとショッピングをした。一旦家に戻り昼食をとってマウン
トパノラマに行き、カーレースのコースを車で一周した。アシュリーの財布をお父さんが持っていたので、
お父さんの働いている新聞社に行った。その後、もう 1 回 Target に行き、大人買いして家に帰る。その
後は家族と夕飯を食べて終わる。家族のつながりが強くてうらやましいと思い、夕飯がとても楽しかった。
中２

女子

今日は７時半くらいに起きて、ピクニックへ行った。洞窟を見に行ったが、イースターだからたくさん人
がいた。洞窟はとても大きくて、涼しかった！池？みたいなのがあって、色がすごく綺麗だった。しかも
その中をカモノハシ？みたいなのが泳いでいて、
「WAO!! My first time」と言ってめっちゃ写真を father
が撮っていたので、珍しいのだなあと思った。私も写真をとったが、小さくしか映っていなかったので残
念だった。お昼はサンドイッチで、昨日のチョコレートケーキも食べた。とても美味しかった。洞窟のあ

る森は本当に良い景色で、めっちゃ写真をとりまくったー！！家に帰って、犬と散歩をした。久しぶりに
行って、サッカーをしたが、あまり上手く出来なかった時、father が「今はあまり上手く出来ないかもし
れないが、それは良い練習になるから、家に帰ったら、良いサッカー選手になれるよ」と言ってくれて、
思い切って遊ぶことができた。家に帰ってからは、日本料理を作った。私は茶碗蒸しを作った。みおは、
おにぎりとおみそ汁で、早めに終わったので、私を手伝ってくれた。茶碗蒸しは、時間がかかって大変だ
ったが、結構美味しく作れた。食べた father や mother も「good！」と言って完食してくれた！！今日は
思った以上に father と mother と会話ができたので、嬉しかった。特に最後にやった UNO やすごろくは、
とても面白かったー＞＜！明日は shopping と学校だ。オーストラリア最後から２日目頑張るぞ＆enjoy
するぞー！
中１

男子

4 月になりまして、無事進級。おめでとう。今日はまず、良介先輩の体調から。薬を飲んだらかなり元気
になったらしく、
「もう元気っすよ。
」発言もあった。生命力ってすごい。
午前中、10 時くらいまでは暇だった。朝食にベジマイトを食べたが、めっちゃびみょーな味。あまり食う
気にならなかった。お昼少し前くらいにテリーさんの農場へ。市内から車で 40 分、山の中で空がとても
綺麗。ブーメランを借りたので、練習をしたら結構出来る様になったが、とても難しい。アボリジニの人
はすごいと心から思った。昼はホットドック。やっぱり美味しかった。午後は買い物&日本食作り。IH ヒ
ーターは使いやすく、思いのほかサクサク行程が進んだ。夕食はカレーと焼きそば。みなさんとても喜ん
でくれた。あと 2 日しかオーストラリアにいられない。みんなと別れるのはとても悲しいし、もっとみん
なと話したかった。バサーストに家でも買ってみんなで住みたかったが、叶わぬ夢だ。死にかけの時、ま
た来よう。
4月2日
中２

女子

今日は最後の学校なので、朝すごく悲しかったです。日本文化紹介で、折り紙をしました。教えるのが難
しかったです。だけど、自分が知ってる英単語で話したら、わかってくれて、すごく嬉しかったです。名
刺をいっぱい作ったやつを、みんなに渡せて良かった。日本に帰ったらメールしたいです。お別れの時す
ごく悲しかったです。泣きそうになりました。お土産も渡せて良かったです。喜んでもらえて良かったで
す。家に帰って、最後のご飯を作りました。オムライスを作りました。オムライスの材料が、家にあると
思っていたけど、卵が２個足りない、米が足りない、困った事がたくさんあったけど、ホストファミリー
に、美味しいと言ってもらえて良かった。
高１

