
7 月 29 日（土）                                            １日目 

中２ 女子 

今日は一緒にオーストラリアに行くメンバーに会った。会う前は「どんな子かな…」「仲良くなれる

かな」と、とても不安でドキドキしていた。でも会ってみるとみんな笑顔で挨拶をしてくれて、とて

もホッとした。更にみんな中学生で、話しやすく、男女関係なくすぐに仲良くなれた。すごくうれ

しかったし、安心した。今日はとにかくホッとしてばかりの１日だったけれど、明日からまた気を

ひきしめてガンバる！！このメンバーとならこれから 19日間一緒にがんばれそう！ 

 

中２ 女子 

今日、はじめてみんなと会いました。みんなやさしそうだった。家族や友達と離れるのは少しさび

しかった。でもみんなと協力しあって仲良くしていきたいです。明日もとても楽しみです。 

 

中２ 男子 

みんなやさしくてよかった。リーダーもいいひとで、オーストラリアでよかった。ホテルには外人

がすごく多くて、やっぱり英語が話せないともうだめだな、と思った。 

 

中３ 女子 

今日ははじめてみんなに会う日でした。一緒にオーストラリアに行く人が 4名と知った時に、4人で

盛り上がれるかどうか、仲良くなれなかったらどうしよう、など様々な不安がありました。けれど

もはじめて会ってみて一気にそれらが吹き飛びました。明るくて、すぐに仲良くなることができま

した。日本文化紹介の内容、係などを決める時もそれぞれが自分の意見を言うことができて良かっ

たです。歌と恋ダンスに多少の不安はありますが、明日香港でしっかりと練習をして、楽しい文化

紹介にできるように頑張っていきたいです。これから 18 日間たくさん迷惑をかけることもあると思

いますが、よろしくお願いします。 

 

7月 30日（日）                                            2日目 

中２ 女子 

今日は一日中飛行機ですごく疲れた。でも席が隣になった UTAと仲良くできた。「TT」の完成度も

たいぶ高くなってきた。はじめはホストファミリーに会うのがすごく怖かったけれど、だんだん楽

しみになってきた。学校にも早く行きたい！（少し不安もあるけどね） 

中２ 女子 

今日は香港に行きました。中国系の人たちがたくさんいました。飛行機の食べ物は、デザートがお

いしかったです。飛行機から見る夜景はとてもきれいでびっくりしました。明日が楽しみです。 

 

中３ 女子 

今日は飛行機に長時間乗って少しつかれました。香港で、日本文化紹介の内容を決めることができ

てよかったです。なつとうたの踊りの練習を見て、早く本番のダンスが見たくなりました。中国に

はじめてきたので、良い体験ができました。なんだかんだいって、恋ダンスも完成しそうなので嬉

しいです。小学生にあげる折り紙の手裏剣をたくさん折っておきたいと思いました。 

 



7月 31日（月）                                            3日目 

中２ 女子 

今日は一日がとても長く感じた。ホストファミリーと会ったときはすごく安心した（皆ニコニコし

ていたから）。でも家の中まで来てみるといきなり不安になってしまった。英語も全然聞きとれず、

よけいに不安になってしまった。でも温かいホストファミリーのおかげで「がんばろう」と思うこと

ができた。 

 

    中２ 男子 

トイレに自販機があった。びっくりした。みんな話しかけてくれたけど何言ってるか分からない。

正直言って早く帰りたい。ずっと靴でいる生活をいいと思った。弟がすごくやさしくて、一緒にい

てくれるけど、何をいっているかわからない。 

 

中３ 女子 

飛行機に長時間乗っていたら、足が痛くなったり眠くなったりしましたが、バスで寝たらなおった

のでよかったです。想像以上に寒くて驚きました。学校についてまずおどろいたのが敷地の広さで

す。体育館が２つあるのにも驚きました。校庭みたいな芝生の所も広くてうらやましかったです。

数学の授業では隣にすわっていた女の子達が話しかけてくれて、自分一人ではわからなかった問題

もわかったので嬉しかったです。ホストファミリーもとても優しく笑顔で話しかけてくれたので安

心しました。 

 

