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 シドニー異文化体験ツアーは広島大学生協を含む中四国の大学生協の共同企画で、2019年夏は第11回目の実施となり

ました。今年は日本全国の17大学から681名(うち広島大学179名)が参加し、40名以上の英語講座講師と、各大学生協

職員が現地でツアーのサポートをしました。新入生の皆さま方に1人でも多く海外体験に前向きにチャレンジして頂きた

いと願うとともに、保護者の皆さま方にも是非彼らを後押ししていただけたらと考えております。 

全体スケジュール（10日間日程の例） 

１日目 
18:30 羽田空港集合・オリエンテーション 

22:00 羽田空港発 

２日目 

8:25 シドニー国際空港着 

13:00 シドニーを知る現地ツアー 

17:00 現地に移住した日本人が語る 

19:00 夕食交流会 

３日目 
10:00 ユダヤ博物館訪問 

午後 グループ別自由行動 

４日目 

午前 選択アクティビティ（アボリジナルツアー、保育園訪問、病院訪問のいずれか） 

午後 グループ別自由行動 

18:30 持ち寄り夕食会 

5～7 

日目 
※10日間

コースのみ) 

午前 
UNSW（ニューサウスウェールズ大学）訪問（キャンパスツアー、現地での講

義、大学生との交流など） 

午後 グループ別自由行動 

８日目 終日 グループ別自由行動 

９日目 

午前 グループ別自由行動 

14:00 まとめの会 

20:45 シドニー国際空港発 

１０日目 5:15 羽田空港着 到着後解散 

※2日目夜から7日目朝まで朝と夜に 

それぞれ朝の会・夜の会を実施しまし

た。 

※3日目～6日目実施順序・一部内容

は出発日によって異なります。 

宿泊：Sydney Central ＹHA  
日程 ツアー期間（広大グループのもの） 

① 8月23日(金)～8月30日(金) 

② 8月24日(土)～9月2日(日) 

③ 8月31日(土)～9月7日(土) 

④ 8月31日(土)～9月9日(月) 

⑤ 9月7日(土)～9月16日(月) 

⑥ 9月8日(日)～9月15日(日) 
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集合・出国・入国 
 羽田空港まではそれぞれ飛行機や列車、バスで集合しま