女子

明日はもう日本に帰るのかと思うと、とても寂しくなる。今日は学校訪問で、朝集合して、3 日ぶりに
Japanese Friends に会えて嬉しかった。文化紹介では、歌を説明する係になったので、文を考えた。本番
では、コマをやったら“Cool”と言ってくれて、紙風船は予想外に盛り上がったし、あやとりを教えて相
手ができた時には、とても嬉しかった。音楽の授業では、一緒に英語の歌を歌って楽しかった。ランチの
時間に案内してくれた子たちから名刺的なカードをもらった。折り紙を添えてくれた子もいて、私より上
手だった。ランチはとても盛り上がった。それから他のクラスに日本文化紹介をした。ドラえもん音頭を
結局全員で踊った。とても楽しかったし、マキロップの先生が大成功だったと言ってくれたので良かった。
最後に 4 人の生徒と物当てクイズをして、
ハグを交わしてお別れになった。
4 月に日本に来るそうなので、
また逢えたらいいなと思う。解散場所に着いて、私、あすか、学でぶらぶら歩いた。結局何も買わずにト

ップで戻った。家に帰ってから、本当に明日帰るのかと思うと寂しくなった。夕食には人参が嫌いだと知
っていたので、私のには入れないでくれた。また、私が、カリフラワーを嫌いなのを知っていながら「ブ
ロッコリーlikes カリフラワー」と冗談を言って笑った。あと昨日の続きで、” Do you want to help
us? ”と言われたので、
“No”と言ったら、みんな爆笑だった。明日は精一杯感謝の気持ちを込めて、ホ
ストファミリーに Thank you と言いたい。
高２

女子

この日は学校に行き、日本文化を紹介した。思ったより反応が良くなく、少し悲しかったが、それでも紹
介できて良かった。今回の学校訪問で仲良くなった友達と最後お別れする時に、涙を流してくれて心の底
から嬉しくて悲しかった。その後、家でオムライスを作ったが、お母さんの反応がかなり悪く落ち込んだ。
お母さんの機嫌を戻すため、さきえと 2 人でキッチンをものすごく綺麗にした。食文化の違いが身をもっ
て感じられた。
中２

女子

今日は１日中学校訪問だった。日本文化紹介を最初にやったが、ちゃんと計画を立てていなかったので空
き時間ができてしまった。しかし何回もやっていくうちに、こうすればよくなるかも！？という案を思い
ついて実行したら、最初よりも、みんなが笑顔になってくれたので、ホッとした。しかも自分からしゃべ
ると、相手ものってくれて、話がはずんだ！！＞＜

ティータイムでは、前回も一緒だったリネイとアシ

ュリーとサマンサとみんなで食べた。でも文化紹介の時に着たじんべいで食べたので、とても寒かった
（泣）
。その後は２時間続けて、ビジネスの授業を受けた。お昼はみんなで一緒にパーティーをした。み
んな、とてもノリがよくて、ホイップクリームを口の中に流し込んだり、変顔したり、踊ったり、歌った
りと、どんちゃん騒ぎだった。
（笑）サンドイッチとジュースも余計美味しく感じた！
家に帰ってからは、ショッピング＆ドライブに行った。ずっと欲しかった時計とイヤホンを買った＞＜
ドライブでは、カーレースのコースを走ってもらって、めっちゃ楽しかった。夕食はハンバーグだった。
mother お手製のトマトソースをつけて食べた！その後、２人で折り紙と手紙を渡した。喜んでくれたの
で良かった。そうしたらみおが泣いちゃって、もらい泣きしそうになった。明日はラストデイ…悲しーよ
ー。
中１

男子

今日は最後の「普通の日」
。久々に見たみんなの顔は、少し丸くなった…？うそです。全く変わらなくて
安心した。最初、日本文化の紹介をする。習字は結構マイナーで、名前を書いてあげたらみんな喜んでく
れた。ありがたい。授業は、何と２時間ぶっ続けで経済の授業。言ってる事がさっぱりわかりませーん状
態によって、とても苦労したが、所々の単語は聞き取れる。良かった。昼を食べたら、また日本文化の紹
介。今度はそれなりに容量もつかめてきたので、まぁまぁ上手くできた…かな？マキロップは、すごく理
想的な学校。お陰で異性としゃべる気恥ずかしさはだいぶ良くなった。学校を出たのが早かったので、通
りを流す事に決まる。あまり良い物はなく、冷やかしだけをした。その後、テリーと city centre に行っ
て、野放しにされる。Tim Tam 沢山と、T シャツを購入。良かった、良かった。夕食はスパゲッティ。め
ちゃめちゃ美味しかった。日本に帰りたくなくなるのは初めて。バサーストに住みたい。みんなと離れた
くない。でもしょうがないのだ。うん。