8月 1日（火）                                             4日目 

中２ 女子 

今日は大学を訪問し、ロボットやプログラミングなど、機械に沢山ふれることができた一日だった。

うまくいかないときもあったけれど、友達に聞いたり、先生に教えてもらったりして授業について

いくことができた。今まで人のようなロボットは、テレビでしか見たことがなく、なかなか身近に

感じることができなかったけれど、今回、間近で見てみて、身近に感じることができて良かった。

ホストファミリーにはなかなか話しかけられなかったり、話題が見つからなかったりして、申し訳

ないと思った。（頑張らなくては…） 

 

中２ 女子 

今日、大学でパソコンをさわったりして勉強しました。丸いボールをコロコロと動かすのがとても

楽しかったです。家に帰るとご飯を作ってくれました。とてもおいしかったです。その後、オース

トラリアの伝統的な楽器を見たり、いろんな話をしました。ドラマやアニメを見ました。英語で難

しかったけど、絵があるので想像しながら見ました。とても面白かったです。明日も楽しみです。 

 

    中２ 男子 

ホストとバスケをした。弟のバスケ仲間にもやさしい人がいて、うれしかった。でも自分がバスケ

が上手じゃないから、ついていけない。恋ダンスをおぼえてないから心配。 

 

 



中３ 女子 

ホストマザーがたくさん話しかけてくれたので嬉しく思いました。KIOSCでは、普段学校でしないよ

うな事を体験できたので楽しかったです。特に、ジャイロスコープを使ったプログラミングが楽し

かったです。学校から帰って少しして夕飯を食べた後、ホストファザーが、私が自転車に慣れるた

めにサイクリングにつれていってくれました。自転車に乗る時の注意点などを教えてもらったので、

明日から気を付けて乗りたいと思います。少しずつですが、この環境に慣れていけたらいいです。

土日以外は日本人の皆に会える（？）ので、なんとかやっていけそうです。明日の文化紹介頑張りま

す。  

 

8月 2日（水）                                             5日目 

中２ 女子 

今日は小学校で日本文化紹介をした。はじめは自信がなく、声も出てなかった。ダンスと歌もみん

なが真剣に見てくれて、だんだん自信がもてた。昔遊びも、みんなすごく楽しそうにしてくれて、

とてもうれしかった。でもすごく疲れた。もう一回小学校で同じことをするので、疲れたけどまた

頑張りたい。ホストファミリーと話をすることができた！！今まで私のことを警戒していた犬が、

そばにきてくれた。だんだんホームステイ先の家の様子にもなれてきた。沢山話して仲良くなりた

いと思う。 

 

中２ 女子 

今日は日本文化紹介でした。書道をしました。外国人の名前を漢字で書くのは、とても大変でした。

書いてあげると、とても喜んでくれました。次の日本文化紹介もがんばりたいです。家に帰るとホ

ストファミリーのいとこが来ました。話しかけてくれるので、うれしかったです。 

 

    中２ 男子 

ホストファミリーのお父さんの誕生日パーティーをした。Friday という店だった。ケーキも出てき

て、フィッシュ＆チップスを食べました。ゲームセンターでは、カードでポイントをゲームでゲッ

トできて、そして景品がもらえます。 

 

中３ 女子 

今日ははじめての日本文化紹介だったので、最初のグループでは踊りも歌もあまり上手くいきませ

んでした。何回かやっているうちに慣れてきたので、次に小学校に行く時は、４人で団結して成功

させたいです。自転車で登下校するのが少し疲れるし寒いのでつらかったです。明日は歩きがいい

と伝えました。家に着いたら、ホストスチューデントとサッカーのゲームをしました。その後、ホ

ストマザーも一緒にピザトーストをつくりました。ホストマザーともたくさん会話ができたのでよ

かったです。 

 

8月 3日（木）                                             6日目 

中２ 女子 

学校でほぼ一日過ごした。お昼休みがとても長くて、みんな自由で少しうらやましかった。３，４

時間目は市長表敬訪問の原稿を書いた。完成するかとても不安だったけれど、しっかりできて良か



った。スクールバディーのキーリーちゃんにお土産を渡したら、すごく喜んでくれてうれしかった。

家ではディズニー映画を見た。英語だったけれど、なんとなく話の内容をつかめた。とても感動し

た！ホストファミリーの女の子（レベッカ）とだいぶ仲良くできるようになった。夜はタコスだった。

Yummmmy! 

