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両校の絆と、私たちが学ぶもの

教頭 鶴巻 一郎
平成 20 年度のメルボルン高校への派遣事業は、大きな成果をあげて無事終了することができ
ました。これも、保護者の皆様の御理解・御協力や、引率の先生を始めとした多くの先生方の御尽
力のお陰です。 メルボルン高校の先生方や生徒諸君も大変親切で、常にホスピタリティをもって
私たちに接してくれました。 こうしたすべての皆様に、改めて感謝申し上げます。
さて御案内のとおり、メルボルン高校と本校の交流は、今から約 10 年前の 1999 年にさか
のぼります。 春日部高校創立 100 周年の年に、両校は兄弟校としての提携を行いました。 それ
を記念して作られたプレートが、両校にあります。本校の玄関で御覧になった方もいるでしょう。
それ以降、隔年の相互訪問を中心とした交流を実施してきましたが、メルボルン高校への本校から
の訪問は、今回で６回目となりました。 歓迎式典で私も挨拶をしましたが、その中で、両校の絆
をさらに強いものにして行きましょうという話とともに、次のような話をしました。 古い格言に
「井戸の水を飲む時には、必ずその井戸を掘った人のことを思い出しなさい」というものがありま
すが、私たちもこの交流事業の出発点や先人たちの努力をけっして忘れないようにしましょうとい
う話です。 同時通訳によってですが、言葉の真意は伝わったようです。
今回の訪問でも、授業や集会等の学校での活動、学校外での体験活動、そしてホームステイ等
の様々な経験の中で、参加した生徒一人ひとりが多くのことを学んだと思います。 オーストラリ
アの自然の豊かさとともに、自然を大切にするオーストラリアの人々の姿勢も印象的でした。ヒー
ルズビル・サンクチュアリでは、オーストラリア固有の多くの動物に出会いました。 また、メル
ボルンで生活している人々との触れ合いの中で、オーストラリアがいかに多くの国から来た人々に
よって作られているかも実感できたと思います。 様々な国からやっ
て来た人々が、それぞれ自分のバックボーンは大切にしながら、オ
ーストラリアという新しいステージで力を発揮しています。 そして、
オーストラリアならではのスポーツや文化もあります。 多くの生徒
が興味を持ったオーストラリアン・フットボールはその代表です。
外国に滞在し、日本との違いを感じることや、その国ならでは
のものを知ることは大切なことであり、国際交流の第一歩だと言え
るでしょう。 しかしもう一歩進んで、国や言葉は違っても、同じ時
代を生きる高校生同士として、共有するものを感じることも大切な
ことです。 メルボルン高校で何を学ぶのか、どんな志を持って学ん
でいるのか。 こういう話題まではなかなか行き着かなかったかもしれませんが、この答えの一端
はメルボルン高校の校歌「HONOUR THE WORK（誇りを持って学業に取り組みなさい）
」に表
現されています。 歓迎式典で校歌を歌っているメルボルン高校の生徒の顔は生き生きとしていま
した。 むろん、春日部高校の生徒が校歌を歌う姿もすばらしいものでした。
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この交流の先に

第 6 回派遣団引率 宮内 譲志
１ はじめに
平成 20 年 7 月 24 日から 8 月 3 日までの 11 日間、
姉妹校であるオーストラリアのメルボル
ン高校を訪問してきました。 幸い天候にも恵まれ、有意義な研修を行う事ができました。 メルボル
ン高校の先生方、ホストファミリーの方々、本校国際交流委員の先生方、そして多くの教職員の方々
にお世話になりました。 心から感謝を申し上げたいと思います。
２ メルボルン高校
旅行中、何人かのメルボルン在住の知人に会う機会がありました。 どこにいってもメルボルン
高校の名を知らぬものはいません。 友人の友人に紹介されるときも、メルボルン高校の姉妹校の先
生で、今メルボルン高校を訪問中だと紹介をされました。 オーストラリアでは、中高一貫 6 年生が
一般的で、生徒たちは地元の学校に通うのが普通です。 その中で、入学試験を課している公立学校
は、メルボルン市内には、男子校、女子校が一校づつあるだけで、オースﾄラリア全土で 10 数校程
度しかないと聞けば、その知名度と名門たる理由もわかってもらえるはずでしょう。 メルボルン高
校生は、礼儀正しく、エリートとして自覚を持った素晴らしい生徒たちばかりで、春高生も大いに刺
激を受けたのではと思いました。 また、基本的に異動のない教職員の先生方も、この伝統校にふさ
わしい熱意と見識の持ち主ばかりで、私自身も多いに勉強になりました。
滞在中、シニア・アセンブリ（朝礼のような集会で毎週月曜にゲストを呼んで行われる。
）で紹
介され、日本の歌、校歌を披露し、拍手喝采を受けました。 この集会では、先生方は、皆ガウンを
きて、壇上に並びます。 生徒達は一番緊張した瞬間だったはずです。 ここでもメルボルン高校の歴
史と伝統を強く感じました。
３ ホームステイ
私自身は、イギリス、カナダ、アメリカ、ニュージーランドに続き、これが 5 つめの国でのホ
ームステイとなりました。 色々な国を旅行し、または短期間ではあるが生活してみて、ホームステ
イほどその国を知るためによい方法はないと断言できます。 人に触れ、家族に触れるとき、観光旅
行では経験する事のない何かを獲得する事ができるのです。 どの生徒に聞いても、ホームステイ、
ホストスチューデントと過ごした時間が一番楽しかったという答えが返ってきました。 言葉による
コミュニケーションがうまくとれない中で、衣食住を共にするときに一番大切なのは、お互いを思い
やる心です。 私は、このメルボルンでの 2 週間の経験を通して、皆が確かにこの事実を感じ取って
くれたと確信しています。 しかし、一方で、コミュニケーションを支えていくもう一つの柱は、言
葉であることも否定できません。 語学力があれば、もっと多くの情報を手に入れ、深いところで共
感できたかもしれません。 この経験を生かして、このとき伝えられなかった事を、伝えられるよう
になろう、理解できなったことを、聞き取れるようになろうと奮起してくれれば、英語を教える立場
の私としては、これほどうれしいことはありません。
４ オーストラリア
オーストラリアは、移民の国です。 特にメルボルンは、その中でも、あらゆる国からの移民を
受け入れ人種のるつぼとなっています。 街を歩けば、その多様性には驚くばかりです。 メルボルン
高校の中にも、家庭では、英語以外の言葉を使って、親と会話している生徒がいると聞いています。
私の知人のオーストラリア人は、幼い頃に、ギリシアからメルボルンに移り住み、中学生くらいから
英語のできない両親のために、役所に出かけたりしたそうです。 日本で 2 年間仕事をして、今は日
本人の奥さんとメルボルンで暮らしています。 今まで、日本のような国に暮らす私たちは、言葉も
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違う、
文化的背景も違う人たちと共存していく必要に迫られてはきませんでした。アメリカにしろ、
イギリスにしろ、フランスにしろ、先進国と呼ばれる国は、その殆どが多民族国家なのです。
５ この交流の先に
今後 20 年で世界は確実に変わります。 例えば、2020 年には日本の人口は今より少し減るは
ずですが、1 億人というざっくりとした規模には変わりがないはずです。 正確ではないですが、日
本の人口の3 割弱ぐらいが65 歳以上になるはずでしょう。一方で、
世界の人口はもっと増えます。
おそらく 75 億人ぐらいになって、アジアがその 6 割、イスラムの人口が 20 年後には 3 割ぐらい
になるという予測があります。 そういう中で日本はどういう国になりたいのか、そして働き盛りを
迎える君たちが何をすべきなのかを考えなければなりません。今年は北京オリンピックの年ですが 、
例えば中国は激しい内乱でも起こって現体制が揺るがない限り、その GDP（国内総生産）は急速に
伸びて 20 年後には日本を軽く超え、その 10 年か 20 年後には、今度はインドが日本を超えてい
くはずです。 メルボルン高校の先生がオーストラリアは、地下資源にも、新しい人材にも恵まれて
いるラッキーな国だと言っていました。 多くを持たない国日本で、なおかつリーダーとして期待さ
れる春高生には、今まで育ってきた価値観とはまるっきり違う尺度で、物事を考え行動する事が求め
られはずです。 今回の旅で私は、派遣団のメンバーには、自分で考え、行動することを期待しまし
た。 初めての経験ばかりで結果はお世辞にも良かったとは言えませんが、それぞれがこれからの自
分を考えるきっかけはつかんでくれたと確信しています。
６ 終わりに
ディズニーランドの創始者ウォルトー・ディズニーの言葉に“IF YOU CAN DREAM, YOU CAN DO
IT.” という言葉があります。 願えば、努力すれば何でもできる、かなえることができるのです。 春
高生にもメルボルン高校生のように高い志を持って努力してくれることを期待します。 最後に、こ
のプログラムの成果が来年以降に引き継がれ、
より多くの生徒がこのような機会に参加できることを
願い、報告とさせていただきます。
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メルボルン高校訪問