4月3日
中２

女子

今日はホストファミリーとお別れで、すごく悲しかった。ハグをたくさんしてくれて嬉しかったし、自分
が泣くとは思ってなかったです。また来たいと思った。ブルーマウンテンとシドニーを見たりしました。
ブルーマウンテンに行ったら、霧で、何も見えなくて、すごくショックでした。シドニーに行って、３人
グループで、ショッピングをしました。全然どこのお店に行っていいかわからないし、値段が高そうなお
店がいっぱいあったけど、可愛いお店を見つけて、服とネックレスを買いました。すごく嬉しかったです。
高１

女子

今日はホストファミリーとお別れの日。部屋に、お菓子と団扇と手紙を置いてきた。今頃読んでくれてい
るといいな。バスが発車する直前、抱き合って「You were very good girl!」と言われたら、号泣してし
まった。ホストファミリーにはたくさんの事をしてもらって、感謝。本当に別れがつらかった。ブルーマ
ウンテンまで行ったが、霧で見ることができなくて残念。それからシドニーに行って、ショッピングをし
た。グループは、私、あすか、学のメンバーだった。学が財布とペンとノートのセットを買った。ペンと
ノートのセットに値段がなくて、店員に聞いたり、一回買わないと言ってしまった後やっぱり買うとなっ
た時に英語で伝えるのが大変だった。シドニー空港に着いて、今まで案内をしてくれたジョンとイアンと
もハグをしてお別れした。投げキッスをしてくれたので、たくさん返した（笑）。ラストのショッピング
の途中で、白さんとひろなが円からドルに両替した時、おじさんが何ドルかおまけしてくれた。私と白さ
んはオーストラリアにしかないブランドのポーチを買った。おそろいになったから嬉しかった。たくさん
の思い出を作ったオーストラリアともお別れになった。日本に帰ってから、思い出を見返したい。
高２

女子

ホストファミリーとのお別れで、本当に本当に悲しかった。家族のみんなお別れのために来てくれて嬉し
かった。お父さんは昨日料理を作っている私達の写真を新聞に載せてくれたと聞き、本当に感動した。一
生のうちのほんの短い期間だったけど、本当に私の中で大切な大切な時間だった。この家族はこれからも
付き合っていきたいと思った。いろいろな事に気づかせてもらって本当に感謝しています。
中２

女子

今日はオーストラリアラストデイだった。７時に朝食を食べに行こうとしたら、mother が「今日は早く
仕事に行かなきゃいけないんだ。
」と言って、ハグをしてくれた。とっても悲しくて涙が出そうだった。
すぐに家の前にバスが来て、集合場所に行った。みんながホストファミリーと一緒にいて、別れを惜しん
でいた。でも私とみおは、father と一緒にシドニーに行けるのでラッキーと思った☆シドニーに行く途
中で、お土産を買った。その後ブルーマウンテンを見に行ったが、霧が濃くて見る事ができなかった。残
念＞＜ その後、シドニーでショッピングをした。ショッピングは中２が３人だったので、道に迷うと大
変だと言って早めに行動をしたら、３０分くらい前に着いてしまった。夕食はマックで、カリフォルニア
バーガーを買った。意外と美味しかった＞＜。 夕食の後は、空港に行った。
空港で father とお別れだった。とても悲しくて、ハグをしてくれた時に涙があふれ出した。ふいてもふ
いても止まらなくて、最初 father がなぐさめてくれたが、何を言っているか分からなかった。でも最後
に、
「Someday, let’s play UNO together!」と言ったら、
「Yes!やろう！やろう！」と言ってくれた！
father と話せた事と、英語を使えて、しかも意味がしっかりと通じた時は、とても嬉しかった。涙のお別
れだったが、思い返すと良い思い出ばかりのホームステイだった。またいつか、ホストファミリーに会い
たいな＞＜＞＜