 

中２ 女子 

今日の朝、二度寝をしてしまいました。Mom が笑っていました。恥ずかしかったです。明日は二度

寝をしないようにしたいです。学校ではスピーチを書きました。失敗をしないように練習して頑張

りたいです。明日のコアラとペンギンが楽しみです。 

 

 中２ 男子 

華道（生け花）をやっている意味があまり分からなかったけど、こういう所で役立って、やっている

ことは無駄じゃないんだなと思った。スーパーマーケットは日本より全然でかかったです。 

 

中３ 女子 

今日は授業があったので日本から持ってきたおみやげを何人かの友達に渡すことができました。喜

んでくれたので嬉しかったです。数学の授業では新しい英単語を知ることができたのでよかったで

す。市長さんへのスピーチ準備では、順調に準備が進められたので、本番で上手くできるように練

習しておきます。家に帰っておやつにワンタンスープを食べました。オーストラリアに来て食べた

温かい食事の中で一番おいしかったです。自分の家で食べたものの方がおいしかったですが。日本

の食事のおいしさを改めて感じました。明日の遠足（？）はとても楽しみですが、土日は日本人に会

えないのでさみしいです。 

 

8 月 4 日（金）                                             ７日目 

中２ 女子 

今日はフィリップアイランドに行って、コアラやペンギンを見た（カンガルーとワラビーも）。コア

ラは今、とても少なくなっていることを知ったので、「リサイクル」を積極的に行って、コアラを守

りたい。ペンギンパレードはすごく寒かったけれど、ちっちゃーくてかわいーいペンギンにいやさ

れた。すごく楽しかったし、すごく良い経験になった。そして今まで以上に動物が好きになった。

でもすごく疲れた（泣）。ペリカン→キモカワイイ（？！） 

 

中２ 女子 

今日、コアラとペンギンを見ました。コアラはずっと寝ていていいなと思いました。でも寒そうで

した。一度でもいいからだっこをしてみたいです。ペリカンは魚をとるのにけんかしていたところ

がとてもかわいかったです。思っていたペリカンと少し違っていました。ペンギンは小さくてよち

よち歩きがとてもかわいかったです。何匹かこけていたのが少しかわいそうでした。また見に行き

たいです。みんなと別れた後、海からすぐ近くにあるもう一つの家に行きました。海を意識したの

か、水色と青と白の物やヒトデや人魚などがたくさんあってびっくりしました。 

 

 



中３ 女子 

今日はとても楽しかったです。コアラがあんなに活動的なところを見たのははじめてだったので、

おもしろかったです。ペリカンが魚を食べている姿が少し気持ちが悪かったです。スーパーマーケ

ットに行って海外の食べ物の大きさを実感しました。フィッシュ＆チップスも思ったよりもおいし

かったです。バスの中やペンギンを待っている間、皆と話ができてとても楽しかったです。夜も思

っていたよりは寒くなかったです。ペンギンの巣の中がどうなっているか、とても気になりました。 

 

8月 5日（土）                                             8日目 

中２ 女子 

今日は動物園に行った。ワラビーや鳥などにあげるえさを持って入った。最初はコアラを見た。昨

日よりも、まぢかで見ることができた。よく動いていてとてもかわいかった。日本の動物園とは違

って、フンが多く、歩くとすぐフンをふんでしまう。その後、いろんな動物を見た。ところどころ

動物がいないおりがあった。とても気になったけど、いなくて残念だった。次はヘビやトカゲがた

くさんいてびっくりした。最後はカンガルーの森に入った。たくさんいておなかの袋に赤ちゃんが

いる親がたくさんいた。ふかふかしていて、とてもかわいかった。えさをあげると鳥が追いかけて

きた。 

 

    中２ 男子 

ホストのお父さんのチーム（かんとくをしている）の試合を見て、その後サッカーをしました。そし

てホストのバスケの試合を見て、バスケとサッカーで運動づくしだったけど、おもしろかったです。 

 

中３ 女子 

いつもより長く寝られたので良かったです。朝起きて朝食を食べたら、ホストスチューデントと一

緒に散歩に行って少し公園で遊びました。その後、お昼を食べてゆっくりしました。その後買い物

に行きました。大きなモールのような所だったので、色々なお店が入っていて面白かったです。今

度の水曜日に友達と一緒にそこに行くのに連れて行ってくれると言っていたので楽しみです。モー

ルの中に図書館もありました。その後、直接あひるのいる公園に行きました。ホストスチューデン

トが鳥が好きすぎておもしろいです。明日は鳥がいるところに行くそうです。あと、今日は洗濯物

と庭掃除を手伝いました。 

 