第 6 回派遣団引率 小島真理
7 月 25 日。 「ただいま、メルボルンの気温は摂氏
３度でございます。
」 この機内放送で、生徒たちの目が本
当に覚めた。 ずっと機内で半袖だったＮ君も、驚きの表
情を隠せない。 南半球の真冬の国、オーストラリアに到
着したのだ。
この日のために、今までいろいろ勉強してきた春高生
二十一名。 先ずは、英会話が試される。入国審査、バゲ
ージクレーム、検疫。 すべて難なく通過、よかったよか
った。
空港を出ると私たちを笑顔で出迎えてくださる方々。
メルボルン高校の藤野先生とケンプ先生である。 このお二人こそ、今回の私たちの訪問に心を尽く
して準備をしてくださった方々なのだ。熱い握手を交わし、
感謝の言葉を述べ、今日の予定を確認した後、私たちはバス
でメルボルン郊外へ。 ガイドは、お母様が神戸の中華学校
で国語の教師をなさっているという国際派のお嬢さん、
呉倖
香さん。 この呉さんより、私たちも知らなかったメルボル
ンと春高との関係を知らされる。 それは偉大な春高 OB(昭
和 25 年卒)の存在であった。 1956 年メルボルンオリン
ピックに出場した日本代表サッカー選手、高林隆氏は、春高
生だったのだ。
メルボルンでの第一日は、ワーロック牧場から。 機
内で一夜を明かし、少々疲れた春高生を待っていてくれた
のは、マイトシップ精神旺盛なダニーおじさん。 オース
トラリアの開拓時代を彷彿とさせるような、空き缶で淹れ
たユーカリのお茶「ビリーティー」と焚き火で作る「ダン
パー（マフィンのようなもの）
」の豪快で飾らぬもてなし
に、春高生の心も和む。
ワーロック牧場は、少人数での様々な体験学習が可能
な牧場である。 牛の乳搾りでは、自分で搾ったミルクの
甘さと温かさに驚き、羊の毛刈りでも、羊毛に付着する脂
肪質の分泌物（ラノリン）の触感まで体験させてくれる。 牧場内の移動は、固めた藁のクッション
に座り、荷台に乗ってである。 牧羊犬による羊の囲い込
みも見事であった。
以前、ニュージーランドで、ショーのような毛刈りや
牧羊犬の芸を見せる視覚的な観光が中心の牧場に生徒を
引率したことがある。 しかし、ワーロック牧場は、質素
で素朴な農場の生活感にあふれ、生きた体験ができる、な
かなか味のある牧場であった。
その後、バスは市内へ。 メルボルンは、ヴィクトリ
ア時代などの古い歴史的な建物が多く、自然が豊かな美し
い町である。 公園も多く、ガーデンシティと呼ばれる所
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以である。 だが、一歩路地に入ると、落書きがとても多いのが気になる。 この落書き、ひとつの「芸
術」という見方もあるようだが、私にはやはり暴力にしか感じられない。
さて、目的地の博物館へ。 幅広い展示物が魅力のメ
ルボルン博物館。とても全体を廻ることは不可能なので、
生徒はテーマを絞って見学。 ここで是非見てほしいのが
メルボルンの歴史のコーナー。 後でもう一度、ホストフ
ァミリーと共にやって来た生徒もいたようだ。私も後日、
この歴史コーナーで、メルボルン高校のＫ先生を質問攻め
にしたが、聞けば聞くほど色々なことを教えてくださった。
この十日間、生徒も様々な場で、電子辞書を片手に質問し
ていた。 みな、とても親切に教えてくれる。 本当にマイ
トシップの国オーストラリアである。
午後４時、
いよいよメルボルン高校へ。対面式では、
緊張の面持ちの生徒達。 でも、それぞれがホスト・スチ
ューデントと向き合うと、
笑みがこぼれ、
握手を求め合い、
肩を抱き合う。 「メルボルンでの生活が、いよいよ始ま
るのだ。
」
という明るい期待感が感じられる。笑顔は、
「日
常性からの解放」をも語っているようだ。 さあ、明日か
らの二日間は、ホストファミリーと過ごすオーストラリア
の休日。 行ってらっしゃい。 頑張ってコミュニケーショ
ンをして、いっぱい楽しんで来てね。 そんな気持ちで生
徒を送り出す。
28 日。 生徒はホスト・スチューデントとアラン・ミドルトンルームに登校。 応接室を大きく
したような立派な部屋である。 メルボルン高校の校舎は歴史的建造物のようで、生徒曰く、
「ハリー
ポッターの世界」
、室内はコローの風景画が似合いそうな雰囲気だ。 ドアから屋外に出ると、メルボ
ルンの美しい町が広く見渡せる。
1 限は、ホスト・スチューデントと一緒に各クラスで
授業。 その後は歓迎式典のリハーサルが行われるホール
へ。 春高のセンテニアルホールとは違って、クラシック
な趣のあるホールに感激する春高生たち。
「僕のお父さんは日本人です。
」 今日の通訳をしてく
れる日系人のニック・ヒルマ君が挨拶に来てくれた。 と
ても美しい日本語を話す。 メルボルン高校は、様々な民
族の移民の子弟で構成されている公立の学校である。 そ
れぞれの歴史と多様な文化を持った生徒達が集い、互いの
文化に誇りを持って勉学、スポーツ、芸術に切磋琢磨している。 自身もイギリス系移民の子弟であ
るメルボルン高校の K 先生は、自国を資源の豊かなラッキーカントリーと言う。 だが、このように
多種多様な民族を受け入れ、共存の道を歩むオーストラリ
アという国の懐の深さには、心打たれる。
歓迎式典は、メルボルン高校の校歌 ”Honour the
work” と副校長スマイス先生の感動的なウェルカムス
ピーチから始まった。 そしてメルボルン高校ストリング
スの素晴らしい演奏。 ピアソラのような曲調の甘美な調
べである。 メルボルン高校の音楽の教師は 5 名以上、そ
の他に個人レッスンのための講師が何人もいると聞く。
芸術に対するこの学校の志の高さがわかる。
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そして、我らが春高生。この日のために何度も練習してきた「さくら」
、そして校歌「大河滔々」
。
二年生中村君の、英語による曲の紹介と説明も元気よくホ
ールに響く。 新応援団長近藤君直伝のエールが、吉澤君
によって披露されるとホール内が感動の拍手に沸いた。
このエールは吉澤君が大変な練習を重ねて実現したもの
で、思わず目頭が熱くなる。 準備してきたすべてのプレ
ゼンテーションが終わり、緊張の糸がほどけて、生徒も私
もほっとした。
29 日。 この日は校外学習。 パッフィング・ビリー
と、ヒールズビルサンクチュアリの二つが予定に入ってい
る。 ベルグレイブ駅に向かうまでの電車の中の光景。 み
んな楽しそうにしているが、
熱心に読書するメルボルン高校生のホストの姿も。
何を読んでいるのか、
見せてもらう。 なんとヘーゲルの哲学書。 しかも、左ペ
ージは英語、右ページは中国語で書かれている。 どちら
で読んでいるのと尋ねると
「両方」
という答が返ってきた。
どうする春高生、君たちは何を読む？
さて、
「パッフィング・ビリーとは何ぞや。
」という謎
が、ついに明かされた。 オーストラリアの大自然のなか
を走る蒸気機関車だったのだ。みな楽しそうに乗り込み、
童心に返って車窓の風景を楽しむ。 ほとんどは森の中を
走るのだが、遠くに海も見えてくる。 オーストラリアな
らではの素晴らしい景色である。
ヒールズビルサンクチュアリでは、オーストラリアの様々な動物について、レンジャーの方から
説明を受けたり、実物を見学することができた。 普段は滅多に見られない夜行性の哺乳類カモノハ
シや、絶滅危惧種のタスマニアンデビルなども見られる。 また、イーグルディスプレイという、鷹
やふくろうが会場の中を人間の頭すれすれに飛んでくるショーもあった。 まさに、ハリーポッター
の可愛いふくろう「ヘドウィグ」だ。
このショーの後、ポロシャツに短パンという軽装のお
じさんが出てきて、アボリジニの楽器ディジェリドゥーの
演奏とブーメランを披露。 上手なものだと感心する。し
かし、帰宅して驚いた。 ホストのＫ先生の家にたまたま
届けられていた雑誌に、この男性の特集が見開き４ページ
に組まれているのだ。 しかも、立派な毛皮をまとい、ア
ボリジニの正装らしき出で立ちで、長年使い込まれた太く
て立派なブーメランを卍に構えて持っている。 先ほど数
時間前に、ヒールズビルサンクチュアリで見た彼とは、ま
るで別人のようだ。 “BOOMERANG DIPLOMACY” とタイトルにあり、サブタイトルに “The
Major Player” とある。 立派な人だったのだ。
今回はオーストラリアの先住民族アボリジニにつて
事前に学習する機会は無かったが、機会があったら春高生
諸君に是非観てほしい映画がある。「裸足の二千マイル」
、
もちろんオーストラリア映画である。 これを観ると、ア
ボリジニの歴史について勉強したいという気持ちが生ま
れる。原住民の歴史も、
オーストラリアの歴史である。そ
して歴史とは、輝かしい偉大な歴史ばかりではなく、時に
は悲しくつらい歴史もあるのだ。 タスマニアのアボリジ
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ニのように。
30 日。 今日はメルボルン高校で過ごす一日。 生徒
は、ホスト・スチューデントと同じ授業を受ける。 40
分程度の授業が、7 時間。今日はメルボルン高校の校内を
隅から隅まで見て回る。塔の最上階から図書館、
音楽室、
各教室から、食堂、トレーニングルーム、室内プール。 教
師がいなくても、意欲的に勉学に励む姿が各部屋のあちら
こちらで見られる。日本語の授業にも出させていただく。
先ずは、K 先生のクラス。 見渡すと、ほとんどどの生徒
がアジア系。 日本語を選択するのは、アジア系の生徒が多いらしい。 私への質問が宿題だったらし
く、生徒から次から次と質問される。 最年少のクラスらしく、春高生よりは幼い感じがしたが、み
なとても明るい。 次は F 先生の授業。 先ほどのクラス
より、
少しレベルが高いらしい。先生が私たちのために、
生徒の母国について質問してくださった。 ロシア系がた
だひとりで、アジア系は、ベトナム、マレーシア、インド、
中国と様々である。 しかも同じ中国系でも、北京語を話
す生徒と広東語を話す生徒とさらに分かれる。 他にも、
ケニアなどのアフリカ系など、多種多様な民族から構成さ
れていた。 このような生徒たちが、私たちの国に興味を
持ち、未来の可能性を託し、言語を選択してくれる。 こ
の子たちにとって日本とは、メルボルンのシティで次々と
目に入ってくる TOYOTA や NISSAN、そしてどんな
家庭でも見かける HITACHI や SHARP の国だ。 失速
しつつある私たちの国、日本。 だが、アジア系移民の生
徒たちにとっては、日本という国はひとつの可能性であり、
期待すべき存在であるのに変わりはないのだ。 そんな日
本をこれから背負っていく、私達や春高生。 日本人とし
ての責任の重さをずしりと感じる一日であった。
31 日。 今日は、メルボルン最後の日。
メルボルン大学とシティーの見学の日である。 春高
生とホスト・スチューデントがそれぞれペアになって、K
先生が二週間前から準備してくださった “the Melbourne university amazing race” なる、オリ
エンテーリングにチャレンジする。 メルボルン大学の構内の各所を廻り、K 先生が作ってくださっ
た 30 問を二人で協力して解いていくのだ。 問題の文章は、所々に漢字をちりばめた英語で書かれ
てある。 時間制限やボーナスポイント、賞品と準備は至れり尽くせりである。 しかも、K 先生は
賞品を大学生協のようなところで当日も買い足すという熱の入れようである。
スタート地点でじっくりと全文目を通してから出発
する計画的慎重派ペア、最初から駆け出す真剣ペア、楽し
くゆっくり始めてお尻に火がつき必死で駆け回るペア、そ
れぞれの性格が表れて面白い。 春高生とメルボルン生と
の連携がものを言う、最終日にふさわしい企画である。
表彰は、生徒のシティー見学の後の集合場所、フェデ
レーションスクエアで。 生徒が市内を廻っている間に採
点をしなければいけない。 採点とは結構時間がかかるも
の。 わかってはいたが、本当に大変。 ランチをとりなが
ら採点、移動の路面電車のトラムの中で立ちながら採点、
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ヴィクトリアマーケット（日本で言えば築地市場）でも採
点。 K 先生は大忙し。 教師の忙しさと生徒の充実度が
比例するのは、日本もオーストラリアも同じである。
解散の前の表彰式。 ガッツポーズで、相好を崩す入
賞ペア。二人で一致団結して頑張っていたもの、
当然だ。
おめでとう、よかったね。 解散しても、生徒はこれから
いろいろあるらしく、放課後の打ち合わせに余念がない。
友情の確認には、まだまだ時間が必要な様子。 最後の日
をどうか楽しく過ごしてほしい。
8 月 1 日。 とうとうやってきた別れの朝。 生徒はホスト・スチューデントやホスト・マザー
と連れだって登校。 それぞれのホスト、そして家族と名残を惜しむ。 君たちがこの一週間でつくり
あげた関係は、
本当に見事なものだ。ふたつの心と心は、
それぞれの思いを生み、思いは言葉を生み出し、言葉は新
たなる関係をつくりだす。 新たなる結びつきは、更なる
熱い思いを生む。 そんなことを考えた。
本当に最後だ。校庭の片隅で、ダニー君指揮する
“Honour the work” と我らが「大河滔々」の交換。 も
ちろん吉澤君のみごとなエール付きだ。 それぞれがバス
に乗り込む。 見えなくなる春高生とメルボルン高校生。
だが、いつまでも手を振り続ける。 ありがとう、メルボ
ルン高校。 ありがとう、お世話になった人々。
この後私たちは、二日間でシドニーを見学。 オーストラリアの由緒ある歴史的建造物や美しい
自然にふれ、帰国した。
「小島先生は、今回の交流の意義をどのようにお考え
ですか。
」
最終日にメルボルン高校の藤野先生から尋ねられた。
語学研修、異文化理解、交流の目的は様々で、一言で答を
出すのは難しい。 だが、生徒達は、大きく二つを実感と
してつかむことができたのではないだろうか。
先ず、このメルボルン高校は、様々な事情で祖国を捨
て必死の覚悟でやってきた移民の子弟から成る学校であ
り、多様な文化と価値観を持った民族が集い、それぞれが大いなる希望を持って互いに切磋琢磨しな
がら新しい人生を作りだそうとしている学校であるということ。 「Honour the work.おのれの学
業に誇りを持って臨むべし、さすればその学業が汝を誇り高き人間となす。
」 この校歌を、日々実践
している学校だということだ。
もう一つは、
「ことばが世界をひらく」ということだ。
英語で言えば、
「Where there is a will, there is a way.
意志あるところに道あり。
」こんな諺に近いだろうか。今
回二十一名の春高生全員が、実感として掴んだはずだ。
「意志があるところに言葉があり、言葉がすべての道をひ
らく。
」
メルボルン高校から帰国して、静かな思いが私の心を
満たす。 「地球は小さい。 だが、希望は大きく、世界を
繋ぐ心は、ひとつである。
」 そして、いつの日か、春日部
高校とメルボルン高校の生徒たちが、私たちの大いなる希
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望となることを、心から祈る。