中１

男子

いよいよ今日でオーストラリアを離れる。泣く雰囲気になかったため、
「I'll be back!」と言って、後は
ハグと握手、それとお土産をあげた。ただ、ブルーマウンテンまでのバスが凄かった。女子がみんな（特
に白さん）が号泣で、号泣で、号泣で、みんなが泣いているので、こっちまで泣いてしまいそうだった。
そして泣きつかれて寝てしまったため、水を打ったように静かなバスだった。ブルーマウンテンはとても
霧がすごく、
「just お土産」になった。結構買った気がするが、正確には覚えていない。その後、シドニ
ーへ。雨がひどく、まるで”涙雨”であった。何だか「Look like トーキョー」な感じがしたが、歴史的
な建物が沢山あってびっくり。３時間シドニーに野放しにされるも、物価が高くて、あまり物を買わなか
った。無事集合場所に戻るも、白さんたちが帰ってこなかった。後で聞いたら、道に迷ったらしい。まあ
それはそれだ。最後の夕食はマックで手短に。かなりあっけなかった。空港に着くとかなり淋しくなった
が、でも「I'll be back」で明るく乗り切った。フリータイムがそれなりにあったので、Apple 社のコー
ナーで Mac Book Air をいじっていたら、みんなが来て、反応に少し困った。何時に、どれくらい飛行機
で寝たのかは分からないが、あまり寝ていないはずである。元気に元気に。
4月4日
高１

女子

今日は成田に帰る日だ。今までホストファミリーの温かくて美味しい食事だったので、機内食があまり美
味しくなかった。無事香港到着！と思ったら、時間は 3 時間戻されて、まだ早朝の 5 時！KSKK のアンケ
ートに答えた。今までを振り返ってみると、たくさんの思い出が浮かんできた。この 10 日間、本当に貴
重な体験ができたと思う。香港の空港では、スタバでデニッシュとフラペチーノを買った。とても美味し
かった。それから成田に到着！成田から母と帰ったので、みんなとはお別れになった。当たり前のように
ハグをして別れたけど、帰り道に母から「すっかりオーストラリアに馴染んだねえ」と笑われた（笑）。
これで私の留学は終了した。
中２

女子

今日は、１日中飛行機だった。１回目の飛行機ではふぉーちゅんとあやのに father から教えてもらった
マジックを披露した。２人とも思った以上にびっくりしてくれたので、練習しておいて良かったと思った。
香港に着いてからは、残った香港ドルでディズニーのペンを買った。オーストラリアドルと香港ドルの１
ドルではお金の値段が違うので、買い物をしている時、変な感じがした。４回も飛行機に乗ったが、私は
飛行機が苦手という事が分かった。東京に着いてから、空港で、みんなとお別れをした。リーダーのふぉ
ーちゅんから手紙をもらった時は、とても嬉しかった。そして、さきえ以外の人たちと、空港でハグをし
た。とても悲しかった。最初に会った時は、１１日間でこんなに仲良くなれるなんて思ってもいなかった
し、まずみんなと打ち解けられるかが心配だった。でも、すぐ仲良くなって、たくさんしゃべって遊んで、
とても良い思い出が記おくに残っています。みんなと出会えてよかった。ありがとう！また、どっかで会
いたいな～＞＜＞＜
中１

男子

最後は、ほぼ移動の一日だった。HKG 時間の４時３０分（午前）に到着。でもそれほど眠くはなく、けっ
こう元気。香港では、日記を書いたり、書類を書いたりしている内に夜が明けた。天気は、今日もくもり
だ。日記などを書き終わると、フリータイムになった。朝食をとりにフードコートに行こうと思ったら、
方向が真逆で、あれ？と思った。朝マックで手軽に済ませた後、免税エリアを見て回った。IWC というメ
ーカーのかっこいい時計があった。凄く高そうだったので、just looking にした。最後の飛行機では、

００７を見尽くす事にしたが、なかなかに難物で、途中であきらめた。後は、前の席の白さん。沙貴恵さ
んとしゃべっていた。綾乃先輩は寝ていたからだ。結構いろいろな話題でしゃべった。でも、もうみんな
と会えないのが悲しすぎる。ついに日本に着いた。日本語が普通にあって逆に変な気分になる。到着ロビ
ーには、やっぱり懐かしさを覚えた。写真を撮って解散し、やっぱり悲しくなった。解散した後も、なぜ
か綾乃先輩やあすかさんとは途中でも会って、いろいろとしゃべった。福島に着くと、とんでもなく寒か
った。風呂とかは、とても懐かしい物であった。１１日間、ほんとに楽しかった。いつかみんなでまた会
いたい。という訳で、やっぱりお別れの言葉は「See you」よりも「I'll be back」の方が似合う、とい
う事を最後に思った。
＜みんなの感想＞
新潟県