8月 6日（日）                                             9日目 

中２ 女子 

今日は公園に行ったり、家で UNO をしたり、ゴロゴロしたりして過ごした。夜はラーメン屋さんに

行って、みそラーメンを食べた。本当は家周辺をウロウロするつもりだったけれど、雨が急に降っ

てきたから、車で近くの公園まで行った。雨もやんでいて、良い天気だった。公園では小学生みた

いに思いっきり遊んだ。かわいい鳥もたくさん見られた！ラーメンもとてもおいしかった。 

 

中２ 女子 

今日はイビーちゃんの友達 2 人を入れて 4 人で大きなショッピングセンターに行った。沢山の人で

あふれていて、びっくりした。化粧品屋さん 4軒、服屋さん 12軒、食べ物屋さん 3軒を 7時間かけ



てまわった。途中でとても足が痛くなった。でもいろんな服を買ったのでうれしかった。友達 2 人

がとてもおもしろい子たちで、とても楽しかった。最後にアイスを食べた。少し変わっていたので、

とてもお客さんが多かった。初めて食べた。とてもおいしかった。今日はいい一日だった。また行

きたいです。 

 

中３ 女子 

朝起きてごはんを食べたら、車で山に連れて行ってくれました。雨が少し降っていたけれど、20 分

間くらいハイキングみたいなことをしました。その後、鳥にえさをあげました。鳥がホストスチュ

ーデントの腕にのっていて、少し怖かったです。鳥好きのホストスチューデントはとても楽しそう

だったのでよかったです。帰りにスーパーによりました。その後は、家でのんびりとして、お風呂に

入ってご飯を食べました。 

 

8月 7日（月）                                            10日目 

中２ 女子 

今日は 2回目の文化紹介だった。2回目だったので、なんとなく順番は分かっていたから、きちんと

できた。次は中学生で、少し難しそうだけど、がんばりたいです。 

 

    中２ 男子 

前回の小学校訪問より、しっかりできていたと思う。次はドラえもんをしっかり覚えてがんばりた

い。市長の訪問をするので忘れないようにしたい。 

 

中３ 女子 

今日の小学校訪問での私の係は習字でした。先週に行った小学校の生徒よりもおとなしい子が多か

った気がしました。なので先週よりは疲れませんでした。習字があまり得意ではないので、うまく

書けないこともありました。けれども、いい経験になったと思います。歌とダンスも前回と比べて、

最初から上手くいったので良かったです。ひまつぶしにたくさん折った折り紙の手裏剣も気に入っ

てくれると嬉しいです。 

 

8月 8日（火）                                            11日目 

中２ 女子 

バスで Mornington 半島に行って色々なことをした。バスから見える景色は、日本には無いものばか

りでとても新鮮だった。ショッピングもとても楽しかった。本当はビーチに行く予定だったけれど

雨が降っていたので、カフェでのんびりした。ホットチョコレートを飲んだ。すごくおいしかった

ので、家でもまた飲んだ！Mornington 半島は自然も沢山あるのに、人が住みやすそうで、とても良

い所だった。 

    

 中２ 男子 

景色がすごくきれいで、海もきれいだった。たくさん家があったので、そこに住みたくなる気持ち

が分かりました。 

 



中３ 女子 

今日は半島に行きました。高い場所から見た景色はとてもきれいでした。途中で降りて食べたポテ

トケーキも、とてもおいしかったです。通りで食べたアイスクリームが、日本にあるようなものよ

り高いと思いました。お昼ごはんに食べたスイートチリヌードルはおいしかったですが、味が濃い

し量が多かったです。雨でビーチには行けませんでしたが、ジェシカ先生が買ってくださったホッ

トチョコレートはおいしかったです。ジェシカ先生にはたくさんお世話になっているので、感謝し

たいです。家に帰ってから友達と一緒にパイをつくりました。ブルーベリーをたくさん入れたもの

がとてもおいしかったです。今日は食べすぎました。日記の内容の８割くらいが食べ物ですいませ

ん。明日の市長さんへのスピーチ頑張ります。尺八がふけるかとても心配です。 

 

8 月９日（水）                                            12日目 

中２ 女子 

今日は市長表敬訪問で、書道の紹介をした。スピーチをする所の台がななめで、字を書けるか心配

だったけれど、慎重に書いて、市長さんに喜んでいただけてとても嬉しかった。更に、みんなの発

表を聞いて、みんなの特技を詳しく知ることもできて、すごく良い経験になった。一番不安だった

ものが終わって、少しホッとした気持ちもある。 

 