した。ガイダンスの後に、いよいよ出国。初海外という方はこ

の出国審査が・・・最初のドキドキの体験でした。 

 シドニー到着後の入国審査。そして、早速最初の試練が

まっていました。グループ毎に宿泊先であるSYDNEY CEN-

TRAL YHA へ自力での移動です。ここで初めて外貨を使っ

たという方もいました。 

 このシドニーツアーでは普段、日本で

は得ることのできない多くの学びを得る

ことができた。その中でも印象的であっ

た二点について述べたいと思う。 

 一つ目は異文化を受け入れる姿勢であ

る。日本で生活していると飲食店等で隣

のテーブルに外国人観光客が座ることが

多々ある。食事の作法にもその国独自の

マナーがあるが、日本では馴染みのない

異文化のマナーを目にすると強い違和感

を感じることがあった。しかし今回私が

訪れたオーストラリアはまさに多文化を

尊重する国であり、「違うことは良いこ

と」と捉え、異文化を受け入れる姿勢が

強く感じられたのである。違いを恐れる

のではなく、良さとしてその文化を理解

しようとする心を学ぶことができたのは

非常に良い経験だった。 

 二つ目は挑戦することの楽しさであ

る。初めはネイティブの方と英語で話す

ことをハードルの高いものだと勝手に思

い込み、戸惑ってしまっていた。し

かし同じ班の仲間が積極的に楽しそ

うに話している姿を目にし、話しか

ける勇気を貰い、一歩前に進んで話

しかけることができた。それからは

以前抱いていた高いハードルは無く

なり、気付けば最終日まで英語を話

すことを楽しんでいた。完璧な英語

を話すことはできなくても、伝えた

いという意思を持って挑戦していっ

たのは非常に良い経験だったと思

う。 

 これらの経験は、R班の仲間や先生

方の協力無しではできなかっただろ

う。皆さんのおかげで学びの多い濃

い六日間にすることができた。今回

の経験を今後の生活でも大切に活か

していきたいと思う。ありがとうご

ざいました。 

 「違うことは良いこと」と捉え、異文化を受け入れる姿勢 
経済学部 川崎丞悟  

 多くの経験、変化を与えられ成長に繋がるシドニーツアー              
                          工学部 三輪将人   

 僕は、このシドニーツアーに参加す

る前まで「別に将来日本から出らん

し、英語とか喋れんでも生きていける

し」のように、ただ楽しいだけの旅行

であるだろうと考えていた。しかし、

そんな考えのまま臨んだシドニー旅行

は初日の時点で終了した。看板、標

識、言葉全てが英語であるからだ。始

めのうちはそれに対して少し危機感を

感じたくらいであったが、気持ちが大

きく変わったのはロックスツアーのガ

イドさんと話したときだ。それは相手

の伝えたいこと、自分の言いたいこと

が全く伝わらないからだ。僕はその時

初めて「あ、ヤバ、自分英語できんと

かダサ、カッコ悪」という感情になっ

た。その時点から、僕はこれは単なる

遊びの旅行という訳でなく、多くの経

験、変化を与えられ成長に繋がる旅行

であることを意識し、様々なことに積

極的に挑戦していこうという意識へと

変化していった。 

 だが、気持ちが変わったからと

いって英語ができるようになった訳

ではない。そのため、現地の人達と

話す際は言葉だけでなく、ジェス

チャー、表情といった体全てを使い

伝えられるように努力した。そん

な、挑戦と努力の一週間だったが、

少しは成長したと感じる出来事が最

終日にあった。それはビーチでラグ

ビーをしている現地の15人くらいの

集団に「混ぜてくれ」と頼み、プ

レーをすることができたことだ。ス

ポーツをする際の言葉の壁はとても

低く、英語のできない僕でも充分に

コミュニケーションをとることがで

きた。僕にとって、この最終日の数

十分はものすごく大きな進歩であ

り、この先へ繋がる良い旅行の締め

くくりとなった。 
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後ろから見ているのに足を組みながら意

味もなくレバーを前後して運転していま

した。わからないことを聞きにいったら

露骨に嫌な顔をする人もいれば、何も

言っていないのに目が合っただけで道を

教えに来てくれた人もいました。この1つ

1つが面白かったです。日本にいたらきっ

と味わえないものばかりだと思いまし

た。だからこそもっといろんなところに

行って日本ともシドニーとも全く違うよ

うな人や文化に触れたいなと思いまし

た。 

今回、外国に行って、文化の面も人の

面も日本の方が良いとか、日本は外国に

遅れているとか、そういうことではない

のかなと思いました。それぞれの国の、

地域の文化を尊重し、大切にできたらい

いなと思いました。 

それぞれの国の、地域の文化を尊重し、大切にできたらいい 
                          総合科学部 西川崚  

改めて海外を意識するきっかけになり

ました。もともと海外には興味がありま

した。特に興味があったのは海外の自然

です。ヒマラヤ山脈やアルプス山脈、熱

帯雨林や、砂漠、でっかい湖など。です

が、今回新たに興味を持ったのは「人」

や「文化」といったものです。今回のツ

アーでは班で行動することが多く、否が

応でも街行く見ず知らずの人に声をかけ

る場面が多くありました。そこで気づい

たことは、そういう時の反応こそが、そ

の国の人柄のようなものをストレートに

感じることができる時なのではないか、

ということです。例えば大学に行った帰

りや動物園に行った帰りにバスに乗った

場面では運転手の方は「お金はいらな

い」と言って、タダでバスに乗せてくれ

ました。路面電車の運転手は僕たちが真
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 その気持ちや思いを毎日の朝の会、夜