中２

女子

私は、この春休みにオーストラリアへ行く事にしました。親から行ってみる？と聞かれ英語も得意なわ
けでもないのに、海外に行ってみたいという単純な気持ちからでした。出発までに日本の事、住んでいる
街の事を調べたり、お土産を買ったりと準備の時から楽しくて仕方ありませんでした。でも、一方では、
親と行動する事が殆どで、本当に一人で参加が出来るのかという不安もありました。今となっては、一緒
に行った友達とホームステイ先のファザーやマザーに、助けられ楽しく毎日を過ごす事が出来て、とても
良い経験になったのと自分にも自信がつきました。オーストラリアでは、まずコアラやカンガルーと触れ
合いました。日本では動物園のおりの外から見るだけですが、むこうではおりの中へ入って動物に触れる
事が出来ます。コアラがとっても可愛かったです。学校体験では、ティータイムがあって、お菓子を持っ
て行って食べたりします。日本の学校ではない事なのでびっくりしました。あと、iPad も１人１台支給
されていて、全員がそれを使って勉強していました。調べ物をしたりゲームしている子もいたりして日本
とは違うなと思いました。言葉は、日本語を多少話せるので、あとはジェスチャーや単語などで何とかコ
ミュニケーションをとる事が出来、友達になれて嬉しかったです。バサーストでは、すごく自然が豊かで
落ちついて過ごす事ができました。ホストファミリーと過ごした休日も、毎日が楽しくてあっという間で
した。ボートに乗せてもらったり BBQ をしたりして過ごしました。BBQ は、日本と違って、ソーセージだ
け焼いてパンにはさんで食べます。これにも驚きました。日本とオーストラリアでは、食生活や住環境も
いろいろな違いがありました。水などの資源の大切さなど今までの自分の生活についても気づかされま
した。あっという間に研修は終わってしまいましたが、英語をもっと勉強して会話ができるようになって
また絶対にホストファミリーに会いに行きたいです。この研修に参加させてくれた親、沢山のサポートを
してくれたリーダー、楽しい思いでを一緒に作ってくれた友達、お世話になったバサーストの人達に感謝
したいです。
埼玉県

高１

女子

今回のオーストラリアでの留学は、私にとって本当に貴重な経験になりました。最初は不安しかなくて、
正直行きたくありませんでした。でも行ってみたらとても楽しくて、結婚したらバサーストで住みたい！
とまで思いました。留学が終わり、成田に着いてまず思った事は、日本って小さいという事です。とにか
く広大で自然が沢山あり、のんびりした場所だったので、家が密集している日本を飛行機の上から見た時、
狭いなと思いました。オーストラリアでの生活を振り返ってみると、日本では出来ない沢山の体験をする
事が出来ました。初日、成田空港で手荷物検査をした時に、日本料理で使おうと思っていたソースとマヨ
ネーズが入っていて引き止められてしまいました。ハンドクリームや目薬などはしっかりジップロック
に入れておいたのに、すっかり忘れていました。とても焦ったけれど段ボールに入れて大きい荷物と一緒
に送ってもらえる事になったので良かったです。良い教訓になりました。シドニーの動物園は、カンガル