    中２ 男子 

自分のスピーチはきんちょうしてしまって、あまり上手くできなかったけど、日本の文化を教える

ことができてよかった。午後に P.E.の授業で久しぶりに自転車に乗りました。 

 

中３ 女子 

今日は市長訪問でした。朝から尺八が吹けるかどうか不安でした。私はもっとお客さんが多いと思

っていたので、思っていたよりも緊張しませんでした。スピーチでの反省点は多くありますが、そ

こまで失敗しなかったので良かったです。尺八も最初は緊張して音が出ませんでしたが、最終的に

は吹けた（かな？）ので安心しました。他の 4人（よしみちゃん含む）も上手くいって、市長さんを

少しでも喜ばせられ、日本の文化を紹介できていたら嬉しいです。スピーチなどが一通り終わった

後のモーニングティーの時に市長さんに英語をほめていただいたのも嬉しかったです。明日のフェ

アヒルズ高校での文化紹介もこの調子で頑張ります。 

 

8月 10日（木）                                           13日目 

中２ 女子 

今日はフェアヒルズハイスクールで、日本文化紹介をした。ドラえもんの曲の歌詞をはじめは全く

知らなかった上に、サビ以外のメロディーも殆ど知らなかったので、歌えるか不安だったけれど、

家で何度も歌って、本番も楽しく歌うことができて良かった。ダンスも始まる前は「恥ずかしい」と

いう気持ちがあったけれど、踊り始めてしまえば、みんな真剣に見てくれているし、「恥ずかしい」

気持ちはどこかに行ってしまい、堂々と踊れた。ここでやるべきことがもう終わった思うと、少し

寂しい気持ちが出てくる。残り少ない日を大切に、思いっきり楽しみたい！（一時間目が終わった

後、多くの生徒が「ありがとう」と言ってくれた） 

 



    中２ 男子 

ダンスは恥ずかしかったけど、乗り越えたんで、あと少しがんばりたいです。音楽の授業でギター

をやりました。難しかったです。 

 

中３ 女子 

今日は最後の日本文化紹介でした。昨日の市長訪問よりお客さんの人数が多かったので、緊張しま

した。最初のドラえもんの歌では、まあまあ上手くギターがひけたのでよかったです。恋ダンスも

最後までやりきることができました。浴衣で踊るのがもっと大変だと思っていましたが、案外動け

ました。尺八は全く吹けませんでした。まあよしとします。うたとなつのダンスが、堂々としてい

てかっこよかったです。おりがみのつるを教えるのが少し大変でしたが、最終的には皆折ることが

できて嬉しかったです。教えた後に「ありがとう」と言ってくれました。2時間目からの授業では、

先生のおっしゃっていたことがだいたい理解できてうれしかったです。明日のメルボルンが楽しみ

です。 

 

8月 11日（金）                                           14日目 

中２ 女子 

今日はビクトリアマーケットでたくさんお土産を買った。自分が想像していたビクトリアマーケッ

トは屋内で、きれいな大きいお店だった。でも全然違ってびっくりした。屋外でうす暗くて小さい

お店が密集している所だった（大きいのはあたってた）。「こんなところにお土産があるのか？」と少

し不安になったけれど、ぶらぶらしていると変わった物もふくめて、おもしろくて良いものが沢山

あった。どれも安かった。日本人のお店があって、安心した。 

 

中２ 女子 

今日はビクトリアマーケットに行った。お土産を買った。思っていたマーケットと少し違っていた。

でも買い物は好きだからとても楽しかった。帰った後、イビーちゃんの姉が来ました。とても優し

かったです。 

中３ 女子 

今日はメルボルン市内に行きました。ヴィクトリアマーケットが予想とはかなり違いました。もう

少し活気のある雰囲気かと思っていたのですが、あやしい雰囲気が漂っていました。食品が売って

いる屋内の所は面白かったです。お昼ご飯に食べたチキンと野菜が入ったラップは、ホストファミ

リーの家の食事では鶏肉がでてこないという理由から美味しく感じました。少し罪悪感がありまし

たが…。その後にジェシカ先生が買ってくださったドーナツが、とても美味しかったです。砂糖の

量が異様に多かったですが。帰りの電車の中で、なつとうたと一緒に話すのがとても楽しかったで

す。 

 