最後に、今回の交流に際して心を尽くして準備してくださったメルボルン高校教職員の皆様、春
日部高校後援会、春日部高校 PTA 国際交流部、そして春日部高校教職員の皆様、多くの方々に深く
御礼申し上げます。 ありがとうございました。
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第 6 回国際交流事業 メルボルンハイスクールへの派遣 活動記録
１日 ７月２4 日（木）
成田国際空港第２ターミナル集合
第２ターミナルにて航空券受取
出国手続、搭乗
QF１８０便 成田国際空港発
カンタス航空
Narita International Airport

２日 ７月２5 日（金）

Warrook Cattle Farm Australia

QF１８０便 メルボルン空港着 入国手続
ワーロック牧場見学
スコーン作り、ファームトラック乗車、羊毛刈り実演
鞭鳴らし、搾乳、カンガルー餌付け体験
メルボルン博物館見学
メルボルンハイスクール着
ホストファミリーと対面
ホームステイ

Melbourne Museum

Warrook Cattle Farm Australia

Melbourne Museum

Melbourne High School
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25日
飛行機がメルボルン空港に到着しました。 今日のメルボルンの天候は、快晴。温度は日本とは
全く違う5℃。 メルボルンに到着して、全てが日本と違う感じがしました。
空港到着後、私たちは約２時間かけてバスでワーロック牧場へ。 牧場ではまずパンのようなも
のを作り、バターやオーストラリア特有の発酵食品、べジマイトなどをぬって食べました。 べジマ
イトはすごくしょっぱく、日本人は好まない味でした。 その後は牛の乳搾りや羊の毛刈り、牧羊犬
実演などを見学し、いい経験になりました。
昼食後は、メルボルン博物館に行きました。 そこはメルボルン最大級の博物館で、多くの人々
でにぎわっていました。 メルボルン博物館には、オーストラリアの先住民族アボリジニについての
展示や、昔を再現した自然公園のようなところもあり、私たちの心を大きく揺さぶりました。
博物館を出て、私たちは待ちに待ったメルボルン・ハイスクールへとバスを急がせました。 15
分くらいたったでしょうか。大きなお城のような建物が見えてきました。その近くでバスは止まり、
私たちは外へ出ました。
メルボルン・ハイの大きな部屋で、私たちを受け入れてくれるホストの生徒が待っていました。
春高とメルボルン・ハイの生徒が向かい合うように座り、一人一人名前が呼ばれ、二人ずつペアにな
っていきました。 その時間はとても長く感じました。
対面式も終わり、皆外へ出て行きました。 空が夕日で少しずつ染まり始め、これから色々なこ
とが始まる、合図のような気がしました。 その後は、皆がそれぞれのホストファミリーの家へと分
かれていきました。
ホストファミリーの家に着くと、家族が私のことを温かく迎えてくれました。
「今日は疲れているだろうから、早く寝たほうがいいよ」と言われたので、夕食を食べた後、シ
ャワーを浴びて、10時という少し早い時間に寝ました。
これからの10日間を有意義に過ごしたいと、夢の中でずっと思っていました。
小林 航也
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３日 ７月２6 日（土）
ホストファミリーとともに
ホームステイ
４日 ７月 27 日（日）
ホストファミリーとともに
ホームステイ
The Center of Melbourne

５日 ７月 28 日（月）
メルボルンハイスクール校舎見学
高等部による歓迎式
授業参加
ホームステイ

Melbourne High School

Melbourne High School

Library

Library

Melbourne High School
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26日
今日は11時に起きたので、朝食を食べませんでした。 それから、家で日本のアニメのDVDを
見ました。 見たことがないアニメだったけれど、結構おもしろいアニメでした。 結構はまってしま
って、五話も見てしまいました。
午後1時ごろ、オーストラリアンフットボールの会場に出発しました。 会場まで、電車に二駅
乗り、最寄の駅に着きました。 会場の外にはたくさんの人がいて、はぐれないかどうか心配になり
ました。
チケットを買うと、日本と違って、中に入るときにチケットのバーコードを機械に通して入る、
というやりかたでした。 会場内には外以上に人がいて、ものすごく混雑していました。
席に着き、いざ試合が始まると、みんなものすごい声で応援をしていました。 チームに得点が
入るとその声がいっそう大きくなりました。やっぱり外国人のサポーターはすごいなと思いました。
僕のホストファミリーは静かに見ていました（ポテトチップスを食べながら）。 試合が終わると、
勝ったチームのサポーターの人たちは、得点が入った時よりも大きな声を出していました。
それから電車に乗って家に帰り、夕飯を食べました。 夕飯はフライドポテトと白身魚のフライ
でした。 僕にとっては少し量が多かったけど、おいしかったです。 その後、ホストファミリーと少
しテレビを見た後、お兄さんがUNOをやろうと言ってきたので家族全員でUNOをやりました。 み
んな、とてもフィーバーして、とても楽しかったです。 やはり、UNOは世界共通で楽しめるカー
ドゲームだと実感しました。ラストゲームと言われたときは、
もう少しやりたいなと思ったけれど、
もう22時だったので最後にしました。
この日は、とても楽しいことがたくさんあって、とても充実した良い１日でした。 この日にこ
の家族とならうまくやっていけそうだなと感じました。 とても疲れていたので布団に入るとすぐ寝
てしまいました。 とても楽しい1日が送ることができて良かったです。
菅原 一樹

Kasukabe High School

Melbourne High School

- 13 -

The Australia Experience 2008

27 日
今日はメルボルン図書館や水族館などの市街地散策と、
ホストの知り合いの誕生日に連れて行っ
てもらった。 まるで城のような図書館は、たくさんの人々が利用している様子と、建物の壮大さに
驚いた。 また、水族館はガラスの屈折率の関係で、少し変わって見えた。
知人の誕生日では、たくさんの人が日本人の僕にたくさん話をしてくれた。 改めて人と人のつ
ながりは大切で、それは一生なのだと実感させられた一日だった。
浅野 修造

28日
今日は、朝7時10分に起きて、一日が始まりました。 制服に着替えて、7時20分に朝食を食
べました。朝食はコーンフレークでした。 とてもおいしかったです。 車で駅まで行って、電車で移
動。その後サウスヤラ駅に着くと、
徒歩で10分ほどかけてメルボルンハイスクールに到着しました。
藤野先生から説明を受けた後、初めての授業がありました。 日本語の授業でした。 先生がいなかっ
たので、クラスメイトと会話をしました。 授業後、ホールで歓迎式典のリハーサルがありました。そ
の後、すぐに本番がありました。 「校歌」と「さくら」の合唱がうまくいき、エールも成功しまし
た。たくさんの人から拍手をもらうことができ、
とても嬉しかったです。式典後の授業はメディア、
地理、英語でした。 授業は英語なので意味が分からなかったけれど、コミュニケーションを取るこ
とができてよかったです。 今日はとても充実した一日になりました。
杉村 大樹
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６日 7 月 29 日（火）
ベルグレイブ駅集合
機関車パフィン・ビリー乗車
メンチス・クリーク着
ヒールスビル・サンクチュアリ動物園着
オーストラリア在来動物レッスン参加
鷲のディスプレイ見学
リリデール駅着
ホームステイ