ーが野放しになっていて触わる事が出来ました。コアラにも触って一緒に写真をとる事が出来ました。柔
らかくて気持ち良かったです。学校訪問では、現地の生徒のお友達が沢山出来て嬉しかったです。一緒に
ランチを食べる時間が 1 番楽しくて盛り上がりました。授業中は生徒がとても積極的で、先生と生徒の話
す割合が同じ位だったので驚きました。選択して授業を選んでいるので、本当に興味を持って学んでいる
という印象を受けました。廊下ですれ違うと、殆どの生徒が"こんにちは"や"Hi"と声をかけてくれて嬉し
かったです。英語が伝わらなくて困っている時は、ゆっくり話してくれたり、i pad を利用して日本語に
訳して教えてくれたりして親切でした。私が話しかけると、片言の英語を真剣に聞いてくれました。歴史
の授業では、本当の劇団の人達が学校に来て、ロミオとジュリエットの迫力のある劇を見ました。プロの
演技に感動しました。日本でもやってほしいなと思いました。牧場では、家畜用トラックに乗って、広大
な草原を激走しました。もちろん日本では出来ない経験で、とても面白くて気分爽快でした。ホストファ
ミリーの家は、一階だてで、可愛い家でした。庭がとても広くて、プールがついていたのでびっくりしま
した。イースターデーには、庭でエッグハントをしました。ホストファザーとマザーが、早起きをしてチ
ョコを庭の至る所に隠してくれたのだと思います。2 人は本当に優しくて、毎日のご飯を作ってくれたり、
遊べるようにプールを掃除してくれたり、ショッピングやピクニック、レストラン、市内観光に連れてい
ってくれたりと、いろいろしてくれました。日本料理を作ったら、美味しい美味しいと食べてくれました。
お好み焼きを作ったのですが、ファザーとマザーのお口に合うか不安だったので、嬉しかったです。バサ
ーストは星がとても綺麗で、生まれて初めて天の川と流れ星を見ました。本物の天体はプラネタリウムと
は比べものにならないほど綺麗で、全身鳥肌がたつほど感動しました。南半球でしか見られないという南
十字星もくっきり見ることが出来たので良かったです。最終日、ホストファミリーとお別れの朝はとても
辛くて、感謝の気持ちでいっぱいで、号泣してしまいました。楽しい留学ができたのは、ホストファミリ
ーのお陰だと思います。また来てね。と熱いハグをしてくれました。私はこの時、もっと英語を勉強して
コミュニケーションをとりたいと思いました。そして、絶対にもう一度戻って来たいと思いました。オー
ストラリアでお土産をたくさん買いましたが、私の中の最も大切なお土産は、私が過ごした貴重な時間で
す。あっという間の 10 日間でしたが、充実した時間を過ごすことが出来ました。このような経験ができ
て海外の楽しさを実感できたし、英語を勉強するきっかけにもなったので、本当に行って良かったです。
家に帰ってきてから、私は名刺に書いてあったメールアドレス宛にメールしました。なかなか返信が返っ
て来なくて不安でしたが、ようやく返ってきました。
Hello Ayano,we have just found your email as it went to spam box. We are very happy to hear
from you. We enjoyed every day that you were here and got a big surprise when we found your
letter and present, thank you very much. We had so much fun having you both here and we will
never forget. Lots of love to you and thank you. Please say hello to your family from us. Love
from Jenny, Peter, Sasha, Katie & Kylie .
私は、お別れの前日の夜にホストファミリーへ手紙を書いて、サプライズとして直接渡さずに部屋におい
て来たので、見つかったか不安でしたが、メールの通り見つけて読んでくれたみたいなので良かったです。
東京都

高２

女子

私は今までアジア以外の国に行った事がなく、今回が私にとって初めての旅となりました。オーストラ
リアの文化、常識、環境、何も知らずに飛び込んでいく事に初めは心配していました。香港からオースト
リアに行く飛行機、乗客のほとんどが欧米の顔立ちで興奮したのを覚えています。長い飛行機の旅が終わ
り、やっとオーストラリアに着き、日本との町の雰囲気の違いをまず感じました。建物もラフな感じの町
の人も、どこか日本よりのびのびさを感じました。ホストファミリーに初めて会った時、本当に良い家族
な感じだなと感じ安心しました。家に着いて、まず驚いたのが家がとてもとても広かった事です。日本よ