8月 12日（土）                                           15日目 

中２ 女子 

今日も先週と同じようにゴロゴロした。UNO や宿題をしてゆっくり過ごした。夜ごはんは、チキン、

ポテト、野菜で、すごくおいしかった。とにかく今日はよく体を休められた 1 日だった。明日は動

物園に行くらしいので、ホストファミリーと一日過ごせる最後のチャンス（？）を思いっきり楽しみ



たい。 

 

中２ 女子 

今日は汽車に乗った。地域の人々が手を振ってくれたりしてとても楽しかった。自然に囲まれてい

て、気持ち良かった。 

 

中３ 女子 

今日は土曜日なので、とてもゆっくり寝ることができました。朝ご飯にトーストを食べて、少しし

てからホストスチューデントとホストシスターと一緒にショッピングセンターに行きました。そこ

でお昼ご飯にライスワークというお店で野菜うどんを食べました。他の２人は牛丼や牛うどんを食

べていました。美味しかったです。友達へのお土産も買うことができたので良かったです。30 分程

歩いて行ったので良い運動になりました。天気がだんだん悪くなってきて、帰りに少し雨に降られ

ましたが、それも良い思い出となりました。 

 

8月 13日（日）                                           16日目 

中２ 女子 

今日はイビーちゃんのいとこと一緒に、動物園へ行きました。最初は動物のバスに乗って動物を見

ました。カバやキリンやシマウマなどを見てまわりました。とてもかわいかったです。バスを降り

た後はミーヤキャットやトラやサル、カンガルーなどを歩いて見てまわりました。ミーヤキャット

が一番かわいかったです。今日はとても楽しかったです。 

 

    中２ 男子 

今日僕は自転車でお使いに行きました。その後、メルボルンで１つだけの山に行きました。メルボ

ルンにはその山しかないそうです。長くないけど急で疲れました。１つしかないので、人が沢山い

ました。最近、体が鈍ってしょうがないので、いい運動ができたと思います。その後、みんなで

dinner を食べました。今まではチョップスティックを出してもらって使っていたけど、フォークと

ナイフで食べました。上手ではなかったけど、必要になるかもしれないので頑張ります。マリオカ

ート、マリオパーティーをやりました。面白かったです。初めてボーリングに連れて行ってもらい

ました。初めてなので、ガーターしないように柵がついてるのだったけど、１回目でスペアが出せ

て面白かったです。 

＜日本との違い＞ 

・家に靴で入る     ・ほとんどの家にバスケットゴールがある 

・平地が多い（山は一つしかないらしい） 

・授業でパソコンを使う 

・ギターや、自転車で校外へ出たり、実技がおもしろい 

・自転車に乗る人はほとんどヘルメットをしっかりする 

・車に乗ると、後ろの席の人もシートベルトをする 

・ほとんどの人がタトゥー  

冬なので、少し湯船につかりたいと思った www 

 



中３ 女子 

今日は今までに撮った写真を印刷しに行きました。そのお店でスクラップブックも買いました。私

が日本に帰るまでに、アルバムを作ってくれるそうです。楽しみです。帰ってお昼ご飯を食べた後、

散歩に行きました。散歩から帰ってきた後にサッカーゲームをして、その後にはバドミントンをし

ました。バドミントンがとても楽しかったです。帰る準備も殆ど終わったので安心です。今週末は、

ホストスチューデントとたくさん話すことができて、楽しかったです。残りの数日をめいっぱい楽

しみたいです。 

 

8月 14日（月）                                           17日目 

中２ 女子 

今日は最後の学校体験だった。でも、いつもと変わりなく、「最後」という実感がわかなかった。7

年生の生徒たちともだいぶなじんできたところなのに、今日で最後だったと思うと、本当にあっと

いう間だった。夜はお好み焼きを作った。ホストマザーが魚の成分のアレルギーで、だしの素がム

リだったから、ホストマザーの分だけ作り直した。本当に大変だったし、自分の分まで作り終えた

のが 9時前？8時半？くらいで、すごくつかれた。でもみんな本当に喜んでくれて、「作ってよかっ

た」と思った。 

 

    中２ K.K. 