の会で同じグループの仲間や同行職員、

講師と共有し、一緒に喜んだり、悩んで

考えたり、仲間の姿に背中を押された

り…日本での大学生活や通常の海外旅行

ではできない経験を積んでいきます。 

 人と触れ合うことで今まで見えなかっ

たことが見えてくる。それは言葉や国

籍、文化の違いだけでなく、学生自身の

中でも起きています。このツアーを終

え、学生は英語力やコミュニケーション

能力を身につけるだけでなく、日本での

生活では意識したことがなかった行動

力、決断力、積極性、主体性などを意識

して身につけていきます。今年参加した

学生達も最終日の「まとめの会」ではツ

アーを振り返り、これからの大学生活や

ツアーを経てさらに羽ばたこうとする学生たちへ 
英語講座講師 沼田浩美  

 シドニーツアー同行3年目、今年は計３

グループを担当させていただき、総勢105

名の学生とシドニーで３週間を過ごしま

した。 

 前期講座で学んだことを教室の中だけ

でなく実際に海外で体験し、今後の人生

で活かせるよう、そこで感じたこと、気

づいたことを学びに変えていくこのツ

アー。現地に滞在するのはたった6日間で

はあるけれど、それぞれの学生にとって

はとても濃厚で簡単に言葉で表せないほ

どの経験になったと感じています。『英

語が得意！自分の英語力を試したい！』

『英語が苦手』『初海外で不安な気持ち

でいっぱい』『外国人に対して怖い印象

がある』など105人いれば105通りの思い

があります。 

あったかくて良い関係の在り方だなと感

動した。 

しかし、ある時シドニーに暮らす方

に、日本人についてどう思うか、と質問

した。私は英語に自信がなく正確に聞き

取れたわけではないと思うが、その時そ

の方が伝えてくれたことは、多様性の本

質だった。日本人が、という質問には答

えられない。すべての日本人がすべて同

じようであるはずがないからだ。個々人

それぞれを見ていく、そして認め合って

いくことが多様性につながる。そのよう

なことを話してくれた。その時私は、う

まく聞き取れたのか不安だったがとても

お話に納得した。それと同時にとても恥

ずかしく思った。それまでのシドニーで

シドニーでの体験で、私は自分の思

考が止まっていると感じた。ただ他の視

点があることを知っているだけで、その

違う視点には触れても、自分の中で深め

ていこうとしなかったように思う。 

シドニーで過ごしていく中で、いろ

んな国籍の方々が一緒になって暮らして

いて、宗教や肌の色などの違いで区別し

ないところがすごいと思った。最初は、

いくら多民族社会といわれていても、多

少なりとも差別というか区別されている

と思っていた。しかし実際には驚くほど

自然に受け入れられている様子が、街並

みにも人との交流の中でも感じられた。

見えている部分だけとは言っても、それ

ぞれの文化を尊重しあっていて、すごく

の生活で十分に考えることのできた内容で、違

う質問もできたはずだと思ったからだ。今回の

ツアーで自分の考えが浅いこと、本質に至るま

で考えを深めようとしない怠惰さを痛感した。 

この学び以外にも色々と得るものがあったシ

ドニーツアーに参加できたことを感謝しつつ、

日々で得られる学びの機会を逃さず吸収して、

自分を深められるように考え続けたいと思う。 

日本人が、という質問には答えられない 
生物生産学部 西田朱理  

人生でどのように活かして行きたいのか、どの

ように自分が生きていきたいかを発表してくれ

ました。 

 大袈裟かもしれませんが、このような時を一

緒に過ごさせてもらい、私自身も多くの刺激や

感動を受け取らせていただき、最高のツアーに

なったと思います。 

 後期講座では、その学びを彼らの未来に繋い

でいけるようサポートしていきたいです。  



僕は今回のツアーで、母国語以外の言

語でコミュニケーションをとることの楽

しさをとても感じました。高校の修学旅

行がシンガポールで、その時に初めて英

語を使って外国の人と話して「日本語で

はない言葉で自分の意思が、気持ちが伝

わること」の喜びを知りました。でもそ

の時は、うまく話せなかったり、恥ずか

しいという気持ちから会話が続かなかっ

たりしていました。なので今回のツアー

に行けることが決まったときに「たくさ

ん英語で会話したい、コミュニケーショ

ンをとりたい」という気持ちになったの

を覚えています。シドニーについてか

ら、日を追うごとに会話の長さが長く

なっていったり、話しかける人の人数が

増えていったりして、自分でもわかるく

らい成長を感じることができました。そ

して、思う存分コミュニケーションをと

ることができたので、ほんとに満足して

います。次に、外国に行くときはもっと

もっとコミュニケーションをとって、会

話のレベルを上げれるようにしたいで

す。 

また、印象的だったことが英語は英語

でも“なまり”のようなものがあるとい

うことです。会話をしていたら、なんか

違うなと感じました。なまりがあること

にも驚きなんですが、このことに自分で

気づけたことにも驚きました。 

このツアーの中でかけがえのない出会

いもありました。たくさんの仲間、みさ

きさん、ロミー、シドニーで出会った外

国の方などたくさんの人と出会いまし

た。その出会いのなかで感じたことは

“人の温かさ”です。これは、別の日程

「成長の場」としてのシドニーツアー 
生物生産学部 末永葵衣  

段が言葉だけでない、ということだ。顔

の表情、ジェスチャーなど体全てを駆使

して伝えようとすることが重要であっ

た。また、即決力があるということだ。

日本人の優柔不断な所が全くなく、すぐ

行動する所に惹かれた。真似てみようと

しても長年の癖は早々治るものではなく

難しかった。しかし意識し行動に移すこ

とで自分の何かが少しずつ良い方向へ向

かっている気がした。 

 そして最終日には1人で外国人の方に写

真を撮りましょうかと声をかけたり、他

愛もない会話ができた。毎日新しい刺激

を受け、大きく成長した自分がいること

に嬉しさを感じた。今回のツアーで、私

には長期留学するという夢ができた。今

の自分の英語能力では不可能だ。しかし

絶対に叶えてみせる。これからは英語に

 今回のシドニー異文化体験を一言で表

すなら、「成長の場」である。私はこれが

2回目の海外で、1回目は高校の語学研修

で行った。それは日程が全て決まった単

なる旅行だ。英語を全く使わなかったが

満喫できた。 

 今回も同じだろうと安易な考えで参加

を試みたが、現地に着いてからはその考

えは甘いと知らされた。全て自分達で行

い、その行動に責任が伴う。高校の時と

は色々違うことに戸惑いを感じ、完全に

萎縮した。そんな不安と共にツアーが始

まったが、班の仲間は初日から自らがや

るべきことをしっかりと把握し、各々が

すぐに行動に移っていた。現地の方と積

極的に話そうする挑戦的な姿に私も触発

され、拙い英語でも頑張って伝えようと

努力した。現地と日本の違う所は伝達手
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 英語を通じて 人・文化・自然 と出会う10日間  