In a Train

The Steam Train Puffin’ Billy

The Steam Train Puffin’ Billy

Healesville Sanctuary

Healesville Sanctuary

Healesville Sanctuary

Eagle Display
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29日
今日は授業が無く、
春高とメルボルン・ハイスクールの生徒が一緒に、
郊外学習に出かけました。
ダレンは「今日は、学校へ行かなくてすむ」とはりきっていました。 朝は、いつもよりも遅く
起き、食事をして家を出ました。 最寄り駅に行くため、バスを待っていましたが、バス停を間違え
てしまい、結局隣のバス停まで走って行くことになり、疲れました。
電車に乗り、パッフィングビリー（蒸気機関車）に乗る駅に着くと、すでにみんな集まっていて
いるのです。 焦りましたが、大丈夫でした。
そして出発進行!! パッフィングビリーの乗り心地はあまりよくありませんでしたが、風景はジャ
ングルみたいでよかったです。 野生動物が出てこないかと期待していましたが、結局出てきません
でした。
パッフィングビリーを降りるとバスが待っていて、次はサンクチュアリー動物園に行きました。
持参したランチを食べ、春高生とメルボルン・ハイの生徒と別々に授業を受けました。 僕たちは英
語で、いろいろな動物についての授業を受けました。始めて見る動物、初めて触った動物、とても良
い体験となりました。
メルボルン・ハイの生徒と合流した後、鷲や鷹、ふくろうなどのショーを見ました。頭をすれす
れに飛ぶ鳥たちは、とてもかっこよく感動しました。 ショーも終わり、動物園内を見て回りました。
どの動物もかわいかったけれど、特にカモノハシとコアラはとてもかわいかったです。
帰る時間となり、バスで駅に行き解散となりました。 電車の中では、電子辞書を使い、みんな
と色々な話で盛り上がりました。
家に帰り、ダレンや弟のダニエルと遊び、夕食を食べ寝ることにしました。 今日も楽しい一日
でした。 明日はメルボルン・ハイ最後の日ですが、思い出に残る経験ができればと思います。 明日
の体育の授業はプールなので、楽しみです。
宮島 佑介
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７日 7 月 30 日（水）
終日授業参加
ホームステイ

A Lesson

A Lesson

A Lesson

Kasukabe High School

Melbourne High School

- 17 -

The Australia Experience 2008

30 日
今朝は 5:30 に起きて、シャワーを浴びて準備して学校へ。 私たちはバスと電車を使って、学
校へ１時間半かけて通いました。 今日の授業は 7 限ありました。 授業中は先生が言っていること
が速すぎて聞き取れず、何を言っているのかわかりませんでした。 特に英語の授業は、先生が相当
な速さでしゃべるため、単語も全く聞き取れませんでした。
放課後はみんなでカラオケに行きました。 カラオケに入るとその時だけ、まるで日本にいるよ
うな気になりました。 たくさん歌って、メルボルン・ハイスクールの人は日本のアニメソングをよ
く歌っていました。 日本のアニメはオーストラリアでも有名で、人気だそうです。 その後はゲーム
センターに行って少し遊び、ビリヤードをしに行きました。
ビリヤードはとても難しいものではあったが、プレイするのがとても楽しかったです。 でも、
やっているうちに少しうまく出来るようになってよかったです。
そして家に帰り、ホストファミリーの弟と妹と遊びました。
金子英朝
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８日 7 月 31 日（木）
メルボルン大学アメージングレース
メルボルン大学見学
シティーセンター見学
ヴィクトリアマーケット
フェデレーションスクエア着
表彰式
ホームステイ

Melbourne University

Melbourne University Amazing Race

Melbourne University Amazing Race

Melbourne University Amazing Race

Federation Square

Federation Square
Kasukabe High School

Federation Square
Melbourne High School
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31日
この日は、
朝6:20に起きて急いで朝食のシリアルを食べた。朝、
家を出るまで少し時間がある。
ホストスチューデントのイヤンニと、家のベランダから海を眺めて写真を撮った。
その後、父ブレッドの車に乗り、30分後にフランクストン駅に到着。 電車に乗る。 始発駅な
ので、毎日座ることができた。 メルボルン市街まで1時間。 電車の移動は、とても長かった。 多
分、全ホストスチューデントの中で一番遠い所に住んでいると思う。
トラムに乗ってメルボルン大学に着く。 大学見学は、イヤンニが一人で頑張っていた。 でも、
イヤンニは方向音痴なので、
いつも行きたい場所がどこにあるかわからなくて困っていた。見学後、
イヤンニにホットコーヒーを買ってもらった。
その後、またトラムに乗って州立図書館に来た。 この図書館はイヤンニもよく来る場所のよう
で、前に2回ほど連れて来てもらった。 今日は3回目だ。 中にあったパソコンで、日本のホームペ
ージを見た。
その後、駅まで歩いている道の途中、楽器屋があったので、すかさずイヤンニは中に入って、真
剣にギターの感触を確かめていた。 イヤンニはギターに夢中で、家にいる時もギターを弾いてばか
りいる。 街を歩いていて楽器屋があると、すぐ入って夢中になってしまうことが前にもあった。
満足げなイヤンニと駅で電車に乗って、
フットボールのドームの近くに行って写真を撮った。そ
の後トラムに乗って、クイーンビクトリアマーケットに行った。 ここでイヤンニがI Podのケース
を買いたいと言ったのでシルバーのやつを選んであげた。 その後みんなで集合して解散。
また電車に乗って、メルボルン高校の最寄駅、サウスヤラ駅で降りて歩いて映画館に行った。 そ
こでイヤンニが前から見たかった映画「ダークナイト」を一緒に見た。 日本に帰って来てから知っ
たことだが、この映画、日本では8月9日公開で、僕は日本の公開前に見ることができた。
その後電車で帰宅し、駅から家まで帰る途中ピザ屋でピザをテイクアウトして帰った。 すぐイ
ヤンニの家族と過ごす最後の夜の食事をした。 ピザは、とてもデリシャスだった。 シャワー後、
感謝のカードの渡した。 照れくさかった。 喜んでくれてよかった。
そしてイヤンニの家での最後の眠りについた。
関口優
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９日 ８月 1 日（金）
メルボルンハイスクール集合
QF424 便 メルボルン空港発
カンタス航空
シドニー空港着
シドニー市内見学
ロックス地区
マッコーリーの椅子
オペラハウス
グレイス・ホテル泊
Hyde Park

Mrs. Macquarie’s chair

The Rocks

Kasukabe High School

Melbourne High School
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１０日 ８月 2 日（土）
グレイス・ホテル発
シドニー市内見学
地下鉄にてシドニー・ハーバー・ブリッジへ
ブリッジ・ウォーキング
ロックス蚤の市
サーキュラーキーにてフェリー乗船
マンリー・ビーチ
ハイドパーク
聖メアリー大聖堂
シドニー水族館
ホテル発
シドニー空港着
出国審査 搭乗
QF21 便 シドニー空港発
カンタス航空

Sydney Harbour Bridge

Sydney Ferry

Opera House

Sydney Aquarium

Manly Beach

Sydney Aquarium

Kasukabe High School
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１１日 ８月 3 日（日）
QF21 便 成田国際空港着
入国手続

The Steam Train Puffin’ Billy

Kasukabe High School

Melbourne High School
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本校の国際交流事業と経過
本校は 1899 年（明治 32 年）埼玉県第四中学校と
して開校し、1999 年（平成 11 年）に百周年を迎えた。
創立以来、ここ春日部の地を巣立った卒業生数は、２７０
００名余り、明治・大正・昭和・平成の四代にわたって、
各界に多くの人材を輩出し、日本の発展に貢献してきた。
「質実剛健」をキャッチフレーズに、オーストラリア、メ
ルボルン・ハイスクールとの交流を進め、平成 10 年には
埼玉県教育委員会より、インターリンクス事業（国際交流人的派遣、受入事業）の指定を受け、派遣
を実施し、大きな成果を収めることができた。 また平成 20 年 7 月 24 日から 8 月 3 日の 11 日
間、第 1 回から第 5 回派遣事業の実績を踏まえて、同じ地域、同じ交流校を訪問し、継続的な学校
間交流と体験学習的な異文化理解の実践を、より一層深めることができた。 グローバルな地球市民
としての自覚や資質を育て、
国際社会の中で信頼される日本人の育成を目指した活動に取り組んでい
る。

平成 8 年
平成 9 年
12 月
平成 10 年 1 月
3月
4月
7月
1月
平成 11 年
3月
4月
10 月
平成 12 年

平成 13 年

平成 14 年

平成 15 年

平成 16 年
平成 17 年
平成 18 年
平成 19 年
平成 20 年

3月
4月
7月
1月
3月
4月
3月
5月
7月
1月
3月
4月
7月
4月
7月
4月
7月

国際交流委員会設置
メルボルン・ハイスクール（以下 MHS）受入事業ホストファミリー募集
MHS への派遣事業申請
第 1 回 MHS 受入
MHS への派遣事業許可
MHS への派遣事業実施計画書提出
第 1 回 MHS への派遣事業実施
MHS 受入事業ホストファミリー募集
MHS への派遣事業申請
第 2 回 MHS 受入
MHS よりウィリス校長来校
春日部高等学校・メルボルン・ハイスクール兄弟校調印
MHS への派遣事業許可
MHS への派遣事業実施計画書提出
第 2 回 MHS への派遣事業実施
MHS 受入事業ホストファミリー
募集
MHS への派遣事業申請
第 3 回 MHS 受入
MHS への派遣事業許可
MHS への派遣事業実施計画書提出
第 3 回 MHS への派遣事業実施
MHS 受入事業ホストファミリー募集
MHS への派遣事業申請
第 4 回 MHS 受入
第 4 回 MHS への派遣事業実施
第 5 回 MHS 受入
第 5 回 MHS への派遣事業実施
第 6 回 MHS 受入
第 6 回 MHS への派遣事業実施
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研究体制と運営組織
本校では平成 8 年より国際交流委員会を設置し、同
窓会との連携をとり、教職員全員参加の体制で臨み、本校
国際交流の基盤づくりが始まった。 インターネットの導
入に伴い、環境整備、利用方法研究及びその促進等を進め
てきた。 国際交流の浸透、国際交流活動、同窓会・PTA・
後援会との連携などが、委員会の中心的な役割を担ってき
た。 また、委員の選出にあたり、現在では英語科より 2
名、社会科、教務、総務、同窓会より 1 名ずつが加わり、計 6 名の組織を編成して国際交流を推進
している。