り国土が２０倍というのもそういう所で感じました。ホストファミリーはお父さん、お母さん、１７歳の
娘と１４歳の息子でした。私が泊まったのは娘の部屋で、知らない外国人に自分の部屋を貸してくれる事
がとても嬉しかったです。食事はやっぱりフォークとナイフで使うのがとても大変でしたが、お母さんが
親切に教えてくれて、テーブルマナーまで詳しく説明してくれました。お風呂の事には何も言わなかった
ので、私から聞いてみた所、普段はあまりお風呂に入らなく入っても５分ぐらいで済ませると教えてくれ
て、シャワーを浴びる時は５分以内に済ませなきゃいけないというストレスがありました。しかしそのお
陰で日本の水資源の豊富さに感謝しなければいけないと気付き、自分が日本にいる間どれだけ水を無駄
にしていたかも気付きました。次の日は学校訪問でマキロップカレッジという女子学校に行きました。私
たちを引率してくれたのは９年生でだいたい１４歳の女の子たちでした。みんな１４歳とは思えないぐ
らい大人っぽくて優しく私たちを引率してくれました。学校では２，３時間目の間にティータイムという
時間があり、ちょっとしたおやつを友達同士で庭で食べていて、文化の違いを感じました。何より驚いた
のが、ホームクラス単位で授業をうけるのではなく、各自が選択した授業を毎時間教室を移動しながら受
ける事を知り、日本との“学ぶ”事の感じ方の違いや、独立心の強さを感じ驚きました。日本だとどうし
ても押しつけがた、知識詰め込み型の授業ですが、オーストラリアでは、生徒が自分で科目を選びその授
業を受けるため、みんな授業に集中していて発言も我が先にと意欲的でとても楽しい授業でした。イース
ターホリデーでは母方のおじいちゃん、おばあちゃんと一緒に湖にいきボートに乗り休暇を楽しみまし
た。８０代のおじいちゃんでしたがとても元気で、ボートの運転もとても上手でした。二回目の学校訪問
の時、仲良くなった友達と最後のお別れをする時、私のために涙を流してくれて本当に心から嬉しかった
です。 最後の日、ここには書ききれない思い出を共にしたホストファミリーとお別れをする時がとうと
うやってきました。考えるといろいろな思い出が思い出してきてしまい、涙が止まりませんでした。たっ
た７日間というとても短い時間だったけど、私の人生において貴重な思い出となり経験となりました。今
回の研修で将来、外国で学びたいという気持ちも強くなり、私の夢を強いものにしてくれたこの研修に感
謝したいです。
静岡県

中２

女子

私がオーストラリアにホームステイをして、感じた事が二つあります。一つ目は、話す言葉は違っても
気持ちは通じ合える事です。普段の生活では、外国人と英語で話す機会はそうありません。だから最初は
、ホストファミリーと話すことが怖いと思いました。しかし、ホストファミリーは私にフレンドリーに話
しかけてくれました。そのお陰で、少しですが、話してみようかなという思いがわいてきました。そして
、ぎこちない英語で話しかけてみました。ホストファミリーは私の話にしっかり耳を傾けてくれて、会話
をすることができました。普段英語を使っていない自分が、外人と話ができた事がとても嬉しく、話しが
できて良かったなと思いました。そして、この時気持ちが通じたんだと思いました。 二つ目は、勇気を
出す事です。日本では、人と話す時に何気なく会話をする事ができますが、英語になると単語は合ってい
るのか、言いたい事は伝わっているのかと、不安になる事がありました。しかし、勇気を出して身振り手
振りを使ったり、日本語混じりの英語を話してみたりする事で、内容を理解してくれました。そして、そ
れをきっかけに「一緒に写真を撮ってくれませんか。」と聞く事ができたり、「○○しませんか～。
」と誘
う事ができました。普段英語を使っていない自分が、外人と話ができた事がとても嬉しく、話しができて
良かったなと思いました。そして、この時、気持ちが通じたのだと思いました。このホームステイは、初
海外でわからない事も多く、大変な時もありました。でも、どんな時も挑戦する事で乗り越えてきたと思
います。そして、ホームステイであった全ての事が良い思い出になったと思います。もう、全く同じ場所
にホームステイに行く事はないですが、この体験で得た事を、日々の生活に役立てていきたいと思います
。そして、またオーストラリアに行きたいです。