このツアーが次の挑戦への架け橋に 
教育学部 江嵜佑介 

でシドニーに行っていたら感じられなかったこ

とかもしれないし、この日程でシドニーに行け

たからこそ経験できたことだと思います。ほん

とに幸せな時間を過ごすことができたと思って

います。 

9月の後半に今度はベトナムに行くのですが、

その時にはもちろん、今後の人生でこのツアー

で学んだこと、感じたことを充分に発揮して頑

張りたいと思います。 

これからは何事にも恐れず、挑戦し続ける 
医学部 岡崎咲代子 

 シドニー異文化体験ツアーを通し

て、貴重な体験がたくさんできた。シ

ドニーで目にした街並みや夜景、海、

自然は日本で普段生活しているときに

は見ることはないものばかりで新鮮

だった。シドニーに渡る前に講座で学

んだこと、スピークアウトの練習をし

たこと、現地の人と実際に英語を使っ

てコミュニケーションをとることは、

ひとりで英語を勉強するときにはでき

ないようなことなので、とても有意義

な時間だったと思う。 

 このツアーに参加して最も変わった

ことは、学生のうちに海外留学した

い、将来は海外で働いてみたい、とい

う目標を持てたことだ。前から漠然とは

考えていたけれど、決意できていたわけ

ではないので、具体的に何をすればいい

のかが分からなかった。今回、その気持

ちを強く持つことができたので、目標か

ら逆算して、今何をするべきなのかを考

えて、きちんと実行していこうと思う。 

 最後に、帰りの飛行機で隣の席になっ

たオーストラリア人の夫婦に話しかけ

て、会話できたことがとても嬉しかっ

た。私はこれまで、何かをしてみたい、

となったときに「でも…」と言い訳をし

て、やる前から諦めることがあった。 

 しかし、英語を6日間使って生活した

ことで、英語で話しかけてみようという

ふうに、なんでもチャレンジしようと思えるよ

うになった。これからも、失敗を恐れることな

く様々なことにチャレンジして、視野を広げて

いきたい。 

力を入れ、学んだ積極性、即決力をさらに磨い

ていきたい。   
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一日を」と話しかけられることも珍しく

はありませんでした。最初は慣れずに戸

惑って、笑って返すことしかできません

でした。しかし、声をかけられるたびに

温かい気持ちになり、初対面の人とも、

言葉が違う国の人とも笑いあえることが

うれしくなり、私のほうからも相手に声

をかけるようになりました。 

 どうしてこの国と日本ではこうも違い

があるのだろうかと考えたとき、消極的

であまり他人に干渉しないことが日本人

の一つの性質であること以外に、日本人

は他人とかかわる機会を自らなくしてい

るからだと感じました。ツアーを通して

気持ちを伝えることや受け取ることのう

れしさを知ることができたので、日本に

帰ってこの気持ちを忘れることなく、人

との出会いを大切にし、自分の考えを進

んで発信できるようになれたいと感じま

した。 

「一期一会」だからこそ 
医学部 西本朋花 

    私がシドニーツアーを通して最も感じ

たことは、人と人との距離間の違いで

す。日本では偶然電車に居合わせた初対

面の人と話を始めることは少なく、大抵

の場合は皆、ケータイ電話を触っていま

す。街中で肩がぶつかりそうになった

時、バスで隣の席に座るとき、日本人は

会釈をするだけで声をかけることはあま

りありません。それが当たり前なのだと

思っていました。しかし、シドニーでは

町のあらゆるところで自然に会話が始ま

るのを何度も目にしました。私たちがエ

レベーターに乗ろうとして、満員で乗れ

なかったとき、乗っていた海外の方は

sorryと声をかけてくれ、私たちがエレ

ベーターにのっていて後で乗ってきたと

きにはthank youと笑いかけてくれまし

た。お店でお会計をした時、バスに乗っ

ていた時、「どこからきたの？」「いい
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帰ってきた学生をできるだけホテルのロ