国際交流事業のねらいと指導経緯

１．国際交流事業とホームステイ・プログラム
① 体験重視
プログラム内容は、語学研修プログラムを可能な限り
削除し、ホームステイや学校間交流における生活体験を重
視した。 事前指導の過程で「コミュニケーションの手段は英会話のみではない」ことを気づかせた
上で、海外生活体験をさせることで、実体験の中から結果的に、英語運用能力の必要性が個々のレベ
ルで感じられ、プログラム終了後の学習動機につながることも期待できるからである。 肌で感じた
体験から「心の国際化」を図ることができる。
② 事前指導 The Australia Experience
ALT にその特性を生かして役割を担ってもらえるよ
うな機会を増やし、事前の指導の中で、英会話の練習のみ
にとどまらず、さまざまな場面での教育活動に共に関わる。
そうした活動を通して、生徒ばかりではなく多くの教職員
が、外国人や言葉の壁を意識せずに、同じスタッフとして
関わり合う環境を更に増やす。
③ インターネット
インターネットの電子メールを、訪問校や現地ホストファミリーとの連絡に利用し、また、ｗｗ
ｗを有効に利用して訪問先の情報を入手したり、
本校ホームページに国際交流事業の進行状況などを
掲載することで、開かれた春日部高等学校の実現が図られる。

Kasukabe High School
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２．第 6 回春日部高等学校国際交流事業
メルボルンハイスクールへの派遣 事前指導
① 目的
１． オーストラリアの文化、伝統、風俗習慣について
の理解を深め、自国の文化と同様に他国の文化、国
民を尊重する態度を養う。
２． 身近の様々な事象を国際的視野で受け止め、主体
的に考える力を養う。
３． 英語による聞く、話すコミュニケーション能力の
向上を図る。
② 指導項目
１． 日本とオーストラリアについての学習
メルボルン・ハイスクールには日本語の授業もあ
り、多くの生徒が日本に興味を持っている。 そこ
で地理的、歴史的、および経済的な観点から、特に
日本文化に関して深く学習した。
a. 世界における日本の位置は極東と呼ばれている。 地政学、政治学における極東とは一体
どのようなことかを学習。
b. 世界文化の遺産として法隆寺を取り上げ、回廊、百済観音を題材にして、日本文化と世界
とのかかわりを検証。
c. 日本とオーストラリアとの関係を、経済の面から、特に食料品をテーマに考える。
d. 映像を利用し、地理、歴史、文化の面から、
メルボルンについて理解を深めた。
２． 英会話学習
メルボルンでのホームステイにおいて、積極的
にコミュニケーションを図れるように以下の項
目で英会話学習を行った。
a. 日常生活で使う基本的な会話の練習。
― 自己紹介、家族の紹介
b. コミュニケーションを図る際に必要な会話の練習。
― 挨拶や自分の意思を伝える、相手の意見を
聞く。
c. 日本の諸相について紹介し、それについ
て意.見を交換する練習。
－ 日本文化、高校生活
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3． プレゼンテーションの準備
プレゼンテーションとして、国歌や校歌、そして
「さくら」の 3 曲を練習した。 時間があまりとれ
なかったが、積極的に効率的に練習に取り組んだ。
プレゼンテーション当日は緊張している様子も見
られたが、声量も豊かに合唱し、存分に練習の成果
が出せた。 生徒も出来栄えに満足している様子で
あった。 また、特に応援エールは、メルボルン・
ハイスクールの生徒にも好評であった。
４． ホームステイ中の過ごし方
日本とオーストラリアの生活様式の違いをもとに、ホームステイのマナーを学習した。 食
事や入浴、就寝について扱った。

３．事前研修の日程
５月

ホームステイ説明
渡航手続説明
自己紹介書作成

６月

プレゼンテーション準備
「さくら」 エール練習
英会話学習
スピーチ練習
渡航上の注意

７月

プレゼンテーション準備
校歌、国歌練習
英会話学習
日本文化学習
渡航最終確認

４．具体的な指導の細目および担当
１． アプリケーション・フォーム記入の確認、英語での自己紹介書の作成：
引率担当者、ALT
２． 海外ホームステイの準備、渡航手続き、ホームステイに必要な知識とマナー：
引率担当者
３． 日本の歌の歌唱指導：
引率担当者
４． 日本文化学習：
地歴公民科
５． 英会話学習：
英語科、引率担当者
Kasukabe High School

Melbourne High School

- 27 -

The Australia Experience 2008

メルボルン・ハイスクールのプロフィール
1905 年創立のメルボルン・ハイスクールは、長い伝統をもつヴィクトリア州屈指の名門校で
ある。 生徒数はおよそ 1,400 名であり、また男子校であることから、本校との類似点も多く
見受けられる。
入学：
9 学年で入学を希望する生徒は、入学試験を受験しなければならない。10 学年、11 学年、12
学年は正式な出願申請と面接により選考される。入学するにあたっての奨学金制度はない。
スポーツ：
学校には設備の整ったトレーニングルーム、体育館、プール、昼夜利用可能なホッケー場、テニ
スコート、ネットボール・バスケットボールコート、クリケット施設がある。 レクリエーショ
ンセンター（ South Yarrra Sports Center ）には多目的なスポーツ施設がある。設備は充
実しており、学生は 1 日を通じて専門家の指導が受けられる。
図書館：
図書館は蔵書が充実しており、学生と教職員が利用で
きる。 利用は自動化されており、司書と図書館技術
者により運営されている。
刊行書籍：
保護者向け週刊紙
『Ours』
生徒向け新聞
『Sentinel』
『Unicorn』
年一回発行スクールマガジン
『High Notes』 年間 2 回発行
スピーチナイト：
12 月にメルボルン・コンサートホールで行われる。
大人数による合唱と音楽演奏がこの行事のハイライト。
評価：
定期考査は全生徒を対象に 6 月と 11 月から 12 月にかけて実施される。 成績表等のレポー
トは 1 年間に 4 回渡される。 保護者面談は年間を通じて行われている。
生徒会活動：
生徒会により選出された生徒が定期的に会合を持ち、学生課と連携しながら活動をしている。
リーダー養成プログラムにより 4 名の Junior School Captain と Senior School Captain1
名が選ばれる。
スクールモットー：

“Honour the Work”

スクールエンブレム： The Unicorn
学校所在地：

Forrest Hill South Yarra Victoria 3141
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オーストラリアに行って ～生徒感想文

英語だけの生活
中山 雄登
今回のメルボルン・ハイへの派遣事業で、僕は英語が得意でも不得意でも、伝えようという気持
ちがあれば、お互いに分かり合えるということを学びました。
僕は今回、電子辞書を日本に置いてきてしまいました。 だから、ホームステイ中にわからない
単語があったとしても調べられないと思い、すこし心配でした。
そしていざ現地で生活してみると、やはり知らない単語が聞こえてきました。 僕はそれらの単
語の意味を知りたかったので、ホストファミリーに聞いてみました。 すると、最初は困った顔をし
ていましたが、まるで英英辞書のようにくわしく説明してくれました。 こうすることによって、辞
書よりもさらに現地の方の感覚で、英単語の意味を解釈できるのかなと思いました。
僕がルーベンと一緒にルービックキューブをやっているときも、
最初は全然わからなかったけれ
ど、ジェスチャーを使って説明してくれました。 そして僕はついにルービックキューブができるよ
うになりました。
また、6日間だけのホームステイでしたが、だいぶ耳が英語に慣れて、相手の言うことをちゃん
と理解できる時が増えていたと思います。しかも、
日本人の会話が英語に聞こえたりもしました。こ
れにはとても驚きました。
とにかくこの11日間で、ホームステイはとても良いものだと思いました。 英語しか通じない状
況におかれれば、どんどん英語力は向上していくものだなと思いました。 自分の英語力にすこし自
信がつきました。
本当にありがとうございました。

夢のオーストラリア
小林 康平
「ホストファミリーとうまくやっていけるのか？ 英語は大丈夫か？」
自分から申し込んでおきながら、飛行機の窓から遠ざかる日本を見て、僕はそんな風に考えていまし
た。
長い空の旅を終え、冬のメルボルンに到着。 空気がおいしい、自然がきれい、そう思いました。
その日の夕方、いよいよ対面。 ホストスチューデントの Kozo が日本語で「リョコウハドウデシ
タカ？」と聞いてきたけれど、緊張してガチガチだった僕は言葉を発することができず、なんとか笑
ってグッドのサインを出しました。 益々不安になってしまいましたが、家へ帰ってから家族のみん
なに色々質問され、答えていくうちに慣れていき、食事の後ぐらいからは自然と話し、笑えるように
なっていました。 ホストファミリーはみんな優しくしてくれました。 僕のぎこちない英語にも真剣
に耳を傾けてくれたし、いつも笑顔で僕に接してくれました。
AFL の試合や、フィリップ・アイランドなど、多くの場所へも連れていってくれました。 ホス
トファミリーとの思い出は数え切れないほどです。 中でも特に印象に残っているのは、ホームステ
イ最終日の夜に山へドライブに行ったことです。山の頂上から見たメルボルンの夜景は、とてもすば
らしいものでした。 ホストファミリーと過ごした一週間は、気付けばあっという間に過ぎていまし
た。
ホテルなどではなく、現地の一般家庭で過ごすという滅多にできない経験をすることができ、と
ても良かったと思います。 こんなに英語を話したのも初めてでした。 でも速い英語を聞き取ること
や、言いたいことをすぐに英語で話すことなど、まだまだ力が足りないなと感じました。
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今回のプログラムで、外国の人たちと話し、分かり合うということがどんなに素晴らしいもので
あるか知ることができました。
この様な貴重な体験ができたのは、先生方や家族、そしてホストファミリーの協力があったから
だと思います。 ありがとうございました。
またいつかメルボルンを訪れたいと思います。

初めての経験
吉澤 遼
ホストファミリーとの対面式。 円形の少し開けた場所で、春日部高校の生徒が左側の席に、メ
ルボルン・ハイの生徒が右側の席に座り、両校の生徒が一人ずつ呼ばれる。 外国では普通なのだろ
うが、ホストの人たちの中に金髪がいて驚いた。 緊張して待っていると、僕とそのホストの名前が
呼ばれた。 僕のホストの第一印象は、のんびりしてるけれど無愛想、そんな感じだった。 だが、そ
の後二人で行動している時に、そうではないことがわかった。 もっとも、最初は相手の英語がまっ
たく聞き取れず、これから 11 日間どう過ごそうか、焦っていたけれど、こっちがわからない様子だ
とわかると、彼が日本語で翻訳してくれた。 積極的に話しかけてくれて、とてもコミュニケーショ
ンがとり易かった。
その後、母親が車で家に送ってくれることになった。 なんとか家に着いた時には 8 時をまわっ
ていた。 ファミリーの方たちはみんな優しかった。 母親も父親もいつも笑顔で接してくれて嬉しか
った。
家にはかなりトレーニング機器がそろっていてジムのようであり、Khoa はマッチョなので、
僕は劣等感を抱いた。 彼の父親には筋トレに付き合わされた。
土、日曜日はホストと共にに過ごし、そこで仲良しになったと思う。 学校もおもしろかった。
建物は古風な感じで、先生はローブを着てるし、まさにハリー・ポッターの世界の感じがした。 授
業は英語で意味がわからなかったけれど、メルボルン・ハイの生徒の雰囲気が良くて楽しい感じだっ
た。
この留学期間を通じて、言葉の壁があっても仲良くなったり、楽しい時間を過ごしたりできると
いうことがわかった。 外国に実際に行ったからこそわかる、独特の雰囲気も味わえてとても良い経
験をしたと思った。 絶対にまたメルボルンを訪れたい。