オーストラリアは楽しかったけど、最後の最後にかぜをひいてしまって残念です。日本では気候の

変化が、オーストラリアと比べてあったりするので、ひどくならないようにしたいです。 

 

中３ 女子 

今日は家庭科の授業がとても楽しかったです。オーストラリアで有名なアンザッククッキーを作り

ました。ホストスチューデントと友達と私の 3 人で協力しておいしく作ることができました。ここ

3，4 日くらいでホストスチューデントとすごく仲良くなって、たくさん話ができて楽しいです。せ

っかく仲良くなったのに明日帰るのはさみしいし、もったいないです。LINE のアカウントを作って

もらって交換したので、連絡をとり続けていけたらいいです。家に帰って「千と千尋の神隠し」をお

かしを食べながら見ました。ホストシスターの 2 人と一緒に少し散歩にも行きました。最後は楽し

く終われそうで、本当によかったです。 

 

8月 15日（火）                                           18日目 

中２ 女子 

今日お別れしました。みんなとても優しくしてくれていたので、少しさみしかったです。とてもい

い経験になりました。とても楽しかったです。 

 

 

 

 

 

 



  感想文 

 

「オーストラリアでの体験を通して」                                   中２ 女子 

今回の夏休み海外研修交流事業を通して、私は自ら自分の成長を感じることが出来ました。 

私がこの研修へ参加しようと思ったきっかけは、海外が好きなのはもちろん、去年の冬に、オース

トラリアから来た学生さんのホームステイの受け入れでした。ホームステイの受け入れをしたこと

で初めて、今まで学んできた英語を沢山使うことが出来ました。通じないことだらけではありました

が、そのことをきっかけに、「もっと英語を学びたい」「外国人の方々ともっと話がしたい」と思うこ

とが出来ました。そして、今回の研修に参加することに決めました。 

初日は、一緒に行く子がどんな子だろう、気があわなかったらどうしよう、と、ワクワクする反面、

不安も沢山ありました。しかし、みんな最初から笑顔で接してくれて、「このメンバーとならこの１

９日間、一緒に頑張れそう」と、自信がわいてきました。全員が中学生だったこともあり、楽しく話

が出来ました。 

オーストラリアでの体験で最も私の心に残っているのは、ホストファミリーと過ごした時間です。

ホストファミリーのみなさんは、不安でいっぱいだった私に笑顔で接して下さいました。しかし、会

ったその日、それからしばらくは家の環境になじむことが出来ず、出発前は「絶対ホームシックには

ならないよ！」と言い張っていたにも関わらず、思わず泣いてしまいました。英語も、中学卒業レベ

ルの言葉しか分からなかった私は、全くと言って良いほど聞き取ることが出来ませんでしたし、自分

から話しかけるなんて言うのはもっての他でした。そこで私は日記帳にその気持ちを書きました。す

ると私のリーダーさんは、「言葉じゃないよ、心だよ」というコメントを下さいました。その一言で

私は本当に救われたと同時に、心から「頑張るぞ」と思い直すことが出来ました。そこから私は、よ

く言われる言葉を調べて覚え、少しずつ聞き取りができるようになっていき、自信をもっていきまし

た。リーダーさんには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ホストファミリーの皆さんと別れるとき

は来た時とは違い、「まだ別れたくない」と強く思いました。そこで私は最も自分の成長を感じまし

た。 

オーストラリアでは他にも素晴らしい体験を沢山させていただきました。こんなにも素敵な経験を

私にさせてくれた両親や、この事業に携わって下さった皆様に感謝の気持ちを忘れず、これから更に

様々な事に挑戦し、少しでも多く成長していきたいです。本当にありがとうございました。 

 