ビーで迎えたりするようにしました。朝

の会と夜の会、そしてまとめの会はみん

なの成長を感じるのに重要な時間だと思

いますが、それだけではわからない部分

はたくさんあります。やはり一緒に行動

して、そばで見る事でより成長を実感す

ることができました。終わってみれば、

みんなと大きな達成感を共有して無事に

帰ってくることができました。誰かに見

てもらえていると感じるからこそ、頑張

ろうと思えるのではないかと私は考えて

います。学生を引っ張る事はできなくて

も、声をたくさんかけて支える事もま

た、海外体験では重要な事だと考えてい

ます。 

彼らの成長を間近で見つめながら 
広島大学生協 同行職員 岸本岬  

私は8月23日-30日の間、広島大学の

1，2年生30名を引率する団長としてこの

ツアーに参加しました。私自身初めての

海外、こういった引率の仕事も初めてで

緊張と不安でいっぱいでした。その中

で、このツアーを通して私が最も考えた

事は「英語もできない、海外経験もな

く、年齢も若く威厳もない生協職員がな

ぜこのツアーに同行しているのか、何の

ためにいるのか」という事です。英語力

も経験もない私が一番できる事は学生を

一番近くでたくさんの時間を共有して見

守ることだと思いました。1週間、とにか

く引率する30人の事だけを考えて過ごし

ました。早く名前を覚えて、できるだけ

毎日話しかけたり、グループ行動から

恐れていることがバカバカしくなり、英

語を話すことに躊躇わなくなりました。 

次は価値観についてです。このこと

について述べるにあたりまずは僕の性格

を紹介します。僕は1人で行動するのが

好きな一匹オオカミ気質で独力でなんで

もできるとおもっています。だから、今

回のツアーの予定を初めて見たとき、集

団行動の多さに僕は吐き気がしました。

他人と寝る時もご飯を食べるのも買い物

するのもどこかへ行くのも常に誰かとい

なければならないことが僕にとっては地

獄でしかないからです。しかし、その考

えはシドニーに着くとだんだんなくなっ

ていきました。なぜなら、未知の世界を

1人で行動するのは不安が多くあったの

  僕は今回のツアーを通じて起こった自

分の変化について述べたいと思います。 

まず、英語を話すということについてで

す。僕は英語だけは本当に苦手なので恥

をかきたくないと思い、どうしても英語

で話すということをためらっていまし

た。しかし、外国の方と話してみたら意

外と自分の拙い英語が通じることに驚き

ました。こんなにカタコトで発音が悪い

のに理解してくれるなんて思っていな

かったからです。そこで僕はなぜ通じた

のか考えて１つの結論を出しました。そ

れは日本に来た外国の方が拙い日本語で

話していてもなんとなく言いたいことが

分かることと同じであると言うことで

す。それからは苦手であることや失敗を

 講師の先生、事務局の職員さん、海外経験の

ある先輩たちに相談しながら、その中で最も重

要な学生を近くで見守る事ができ、みなさんの

おかげでとても良いツアーになりました。これ

からも学生のチャレンジを応援しているし、広

大内で見かけたときいつでも声をかけてもらえ

たらうれしいです。  

にそれは仲間と過ごすことでなくなったからで

す。このことから仲間の大切さを知り、これか

らは多くの人とかかわっていきたいと思いま

す。 

 異文化理解という形で世界に視野を広げるこ

とのできた今回のツアーに参加できてよかった

と思います。  

日本を離れて知った仲間の大切さ 
工学部 森田祐平  



シドニーでの活動のなかでも最も印象

深いのは幼稚園訪問です。シドニーに滞

在中、目的地までの道順を聞いたり、話

したりするのは大人の方ばかりだったの

ですが、現地の大人の方々は、自分達が

日本人で、あまり英語が上手くないこと

を察したうえで、自分達の拙い英語をな

んとか理解しようと努めたり、出来る限

りのわかりやすい表現を用いて話してく

れていました。しかし、子ども相手では

そうはいきません。子ども達は普段通り

のスピードで英語を話すし、発音がイマ

イチな英語では伝わらないこともありま

した。そこで、大げさな身振り手振りを

したり、自分の感情を表情に出してみる

と、子ども達の反応がすごく良くなりま

した。ボディランゲージによる視覚的な

情報が、コミュニケーションにおいてい

かに重要な役割を担っているかを実感し

た瞬間でした。初めは子守りのようなつ

もりでしたが、逆に子ども達に大切なこ

とを教えてもらいました。 

シドニーに滞在中、シドニーで見て、

聞いて、知った新しい世界と日本しか知

らない自分の世界を比較して、 日本につ

いてより深く考える機会が多くありまし

た。例えば、日本では年功序列など、年

齢の差を中心とした考え方や、男はこ

う、女はこう、といった性差に囚われた

考え方が未だに根強いです。一方、シド

ニーでは、幼稚園のクラスはある程度年

齢の近い園児が集まっていたり、学校制

度では飛び級が認められていたり、ま

た、工事現場で多くの女性が働いてい

る、といった日本ではあまり見られない

光景ばかりでした。最近の日本では、古

これからは躊躇わずに 
教育学部 近藤もゆ  

からない」というのではなく一緒に考え

探してくれました。日本でよく聞く「す

みません」というお礼文句はなく、素直

に「Thanks」「Sorry.」を伝えてくれる

のです。次第に、「どうしてためらうこ

とがあるのだろうか、言葉に出すほどわ

かりやすく伝える方法はないではない