メルボルンでの 1 週間
中村 圭太
メルボルンで過ごした一週間は、今までで一番楽しい一週間でした。 わずか一週間でしたが、
この国に大変な魅力を感じています。 いつかはオーストラリアに住みたい、そんな気持ちも生まれ
てきました。
この交流では、海外旅行と違い、いつもホストの生徒と一緒に行動していました。 そのため、
オーストラリアの高校生の普通の生活を送ることができ、とても有意義だったと思います。 僕のホ
ストが変に気を使って、僕の嫌いな「観光地巡り」をやらなくて、とても良かったと思います。
彼の話をすると、彼は言わば「オタク」です。 かっこいいオタクです。 コンピュータゲームが
とても上手くて、日本のアニメを毎日見ています。 彼の家にはガンダムやナルトなど、たくさんの
アニメがありました。 僕は彼の家にいる時は、大抵アニメを見ていました。
このような生活を通して、改めて日本の影響力の強さを感じました。 それも全てこのホームス
テイのお陰です。 そして優しい、優しいオーストラリアの人々のおかげです。 ホームステイは最高
でした。
この 11 日間は本当に楽しい思い出になりました。 お世話になった人たちに感謝したいと思い
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ます。ありがとうございました。

ホームステイを終えて
佐々木 大地
「自分の英語はちゃんと伝わるのか。
」
「現地の生活にとけ込めるか。
」 日本を発つ前の私は、こ
のような様々な不安を抱えていた。 飛行機が到着し、メルボルン空港から出ると、まるで映画で見
るような町並みが広がっていた。 それを目にした瞬間、
「自分は本当に外国にいるのだ」という実感
がわいてきた。
バスに乗りメルボルン校外へと移動している途中、目の前に大きく広がる牧場や草原を見て、オ
ーストラリアの自然の広大さに圧倒された。 牧場見学を終え、いよいよホストスチューデントとの
対面式。 日本にいる時すでに写真を受け取っていたので、マイケルがどこにいるのかがすぐにわか
った。無事に対面式を終えてマイケルと校庭に出て行くと、
彼の母が車で迎えに来てくれていた。家
に着くと、お父さんと弟が出迎えてくれた。
その夜、レストランに連れていってもらい、いすに座って料理を待っていると、肉がはこばれて
来た。 何の肉かときいてみると、
「カンガルー」という返事が返ってきた。 この日の午前中、牧場
で目にした生き物だ。 少し抵抗があったが、食べないのも失礼なので食べてみると、意外とおいし
かった。 料理を食べながら、家族といろいろな話をした。 この時、日本から持ってきた電子辞書が
かなり役立った。 会話をしていくうちに、少しずつ英語を聞き取れるようになっていく自分に少し
驚いた。 夜、この日の出来事をいろいろと思い返しているうちに、すぐに深い眠りについてしまっ
た。 初めて経験する、まったく違った環境の中での初日は、自分ではあまり気づかなかったが、精
神的にも肉体的にもかなり疲れていたようだ。
家族や周りの人たちが、細かいところまで気をつかってくれたおかげで、快適な生活をおくるこ
とができた。 とても楽しく充実した毎日を送っているうちに、すぐに別れの日が来てしまった。
今回のホームステイで、
現地の生活に入り込んで、
普通に行く旅行などでは体験できないような、
様々な貴重な経験をした。 10 日間だけではほとんど英語の勉強にはならなかったけれど、異文化
と接するという今回の経験は、これからの自分にとって、とても大切なものになると思う。

メルボルン・ハイ派遣事業を通して
早川 修平
僕は英語が得意な方で、自分の英語を試してみたいと思い、この事業に参加しようと思った。 オ
ーストラリアで様々なことを体験できて、本当に良かった。 牧場や Philip Island に行って、オース
トラリアの自然の豊かさを肌で感じることができた。
だが自然なだけでなく、都会的な部分もあった。 メルボルンシティやシドニーは東京と同じく
らい都会で、とても衝撃を受けた。 けれどシティの中にも、寺院や歴史的建造物が入り混じってい
て、現代と過去の調和がなされていて感銘をうけた。
初めはオーストラリアということで、白人ばかりだと思っていたが、実際は違った。 オースト
ラリアは移民国家で、様々な人種の人が住んでいる。 そして僕のホームステイ先はベトナムからの
移民で、最初は少しがっかりしたが、日が経つにつれてその考えはがらりと変わった。 ホームステ
イ先では色々なところに連れて行ってもらい、本当に親切にしてもらった。 Kevin, そして家族の
みんな本当にありがとう。最初は英語を聞きとれはしたが、
どのように返答していいのか分からず、
戸惑いはしたが、電子辞書を駆使してやりとりができた。 ホームステイも終盤に近づくと、次第に
英語にも慣れてきて、電子辞書なしでも会話が成り立つようになっていた。
そしてメルボルン・ハイでの別れの時、ホームステイ先の人から、みんなおそろいのブレスレッ
ドを渡された時は正直、泣きそうなほど嬉しかった。 国を越えての友情が存在するということを、
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実感することができた。
食生活の違いなどで多少戸惑うこともあったが、
本当にオーストラリアに来ることができて良か
った。 もっとオーストラリアにいたいと思えるほど充実したものだった。 多少のハプニングもあっ
たが、このホームステイは一生の宝になるだろう。
今後、この経験を将来の糧にして、がんばっていきたいと思います。

感想
関口 優
メルボルン・ハイスクールへの派遣事業を知ったのは、2年になってすぐのことだった。 最初
は「メルボルンに行きたい人なんかいるのか？」ぐらいの気持ちだったけれど、だんだん変わってき
て、「メルボルンおもしろそうだな」と思うようになってきた。
この時申し込んで本当に良かった。 いざメルボルン行きが決まって、出発が近づいても、特に
不安を感じることは全く無かった。
初日メルボルン空港に着くと、外国に来たんだということを改めて感じた。 海外が始めての僕
は、とても興奮した。
最初はオーストラリアの自然はすばらしいと思った。
次にホストファミリーとの対面。 この瞬間が一番緊張した。 ホストスチューデントのイヤンニは、
最初から積極的に話しかけてきてくれて、嬉しかった。 休日には、フットボールの試合に連れて行
ってくれたり、とても僕を楽しませてくれた。 どこへ行くにも一緒で、映画を見たり、ホットチョ
コレートを飲んだり、音楽を聴いたりして、退屈な時間なんて全く感じ無かった。 本当に親切だっ
た。
英語の会話で感じたことは、言いたいことがうまく英語にできないということだった。 聞き取
れても、
うまく返せなくて困ったが、
単語を並べたりジェスチャーをしたりすることで、
最後の方は、
少しずつ会話になってきた。
文化のことは、ホームステイ初日に連れて行ってもらったナイトクラブで、一番その違いを感じ
ることができた。 また寝るとき以外はずっと靴なので、脱いで裸足になりたいと思うことが何度も
あった。 その他には、オーストラリア人はみなマイペース過ぎるなと感じた。 電車やトラムの中で
くつろぎ過ぎの人がたくさんいた。 食事は朝は毎日シリアル、昼は毎日サンドウィッチ、夜はステ
ーキかパスタかピザといった感じだった。
本当にメルボルンでの全ての経験が、自分にとってためになることばかりだった。 この派遣に
20人しか参加できないのは、もったいないと思った。 もっと多くの人に経験してもらいたい。 そ
の中でメルボルンに行くことができた自分は、とても幸せだと思った。
最後に、実は僕は初日にカメラをなくしてしまった。 そのことをイヤンニに言うとカメラを貸
してくれて、さらに撮った150枚近くの写真をUSBに入れて最終日に渡してくれた。 写真を見て
思い出しながらこの感想文が書けるのも、イヤンニの家族のおかげだ。 本当に感謝している。 これ
らの思い出は、きっと僕の一生の宝になると思った。

すばらしきオーストラリア
佐藤友哉
「絶対にまた来よう。」
僕はオーストラリアを発つときにこう思った。 楽しいことや新しいことが沢山ありすぎて、10 日
間では短すぎるのだ。 しかしこの短い 10 日間で体験したことは、いつか社会に出たときに大いに
役立つだろう。
はじめ僕は、あまり乗り気ではなかった。 行ったことのない外国で、理解の浅い言葉をつかい、
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異なった文化の中で暮らすことができるのか、
とても心配だった。そんなこんなで当日を迎えた。オ
ーストラリアに到着して空港を出ると、そこには見慣れない建物がずらりと並んでおり、ほとんどが
日本のとは違うものだった。 牧場に向かうバスの中では、もう不安なんて無かった。 これからの滞
在への期待で胸を膨らませていた。
3 日目まで終日ホストファミリーと過ごした。ステイ先の家族はヒンドゥー教を信仰していた。
会って最初の夕飯はすこし気まずかったが、プレゼントをわたして遊んでいる内にうちとけた。 プ
レゼントは日本の伝統的な物にした。 例えば折り紙や風呂敷、お手玉に扇子など。 特に剣玉が気に
入ってもらえた。 折り紙と風呂敷は難しかったかもしれない。 スポーツは ALF(フッティ)がはや
っていて、
試合に連れて行ってもらった生徒もいた。テレビで見ているだけでも十分盛り上がった。
滞在のうち 2 日間はメルボルン・ハイに行った。 お城のような校舎で迷えるほど広い。 授業
がない朝や休み時間は、ほとんど廊下にいる。 だから廊下を通ると、
「こんにちは」と話しかけてく
れる生徒もいた。 素直に嬉しかった。 フレンドリーな生徒が多く、授業中も発言が絶えない。日本
が見習うべき点だと思った。
日本語は使えない、英語だけ。 序盤はこの状況に困惑した。 なぜなら相手の話が全然聞き取れ
ないからだ。 そんな時は諦めずに、身振りも交えてコミュニケーションをとろうとする気持ちが大
切だ。
今回のホームステイで日本を外国から見つめることができて、とても良かった。 日本は治安が
良い方だが、面倒ごとには「我関せず」の傾向がある。 一方オーストラリアは治安が良いわけじゃ
ないが、人々が他人との壁を作らない。 この他にも、外国に行かないと解らない日本の長所と短所
を沢山発見した。 生涯忘れない体験が出来てよかった。 これをきっかけに将来は、世界を相手に仕
事ができるようになったらいいと思う。