中２ 女子 

私にとって、この「オーストラリア・スクール体験」は初めての海外となりました。私は飛行機

にあまり乗ったこともなく不安が沢山ありました。でも待っていた仲間たちが、とても優しくして

くれました。そのおかげで、オーストラリアに行くまでにみんなと仲良くなることができ、不安や

心配な気持ちもいつの間にかなくなっていました。 

私のホストファミリーは、私と同じで動物がとても大好きでした。だから、家にはたくさんの動

物たちがいて家に帰ると毎日、私を出迎えてくれます。寝る時はいつも、猫と一緒でした。私はた

くさんの動物たちと過ごすことは初めてだったので、とても楽しかったです。また、動物園や窓か

ら足を出して乗れる汽車に乗せてくれたりといろいろな所に連れて行ってくれました。 

約二週間をずっと英語で過ごすことは初めてで、とても大変なことでした。言いたいことや、気

持ちをなかなか伝えられませんでした。それでもホストファミリーやクラスメート、地域の人たち



が優しく受けとめてくれました。私が聞きとれるスピードで話しかけてくれたり、お腹はすいてい

ないか、どこか行きたい所はないかなどとても気遣ってくれました。そこまでしなくてもいいのに

というくらいのこともありました。でもそのくらい、みんなは私のことを大切に思ってくれていた

のだと改めて感じました。 

ホストファミリーには感謝の気持ちでいっぱいです。滞在中は日本の私の家に写真をメールで送

ってくれました。最初はこちらからのメールは上手く送れなかったのですが、今は送れるようにな

ったので、これから時々連絡を取り合って、私の日本での様子などを知らせたいです。このように

交流できるのも、この体験に参加することができたからです。ホストファミリーは私の第二の家族

です。 

私は今回の体験でたくさんのことを学びました。学校の生徒たちはみんなとても積極的でフレン

ドリーで何事にも挑戦し、恥ずかしがらないという子ばかりでした。私とは正反対でした。私も負

けないように彼女たちを見習い、積極的に行動することで、もっともっと自分を磨いていきたいと

思います。もちろん英語もしっかりと勉強したいです。 

私にとってこの体験は、人生の中で一番、貴重な体験になりました。 

 

「オーストラリアの感想」                                           中２ 男子 

僕が、オーストラリアで体験したことを紹介します。まず成田空港からキャセイパシィフィック

という会社の飛行機で香港へ行きました。そして、恋ダンスなどの練習をしました。小学校や高校

で発表するためです。そしてオーストラリアはメルボルン空港に到着しました。フェアヒルズ高校

のジェシカ先生がむかえにきてくれて、ついた日から、学校へおじゃましました。そして、きんち

ょうしていました。どんな人がとめてくれるんだろうと。僕は不安でした。でもすごくやさしい人

たちで、ハングリージャックスや、メルボルンの町、ボウリング、山などいろいろな所に連れてい

ってくれました。ペンギンもコアラもかわいくて、フィッシュ＆チップスもおいしかったです。機

会があったらまた行きたいです。 

 

中３ 女子 

 今回のオーストラリ・アスクール体験&ホームステイは私にとって、初めてのホームステイ、初め

てのオーストラリアでした。今まで日本にいて、幼稚園からエスカレーターで中学まで上がったた

め交友関係や自分の知っている世界がとても狭かったです。しかしオーストラリアで過ごした 18日

間でそれが少しでも広がった気がします。 

 まず始めに、学校以外での友達ができたことです。日本の各地から来た人と仲良くなることができ

ました。1日目ホテルで会い、これからの 2週間に向けての準備をしているうちに気兼ねなく話せ

るようになりました。オーストラリアについてからも、遠足などでたくさん話して楽しく過ごすこ

とができました。また、ずっと私たちの世話をしてくださったリーダーの淑美さんとも友達のよう

に仲良くなることができました。最初の数日は慣れない環境の中で悩むこともありましたが、みん

なと会って話すだけで気が楽になることも多々ありました。本当に感謝したいです。みんなで過ご

せたことを、とても嬉しく思います。せっかく仲良くなったのでこれからも連絡を取り合い、住む

所は離れていても、また皆で一緒に集まれる日が来るといいです。オーストラリア人の友達は少な

いですが、何人かできました。ホストスチューデントで毎日一緒に過ごしてくれたレジーナはいつ

も笑顔で優しくしてくれました。始めの 1週間はまだ少し壁があった気がしましたが、日が経つに



つれて仲良くなってきて、最後の週末はとても楽しくいい思い出となりました。LINEを交換したの

で、ほぼ毎日、今でも連絡をとっています。 

 オーストラリアで 2週間程過ごして、様々な人がいることを知りました。オーストラリアは多民族

国家というのは聞いていましたが、思った以上にそうでした。ホストファミリーが連れて行ってく

れた様々な場所では、様々な国の人がいました。近所に住んでいる人もイタリアやドイツ、中国な

どからきた人がいました。オーストラリアにもともと住んでいた人たちが、移住してきた人を温か

い心で迎え入れている様子が伝わってきました。私はまだいろんな偏見なようなものを持ってい

て、「どこどこの国の人は悪い人が多い」みたいなイメージが抜けません。オーストラリアの人の

ようにどんな人でも受け入れられるような人になりたいです。 

 オーストラリアで過ごした 2週間で学んだこと、体験したことを、大人になってからも忘れないで

おきたいです。現地や日本でもお世話になった皆さんに感謝します。 