か」と思うようになり、ちょっとした空

き時間に班の人と地図なし散歩をして現

地の通りすがりの方に道を聞くなんてこ

とを進んでするほどまでためらいがなく

なりました。異文化の国での様々な体験

を通し、自分の視野がどれほど狭かった

かを思い知らされました。 

 勿論、日本の文化のほうがいいなと思

う瞬間もありましたが、社交性の重要さ

に気付かされたのはこのツアーに参加

し、一歩踏み出そうとしてみたからだと

思います。このツアーに参加したことは

間違いなく私にとってとても貴重な経験

になりました。まだ他の諸外国に行った

ことがなく、今までは行きたい気持ちも

全くありませんでしたが、今は行って現

地を堪能してみたいという気持ちでいっ

ぱいです。他国の文化も尊重しつつ自国

の文化も大切にして、経験を増やしてい

きたいと思いました。 

 今回のツアーを通して私は新たな見識

を持つようになりました。参加する前ま

では人見知りで、知らない人とうまく話

すことすらできませんでした。英語が苦

手でしかも初海外だったので、未知の世

界に踏み込んで話しかけることにすら自

信を持てませんでした。初めに立てた目

標も「話しかけてみる」だった程です。   

 そんな状態のまま入国した私はやはり

初めは話しかけることをためらっていま

した。初日にロックスツアーといって現

地の方にロックスという地域を案内して

頂くツアーがあり、話しかけてみようと

言われましたが、考えて考えて「カンガ

ルーの肉はどのようにして食べるのがお

すすめですか？」と聞くので精一杯でし

た。しかし、同じ班の友人がよく話しか

けている姿や、お店などで何でも疑問に

思ったことを聞いている現地の方の姿を

見ているうちに、挑戦してみようかなと

思えるようになり、次の日にはマーケッ

トで買い物をすますことができました。 

 シドニーでは察する文化があまり無い

様子で、思ったことは言葉に出して伝え

ることが一般的な様で、質問にはよく答

えてくださるし、わからないことも「わ
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くからの慣習的な考え方が残っているばかり

に、急速に変化する社会事情についていけてい

ない節が多くあるように感じます。このように

日本について改めて考えるきっかけが、シド

ニーには至る所にありました。 

また、集団での行動により得られたものもあ

りました。班行動では、班員で目標を決め、目

標に向かってお互いに奮起し合い、達成してい

くことで、毎日進歩を感じられました。さら

に、集団行動において、どうすれば一人ひとり

が気持ちよく過ごせるのかといったことについ

ても考えることができました。（ロミーさん、

みさきさん、アドバイスありがとう！） 

シドニーでの１週間は、これまでの自分に比

べて、より柔軟なモノの見方をすることができ

るようになったと実感できる非常に実りのある

期間だったと思います。 

どんな相手からも学び、変わっていく 
生物生産学部 加賀爪優希  

朝の会・夜の会 
  ツアー中は毎日、朝と夜の2回、宿泊先での全体ミーティングが行われます。 

講師・同行職員が学生の体調を確認するとともに、共に過ごす仲間たちとそれぞ

れがシドニーで経験したことやそれらを通して得た新たな考え方、現地の人とのコ

ミュニケーションの取り方やそこからの気付きなどを、お互いに報告し合う場が設

けられています。お互いの「異文化体験」をシェアすることで、新たな発見をした

り、「もっとこうしてみよう、あんなことにもチャレンジしてみよう」という刺激を、お互

いに与えています。 
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ならすぐに出てくる意見がまったく口か

ら出てこず、自分に苛立ちました。相手

や先生の発言を理解すること、自分の意

見を英語にすることにいつもの何倍もの

集中力を使い、ありえないほど疲労しま

した。自分が英語をもっと学ばなければ

ならない意義をここで初めて見出せた気

がします。 

 そして、初めての自分と出会いまし

た。母国語でなら、日本でならできるこ

とが、自分が恥ずかしかったり、勇気が

なくてできなかったりしたことがたくさ

んありました。そしてそれらをこなして

いるメンバーの話や体験を聞いて、大き

な刺激を受けました。最後に、初めての

海外。私は英語に加えて、外国に対して

もあまり興味がなく、まさか自分が大学

初めての体験、初めて出会う自分 
教育学部 村上愛結           

 今回のシドニーへの留学は私にとって

初めてのことばかりでした。初めての英

語だけのコミュニケーション。私は英語

が得意でもなく、好きでもありませんで

した。英語を勉強し始めて7年たちます

が、私は、日常で一切必要ないのに、何

のために好きでもない英語を学んでいる

のだろうとずっと思っていました。しか

し、右も左もわからない初めての地で、

周りの人に助けてもらったり、店員さん

とコミュニケーションをとったりするう

ちに英語という言語が、自分と、異なっ

たバックグラウンドを持つ人とをつなげ

てくれていることを痛感しました。 

 そして、初めて自分の意見が伝わらな

いという経験をしました。ニューサウス

ウェールズ大学のディベートで、いつも
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緒に行った友達から刺激を受けました。