メルボルン派遣事業に参加して
金子 英朝
入学する前から、春日部高校がメルボルン・ハイと兄弟校として国際交流していることを知って
いた。 以前からこのプログラムに参加したいと思っていたが、両親も参加について快く承諾してく
れた。
実際に行ってみて、初日にディスコのようなパーティーに連れて行かれた時は、本当にどうしよ
うかと思ったが、帰る日になるとひどく悲しんでいる自分がいた。
ホストファミリーは日本語で話しかけ、こちらは英語で話しかける形でいこうとしたが、結局会
話は日本語中心になってしまった。 しかし、自ら相手に質問したりと積極的に話しかけることが出
来て良かった。
このプログラムに参加して、自分は少しだけでも成長できたと思う。 単語は聞きなおしてみる
と、知っているものが多かったのに、速すぎて聞き取ることが出来なかった。 普段習っている英語
が上手く伝わらなくて残念だったが、多少なりとも通じたし、言葉でなくてもジェスチャーで伝わ
ることもあり、コミュニケーション出来ることはとても大事だと改めて感じた。
限られた状況になれば、自分もこんなに成長できるものなのだと思った。 とても貴重な経験が
出来てよかった。

最高のホームステイ
高木 理央
出発前、僕は正直不安だった。 僕はそれまで海外に行ったことがなかった。 はじめて会う人の
家に 7 日間も泊めてもらったことだってない、まして言葉が通じない環境で生活するという経験な
どなかった。 英会話も自信がない。 しかし今考えると、この７日間はとても楽しく、充実した日々
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であった。
ホストファミリーは 7 人家族で、みんなとても優しい人たちだった。 お父さんは緊張している
僕にいろいろと話しかけてくれ、
お母さんは英語の下手な僕になるべく簡単な英語で話しかけてくれ
た。 ホストスチューデントのトムは本当に優しかった。 僕が何度も聞き返しても、嫌な顔一つせず
話しかけてくれた。 だから僕はエーガン一家の一員として過ごすことができた。 日本のこと、オー
ストラリアのこと、様々な話をすることができた。 みんな揃っての夕食は何を話しているかよくわ
からなくても楽しい気分になった。
休日は金山跡地やマーケット、フットボールの試合などいろいろな所に連れて行ってもらった。
特にフットボールの試合は初めて見たけれど、とても面白かった。 家ではトムや兄弟とトランプや
オセロをしたり、レンタルビデオ屋に行って映画をかりてきて観たりした。 メルボルン・ハイでは
休み時間にサッカーをしたり、クラスメイトと話をすることもできた。 外を歩いていると、メルボ
ルンの町並みは本当にきれいだと思うことが何度もあった。
初めは聞き取れなかった英語も、7 日間で大分聞き取れるようになった。 自分から積極的に話
しかける度胸もだんだんとついたと思う。そして今まで住んできた日本を初めて外から見ることで、
考えさせられることもあった。 今回のホームステイを通じて、自分の世界が広がった気がする。
このホームステイは 7 日間では短すぎると感じられるほど、楽しく充実した日々であった。 ホ
ストファミリーや先生方、協力していただいたすべての方々に感謝しています。

感想
関口 陽介
最初は軽い気持ちで応募してみたメルボルン・ハイ派遣事業だったが、面接で気合の入っている
人たちを見て、これは僕も気合を入れてメルボルンに派遣してもらおう、という気持ちになった。
現地に着けば英語ばかり（飛行機の中でも、英語で話しかけられるので、ビビった）。 それで
も最初から少し英語が聞き取れたのは、小さいころからやっていた英会話教室のおかげだろう。 英
会話教室の先生、ありがとう。 牧場では、あまり聞きなれないオーストラリア独特の訛りのある英
語に少し苦戦したが、あまり気にしなかった（牧場はきれいだった）。 最初で最後のベジメイト試
食…うまいものではない。 それでもオーストラリアの牧場はとてものんびりしていて、こんなとこ
ろに住みたいな、と少し考えたりもした。
ホームステイ先に着くと、写真よりもずいぶん大人びたアイード、そして写真よりもずいぶん優
しそうな両親が出迎えてくれた。 出発前日にもらった両親の写真が怖すぎて少し心配してたけど、
予想よりはるかに優しくてとても居心地の良い家でした。 もう帰りたくないくらい。
それでもやっぱり日本の方がいいと思ったものもある。 朝ごはんと交通手段だ。 他の家は普通
のシリアルらしかったのだが、気を利かせてくれたのか、我が家のシリアルはあったかいのだ。 牛
乳にシリアル入れてそれをレンジでチン。 朝から気持ちが悪くなった。 交通手段についてだが、車
（バス）、トラム、電車、すべてが良く揺れる。 自分は気持ちが悪くなって大変だったが、現地の
人々は普通の顔をして乗っている。 それどころか新聞を読んだりしているのだ。 さすがにこれらの
ことについては、日本のほうが良いと思った。
この研修に参加したことで、少しは自分に自信がついた気がする。 とりあえず、最低限の生活
が出来るくらいの会話力は身についたからだ。 クラスメイトは、こっちが日本人だということを構
わずに彼らのペースで英語を話すので、最初は聞き取れなかったが、段々と聞き取れるようになって
きていた。 ただ一つ心残りなのが、アイードに対して自分の英語が通じない時があった。 これは完
璧に英語を極めないと出来ないことだけれど、やっぱり悔しい。 彼が日本にやってきたらリベンジ
をしようと思う。 そして、彼らが僕にしてくれたような気遣い、おもてなしを精一杯やって、僕が
オーストラリアに住みたいと思ったように、彼にも日本に住みたいと思ってもらいたい。
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初めてのホームステイ
宮島 佑介
メルボルン・ハイ派遣事業に参加して、なかなかできない経験をすることができたと思います。
オーストラリアには、旅行で行こうと思えば何度でも行けるけれど、ホームステイはなかなかでき
ないからです。
メルボルンに行く前は、オーストラリアでいろいろなことができて楽しくなるだろうという期
待がありましたが、ホストファミリーとうまくやっていけるかという不安もありました。
ホームステイが始まった当初、周りの人が話す言葉がまったく分からず、不安が大きくなり、
ホームシックになりかけました。 しかしホストファミリーはとても優しかったので、だんだん不安
もなくなり楽しくなってきました。 最後には帰るのが嫌になるほどでした。 ホストファミリーの優
しさと温かさには感動させられました。
ホームステイで学んだことはたくさんありました。 一つは言語が違うと、うまくコミュニケー
ションが取れず、無口になりがちで自分の意思を伝えられないけれど、自分から何でも話しかけるこ
と、失敗を恐れないことが重要だということです。 二つ目は、日本から出て初めて、日本や外国の
良さ、悪さ、楽しさなど、色々なことが良く分かるということです。
この事業で初めて経験することも多くあり、以前の自分より成長することができました。 この
経験を生かして生活していきたいです。 来年の春メルボルン・ハイの生徒が来るので、ホストファ
ミリーが自分にしてくれたように、日本が面白い、すばらしいと思ってくれるようにしてあげたいと
思います。 また、ホストファミリーがまた来てねと言っていたので、是非行きたいと思っています。

ホームステイを経験して
杉村 大樹
今回の派遣事業に当たって、自分の英語がオーストラリアの人に通じるのか、ホストファミリー
の人たちは優しいのだろうかという不安がありました。 しかし、実際は自分の予想とは正反対で、
安心しました。
僕のホストファミリーはフットボールが大好きで、
僕をフットボールの試合に連れて行ってくれ
ました。 僕はフットボールというのは、サッカーかアメリカン・フットボールのことだと思ってい
ました。しかしオーストラリアではそうではなく、円形のフィールドに4本のポストがあるという、
僕の全く知らないものでした。 ところが、ルールも何も分からない僕でも、その迫力のあるプレー
に興奮しました。 また、ところどころで僕のホストスチューデントである、マークが熱心に解説を
してくれたので、とてもよく理解することができました。
それからの9日間は、あっという間に過ぎていきました。 パッフィング・ビリーに乗ったり、
メルボルン大学や、シドニーなどを見学しました。 これらは自分にとってとてもよい経験となりま
した。 それに途中であったアクシデントも自分への教訓として、大事にしていきたいと思っていま
す。 このホームステイ・プログラムに携わってくださった人たちに、感謝したいと思います。

メルボルン・ハイスクールの感想
岩瀬 拓也
僕は国際交流事業に参加できると決まった時、とてもワクワクしましたが、その反面、外国の人
達とうまくコミュニケーションがとれるかと、とても心配でした。
僕の中では、オーストラリアに行ってすぐにホストファミリーと休日を過ごすということが、一
番不安でした。 なぜなら、対面式の後ガリックと迎えを待っている時に自然な会話ができず、この
先大丈夫なのかと、とても不安になっていたからです。
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実はこの時、僕は早く日本帰りたいと思ってしまいました。 しかしそんな僕のために、ガリッ
クはわかりやすく言い直してくれたり、気遣ってくれたりしたので、どうにかコミュニケーションを
とることができ、その不安は無くなりました。
僕はこの派遣事業を通して、いくつか学ぶことが出来ました。 一つは外国の人とコミュニケー
ションをとる場合、言葉が分からなくても、自分から積極的に話しかけることが大切だということで
す。 二つ目は、日本を離れてみて改めて日本の良さが分かったことです。
また、僕はこの派遣事業を通して、オーストラリアの街並み、文化、人々の温かさに触れ、オー
ストラリアがとても好きになりました。 いつかまたオーストラリアに行き、今回気づかなかったオ
ーストラリアの良さを発見したいと思います。 それから来年ガリックが日本に来るので、彼が僕に
してくれたように親切にして、
快適な生活が送れるように、
しっかり準備をしておきたいと思います。