福島県

中１

男子

すべてがでかかった。今回、バサーストに行って、そのように思った。オーストラリアに行く前は、不
安な事だらけだった。
「慣れない土地の食事は大丈夫か」、
「ちゃんと家の雰囲気に馴染めるか」など・・・。
しかし、オーストラリアの空気は、すべての心配事を杞憂にしてくれた。まず、スケールがでかかった。
ホストファミリーとスーパーに買い物に出かけた時、何気なく肉のコーナーに行ったら、肉のブロック
「だけ」が置いてあった。日本でよく見かけるような肉が置いてなく、少なからずびっくりしたものであ
る。人々の心も大きかった。やはりスーパーでお菓子のティムタムを買った時の事だ。支払いが終わって、
「Thank you.」と返すと、
「Have a nice day.」と一言返してくれた。「小さな優しさ」ではあるが、それ
がまた嬉しいものである。ほっこりした気持ちになった。もちろんホストファミリーも大きかった。一緒
にいちごを摘んだ事、カーレースを観に行った事、美味しいランチボックスを作ってくれた事・・・。良
い思い出ばかりだ。ただ、良い事ばかりだけではなかった。風邪を引き、みんなに迷惑をかけてしまった
し、風邪が治ってなかった間は、あまり良い思い出はない。また海外に行く機会はあると思うので、その
時に向けた教訓として、心の中に留めていきたい。ただ、確実に楽しかった思い出のみが頭の中に残って
いる。日本に帰ってきた後に、途方も無い喪失感を感じた。オーストラリアは、とても魅力的な国だった
事を感じた一件であった。英語力はほぼなかったので、先輩や引率のふぉーちゅんに頼りっきりだった。
次、オーストラリアに戻る時に備えて、日常会話が続けられるように英語力を鍛えていきたい。
山梨県

中２

女子

私は春休みにとても貴重な体験と、たくさんの事をこの研修で学びました。事前研修の時に初めて同
じオーストラリアに行くメンバーと出会いました。初めは仲良くなれるか不安だったが、すぐに打ち解
けることが出来てとても嬉しかった。飛行機に乗るともうそこは日本ではなく、外国人ばかりで日本語
は通じません。いよいよ外国に行くのだと期待と不安のいろいろな気持ちでした。乗り換えの香港で、
初めてお店で英語の注文をし、通じた時はとても嬉しかったです。そして英語も徐々に言えるようにな
ってきて、自信もつきました。そしてオーストラリアに着くとそこは日本とは違う空気をしていて気分
が上がりました。シドニー市内は、とても綺麗で歴史的なレンガの建物があちらこちらにありました。
動物園では、念願のコアラとカンガルーを見る事が出来ました。人生で初めてコアラにタッチできまし
た。ふわふわの毛をしたコアラはとても可愛かったです。そしていよいよバサーストへ行き、私達のホ
ストファミリーの方と会いました。ホストファミリーの方はとても優しく明るい人でした。夜はバーベ
キューをしたり、デザートにアイスを貰ったり、とても楽しい日々が過ごせました。現地の学校へ行っ
た時は、英語が上手くしゃべれなく、とてももどかしい思いをしました。でも皆とてもフレンドリーな
人たちばかりで私たちが来るのをとても楽しみにしていてくれて気軽に挨拶をしてくれました。趣味が
同じだったり、気持ちが伝わった時には盛り上がりました。また『モーニングティー』というおやつの
時間があり、皆でおやつを食べる時間があるのは驚きました。バサースト市内の見学は、公園や役など
いろいろな所を回りました。牧場体験では、全員トラックに載せてもらい、大自然の中を走り回りまし
た。スピードがかなり速く、はねるので大変だったけど、とてもとても楽しかったです。日本では絶対
に出来ないあんなエキサイティングな体験は、とても良い思い出になりました。野生の牛やカンガルー
まで見れて、とても自然が美しかったです。言葉では言い表せないくらい楽しい体験でした。また、イ
ースターエッグを探したり、ホストファミリーの親戚の方と一緒にご飯を食べたり、イースターの体験
も出来てよかったです。今回のホームステイでは、とてもたくさんの人と出会い、自分の考え方も変わ
るような事もありました。怒られた時もあったけど、本当に充実した 11 日間でした。時には文化の違い
や、言葉が伝わらず、困った事もあったけど全て良い経験になりました。これからも英語の勉強を頑張
り、もっと英語を上手くしゃべれるようになって、またオーストラリアに行きたいです。