３日目の持ち寄り夕食会の時、準備の時

間が３０分しかなくどうしていいかわか

らないとき司会班が即座に動いて僕らを

動かしてくれて、時間通り準備ができま

した。あんなにすぐ臨機応変に行動して

人を動かせるのはとてもすごいと感じま

した。 

苦い経験を味わったからこそ 
情報科学部 松本岳大 

 僕はシドニーで様々な刺激を受けまし

た。シドニー行く前、僕は英語が苦手に

もかかわらずなんとかやっていけるだろ

うと思いあがっていました。そして、シ

ドニーに来て予想通り工夫を行えば相手

に自分の気持ちを伝えることができたの

です。僕はとてもうれしかったです。し

かし、時間がたつにつれて少しずつ悲し

くなりました。なぜなら、自分の気持ち

は伝えられても相手がなにを言っている

かわからないからです。相手は質問した

自分にうまく伝えようと何度もしてくれ

るのに、自分の勉強不足が原因で理解で

きない。僕は初めて相手の気持ちを理解

することができないむなしさを体感しま

した。最終的には理解したふりをするし

かない自分がみじめになりました。 

 次に僕はシドニーの人からではなく一

 最初は6人で自由行動していて、道を

聞くのも自分から行く機会が少なかった

が、途中から3人グループで行動し始

め、そこからは英語を話す量がかなり増

え、積極性も高まったと思う。 

 広島には海外からの観光客が多く、街

を歩けば必ず外国人を見かけるほどであ

る。そこで、シドニーでたくさんの人に

話しかけたように、広島でもたくさんの

外国人に話しかけたいと思う。 

 私はこの10日間で様々なことを学び、

大きく成長できたと思うが、この10日間

だけで満足せず、さらに成長できるよう

にこの日本での目標を達成できるように

意識していきたいと思う。 

 10日間のシドニー異文化体験ツアーで

私は日本との様々な違いについて肌で感

じることができた。1番大きな差がある

と感じたのは、コミュニケーションの積

極性である。電車やバスの中で初めて

会った人と話したり、ショップの店員さ

んとレジ中に話したりなど、日本ではほ

とんど見られない光景だと思った。 

 また、会話中の表情、ジェスチャーも

かなり違いがあると感じた。最初は急に

話しかけられて戸惑ってしまうことが多

かったが、日が経つごとに自分から

ショップの店員さんに "Hi！How  are 

you？"と話しかけられるようになった

り、バスの中で隣に座った人に話しかけ

る機会が増えていった。 

日本人とのコミュニケーションスタイルの違い 
薬学部 高橋諒  

 このように僕はシドニーでもちろん楽しい経

験もしましたが、苦い経験もしました。だから

次行くまでには、今回とは違う結果になるよう

にしたいです。そのために僕は次春か夏に留学

しようと考えているのでそれまで毎日英語は必

ず聞くようにし、相手の気持ちを理解できるよ

うになります。  

生のうちに海外に行くなんて思ってもみません

でした。この機会を与えてくれた両親や大学生

協の方にとても感謝しています。とても大きな

経験になりました。  



私は、今回のツアーで初めて海外へ行

きました。行く前までは、「ちゃんと現

地の人と喋れるか」等、かなり不安な気

持ちが強かったですが、日本に帰ってき

て、行ってよかったなと感じました。そ

う感じた理由の一つとして、行く前と

行った後では恥じらうことが減ったこと

です。実際、日本に帰ってきた後、バイ

ト先で接客していても、恥じらうことな

く楽しんで働けるようになったと思いま

す。また、もう一つの理由としては、海

外と日本との違いを生で体感できたこと

です。例えば、道に迷っているときに現

地の方から話しかけてもらったこと、マ

スクをして街を歩くと気味悪がられてし

まうこと、食べ物の量が異常に多いこと

などです。 

中でも、私が感じた一番の日本との違

世界は広いし、未来は明るい 
英語講座講師 大角千恵  

今後、増え続ける外国人、外国にルーツ

を持つ人々と、関わらずに生活はできな

くなるだろう。シドニーでは、実に様々

な国、地域をルーツとする人々がひしめ

き合っており、驚いたかもしれない。こ

れは「どこか遠い異国」のことではな

く、いずれ来る「未来の日本」である

と、私は考えている。 

 ツアー参加者には、このツアーで感じ

た思いを、将来へとつなげてほしい。海

外へ行きたい、働きたい、暮らしたい、

という人には、更なる挑戦をしていって

ほしい。何を見て、感じたのか、ぜひ一

人でも多くの人とシェアしてほしい。SNS

などで気軽に世界に発信できる今、誰も

が世界を変える力をもっている。世界は

広いし、未来は明るい。 

 世界は広い。シドニーで大きな一歩を

踏み出した学生たちには、海外に抵抗が

なくなったはずだ。一人での海外旅行

も、ぜひお勧めしたい。 

 日本にいようとも、常に海外にも目を

向けていてほしい。「夕涼みの散歩はナ

イル川のほとり」というエジプト人、自

国の歴史の話をするときは４０００年前

から、と想像もつかないほど昔の話から

するイラン人、日本酒にはまり自分で醸

造できるようになりたいと修行している

フランス人。これは世界中を飛び回って

聞いた話などではなく、人口２０万人弱

の一地方に住む私が、外国人住民から聞

いた話である。日本に住んでいても、外

国人を日常的に見かけるようになった。
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いは、現地の方に道を尋ねたりおすすめ