メルボルン・ハイスクールに行って
荻野 龍太郎
僕は今回のメルボルン・ハイ派遣事業に参加できて、とても良かったと思いました。 忘れられ
ない良い思い出になりました。
最初の対面式で、ホストスチューデントのエリオットと握手するとき、何か言われたけれど、話
すスピードが速くて全く聞き取れなく、不安になりました。
しかし、エリオットの家族は皆歓迎してくれ、とても暖かい雰囲気で、少し安心しました。エリ
オットとお父さんは日本語を勉強していて、時々日本語を交えて話してくれたので、会話がとてもし
やすかったです。 また家族みんながゆっくりと話してくれたので、聞き取りやすかったです。
エリオットは部屋を僕に貸してくれて、
学校帰りなどにも、
いろいろな食べ物を買ってくれたり、
どこか行った時にはお土産を買ってくれたりとてもいい人でした。 また、エリオットは日本がとて
も好きで、日本の音楽や、テレビ、食べ物のことなどいろいろ聞いてきました。日本食も好きで、特
に寿司が好きだったので、寿司バーによく行っていました。 すしのキーホールダーをお土産にあげ
たら、結構うけていて良かったです。
彼の妹はスポーツが好きだったので、一緒にサッカーやバスケをしたり、テレビやパソコンを見
ました。 テレビの内容など、いろいろ親切に教えてくれました。
土曜日はオージー・フットボールの試合に、日曜日はユリカタワーに連れて行ってくれました。
出かけ先でも、いろいろなものを買ってくれました。 食事もいつもいっぱい作ってくれて、嬉しか
ったです。
最後の日に、「また来てもいいよ。」「日本に行ったら家に泊めて」などと、家族みんなにいろ
いろ言われて、お土産までもらって、とても嬉しかったです。
日本に帰ってからも、エリオットや妹がメールを送ってくれました。 4月にはエリオットが家
に来るので、しっかりと歓迎して御礼をしたいです。

かけがえのない友人との出会い
浅野 修造
初めて訪れたオーストラリアは何もかもが新鮮でした。 この 11 日間という短い期間で、
自分が学んだことは数え切れないほどあったように感じます。 きっかけは、ただ単に英語を話せる
ようになりたいという軽いものでした。 しかし、それはとても大変なのだとすぐに実感させられま
した。
ホームステイ先の家に着くと、すぐに僕はおみやげを渡しました。 やはりのれんや折り紙など
の日本伝統に対しては、とても興味を持っていました。 土、日曜日はホストと共に行動し、ショッ
ピングや市内散策、
フッティの試合観戦など、
メルボルンのあらゆる所に連れて行ってもらいました。
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様々な所にオーストラリアと日本の違いがありました。
誰でも感じるだろう言葉の壁というものは、僕も当然のように感じました。 でも、わかりきっ
ていることに対して妥協するのではなく、僕は理解するまで何回も聞き直したり、辞書を使ったりし
て理解できるように努力をしました。 わからないからいいかと思うのではなく、自ら理解していく
ことが大切なのだと知りました。 また、ホストファミリーも見ず知らずの自分にたくさん会話をし
てくれました。
今回のプログラムを終えるまでは、不安に思うことがたくさんありました。 しかし終えてみる
と、嬉しさ、驚き、新鮮、感動、良いことしか記憶にありません。 外国のあらゆる面を見て感じた
今、自分のやるべき課題をたくさん見つけることが出来ました。 それを考えて学び、一回りも二回
りも大きな人間になりたいです。 協力してくれた両親と先生方に感謝したいです。

新たな家族、友人との出会い
寺山 智章
このメルボルン・ハイへの派遣は、入学前から参加してみたいと思っていたものだったから、参
加し終えた今は、満足感に包まれています。
前々から楽しみにしていても、いざ行くことになるとさすがに不安もいくつかありました。言
語、文化の違い、食など。でもそんなことは、到着した時に、消え去りました。
ホストファミリーはマレーシア系（その先祖は中国）の移民と聞いていたので、ご飯のときに
白米が食べられたのは安心できました。 自分をすぐに受け入れてくれて、ステイ中は快適に生活で
きました。 その中で、家で宿題をしているだけでは得られない、たくさんのものを手にすることが
できました。

いろいろなことを学べた10日間
菅原 一樹
メルボルンへの出発前、僕は向こうの人とうまくコミュニケーションをとれるか、ものすごく心
配でした。 メルボルンに着いて、春高のみんなと市内見学をしている時も楽しかったけれど、心の
どこかには、不安な気持ちがいつもありました。
でもメルボルン・ハイでホストスチューデントと会って話してみると、意外と話せると思いまし
た。 「土、日曜日はホストファミリーと１日ずっと一緒にいて、英語だけで生活するなんて」と、
日本にいる時は思っていました。 でもそんな気持ちも、ホストスチューデントと一言話すことで消
えていました。「きっと土、日曜日は楽しくなるな」と、その時確信しました。
予想通り、土、日曜日はとても楽しかったです。 オーストラリアン・フットボールに連れて行
ってもらったり、ヴィクトリアマーケットに連れて行ってもらったりして、とても充実した２日間で
した。 とくにオーストラリアン・フットボールはとても楽しかったです。
月曜日からの学校は、とても楽しかったです。 メルボルン・ハイの校舎はとても格好良くて、
感動しました。 授業はとても自由にのびのびやっていて、いい雰囲気でした。 聞くところはしっか
り聞いていたし、手を挙げる人数もすごく多かったです。
日を重ねるごとにホストファミリーとも仲良くなっていきました。 最初のうちは不安もあった
けど、最後はとても楽しかったです。 家族と話したり、UNOをやったりしました。 ホストファミ
リーと別れる日は、とても悲しかったです。「もっといっぱい、この家族といたい」と思いました。
とても早く日が経ちすぎて、あっという間の日々でした。 僕をとても友好的に受け入れてくれて、
楽しくさせてくれたホストファミリーには、本当に感謝したいと思います。
僕はこの国際交流事業でいろいろな事を学びました。 それはまず、外国の人とでも、日本人と
同じようにいろいろ話せば、仲良くなれるということです。 また、自分の英語力の無さにも驚きま
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した。 自分の言いたいことがすぐに言えないのは、結構つらかったです。 でも、この交流で様々な
良いことに気づくことができたと思います。 僕はこの国際交流事業に参加できたことを、とても嬉
しく思っています。

最高のメルボルン・ホームステイ
小林 航也
私はメルボルン・ハイスクール派遣事業に参加し、多くのことを学びました。
まず一番強く思ったことは、言語の違いでこんなにも苦労してしまうのかということです。 難
しいことを言おうとする時は、辞書を使わないと相手には伝わらないということもありました。 ち
ゃんとした発音のはずなのに、なぜか伝わらない時もありました。 しかし、そのおかげでいい勉強
になりました。 外国人と話すことがこんなにも楽しいなんて思ってもいませんでした。
日本とは考え方も習慣も違うことがわかりました。例えば家には土足で入ったり、夕食は副食だ
けだったりと、驚くことがたくさんありました。また学校での生活の仕方も違い、昼食は歩きながら
食べたり、授業は全部移動教室だったりと、楽しいことばかりでした。 メルボルン高校の生徒はと
ても優しく、またとても親しみやすかったのが印象に残っています。
メルボルンはどこもきれいで、ゴミが落ちていないことに驚きました。 メルボルンのお土産屋
の人は何が良いかを教えてくれたり、いい人ばかりでした。
私はメルボルンに行ったことで、「言語が違っても、気持ちは通じる」ということを強く感じま
した。 英語をあまり話せなくても、オーストラリアの人はやさしくひとつひとつ真剣に教えてくれ
ました。 今回の経験は一生残る宝物でもあり、将来に生かす良いアドバイスにもなりました。
これからもホームステイを通して、多くの人々にこのような経験をしてもらいたいと思います。

オーストラリアで手に入れたもの
太田 慎之輔
私はこの派遣事業に参加して、様々なことを学び、体験することができました。 一番苦労した
のは、やはり英語です。 英語には少し自信があったのですが、見事にその自信は喪失することにな
りました。 普段学校で習う英語では、書く練習はしていましたが、実際に声に出してコミュニケー
ションをとるのは初めてだったので、相手が何を言いたいのか聞き取れないことがあったり、自分の
伝えたいことをはっきりと伝えられないでいました。 しかしその言葉の壁も、ジェスチャーやアイ・
コンタクトなどで乗り越えることができました。
私のホストファミリーは店を出していて、私がのどが渇いたというと、すぐに店のものをくれま
した。 ホストは中国系なので、もちろん夕食は中華料理でした。 中華料理は好きな方でしたが、本
場の味はちょっと違いました。 ものすごく辛いのです。 それで、お店の水を何杯ももらいました。
ホストは家族内で会話をする時には、中国語を使っていました。 できれば英語が聞きたかったので
すが、グローバルな感じでそれも悪くはありませんでした。
ホームステイをして気づいたことが二つあります。 まず一つ目は英語についてで、「積極的に
自分から、質問をたくさんする」ということです。 答えの意味がわからなくても、それを恐れずに
質問し、話しかけることが英語の上達につながると思います。 また相手とコミュニケーションもで
き、一石二鳥です。
二つ目は、日本を客観的な視点から見られるようになったことです。 こればかりは海外に行か
ないと、感じることは難しいでしょう。
大学生になったら、またオーストラリアを訪れたいと思います。
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メルボルンでの 3 ヶ月
向笠 雅隆
ホストファミリーと始めて会った日、メルボルンハイスクールから家に向かう車の中、私は泣き
そうになっていました。 最初に思ったことは、これはいったい何語なのだろうかということ。 日本
で習っていた英語とはあきらかに違うものでした。 疑問形なのか、普通のおしゃべりなのか、自分
に話しかけられているのかも分からず、車内からだんだん会話がなくなっていきました。 まるで呪
文のように聞こえる英語に、これで 3 ヶ月やっていけるか、正直不安でした。
1 ヶ月がたって、お互いがその車の中で何を考えていたのか、私がどれだけ不安だったか、ホス
トスチューデントの私に対する最初の印象などを、ホストファミリーと笑いながら話せた時に、英語
の上達を感じました。 私は最初、不安であまりに暗く、オーストラリアに来ることが嫌だったと思
われていたそうです。
聞き取れるようになってからの上達は、自分でも驚くほどでした。 みんなと冗談を言い合い、
時にはお互いの国のことを話し、多くのことを吸収しました。 なかでも一番興味を持ったのは言語
です。 メルボルン・ハイスクールにはヨーロッパからだけではなく、アジアからもありとあらゆる
国の人がいて、家庭では英語以外の言葉を使っている人もいます。 その母語が違う人たちとの英語
を通しての会話は、本当にわくわくする体験でした。
帰国前、友達みんなが寄せ書きをした、メルボルン高校の T シャツをくれました。 その T シャ
ツを見るたびに、あちらでの高校生活がよみがえってきます。
何度も書き直して、別れの前日に渡した、ホストファミリー全員に宛てた手紙には、3 ヶ月分の
感謝をすべてこめたつもりです。空港では別れ間際、抱き合い、握手をし、再会を約束しました。
この 3 ヶ月の交換留学の間に、普通に日本で暮らしていたら絶対に知り合えない人たちと出会い、
友達になりました。 自分の気持ちを伝え、相手について知ることができるという、言語が持つ力を
実感しました。
大学生になったらまた、留学生としてオーストラリアを訪れたいと思っています。 これからの
広がりが楽しみです。
関わっていただいた方々に本当に感謝しています。ありがとうございました。
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