のお店を聞いて、分からないという返答

の場合、そのあとに必ず、その人なりの

情報を付け加えて教えてくださったこと

です。外国の人の温かさは日本とは違っ

た良さがあるなと思いました。 

このツアーではグループ行動がとに

かく多かったです。しかも初対面の人と

一緒のグループだったので、高校とかの

修学旅行とかとは違い、新鮮な感じでし

た。グループが4人という少なくもなく

多くもない人数だったので、誰かがして

くれるだろうという楽観的な考えは当然

ありませんでした。逆に、自分から積極

的に行動していかないといけないように

も思いました。このグループ行動を通し

て私は、意思表現すること、積極的に動

くことが必要なことなのかなと思いまし

た。 

 今回のツアーを通して、社会人になる上で必

要なスキルとは何かを実感することができたよ

うに思います。また今後、海外に行く機会があ

るときには恐れることなく楽しみたいと思いま

す。 

現地だからこそできた生の体験 
           理学部 神本晋作 

 前途洋々な未来へ向かって 
広島大学生協 英語講座担当職員 臧 博韵    

ツアーへの参加を決意した理由は千

差万別。まだ一度も行ったことのない

海外に行ってみたかったから、親や先

輩に勧められたから、長期留学の足掛

かりとして。決意した理由はそれぞれ

違うけれど、全員が、日本ではできな

い初めての体験がぎゅっとつまった濃

密な日々をシドニーで過ごしました。

建国の歴史を感じるロックスでのツ

アー、オーストラリアの食文化に触

れ、全員で楽しんだ持ち寄り夕食会、

大学では同世代の大学生の学生生活を

体感し、ユダヤ博物館ではサバイバー

の話を聞きました。盛り沢山の日程の

中で、各々が自分なりのチャレンジを

繰り返し、時には気がくじけそうにな

りながら、時にはまわりの人々の助け

を得て、再び奮闘し、そこから自信や勇

気、次の一歩に踏み出すための悔しさと

唯一無二の学びをつかみとることができ

ました。未知の世界に飛び込むための、

或いは新しい自分に出会うための最初の

一歩を踏み出すこと、そして多様な価値

観を知ると同時に自分自身と向き合うこ

と、それによって得られるものの多さが

自分自身の生きた経験として実感できた

のではないでしょうか。 

今回のツアーを契機として、ひとり

ひとりがこれからの大学生活や人生の中

でさらなる飛躍と広がりを求めて挑戦し

ていったのなら、これに勝る喜びはあり

ません。みんなの前途洋々な未来がとて

も楽しみです。 
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話すことはないのだが、英語でなら現地

の人と初対面でも話すことができた。初

めて本格的に話したのはRocksツアーの時

だったが、最初に思っていたほどコミュ

ニケーションにおいてのハードルはそれ

ほど高くないと思った。シドニーの方た

ちは僕たちの稚拙な英語でも理解しよう

と心がけてくれるような、親切な人たち

ばかりであった。特に大学へ行く際にバ

スの乗客のおじいさんが目的地になった

ら教えてくれた。それぐらい親切な方た

ちばかりであった。話すことはある程度

できるようになったが、聞くのがまだ難

しいと思った。現地の人々は普通に話し

ていると思うが、自分はとても早口で話

しているように感じた。 

英語を通して生まれた繋がり 
情報科学部 伊藤大智  

 グループのメンバーがしっかりしてい

たので、みんなについていけるようにし

た。真面目な人が集まっていたグループ

でしたが、自分の意見を主張することが

あまりなく、グループ全体の動きが決ま

らないことがあった。 

 グループの1人が班の中でも積極的にツ

アーのガイドの方に話しかけたり、質問

したりして、ほかのグループのメンバー

がそれに触発されて現地の人とコミュニ

ケーションをとることができた。全員が

それぞれ順番に現地の人々に道を尋ねた

り、商品を聞いたり、行先と電車があっ

ているか聞くことができた。 

 ツアーはあっという間に終わった気が

した。僕は普段は初対面の人と積極的に
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の中の文化や経済、相手を理解すること

が大切なのである。 

今回のツアーで、世界を理解したとは

思っていない。私が今回見たのはほんの

一部だからである。しかし、確実に、世

界を見るための、また、視野を広げるた

めのきっかけは掴んだ。自分の英語や感

情が伝わらない。自分を信用してもらえ

ない。その時々の対応の仕方。シドニー

では本当に多くのことを学んだ。学んだ

ことを忘れずに、このツアーで達成でき

なかったことをクリアできるようにこれ

から生活をしていく。僕の目指す世界像

は、全てのものが友となる世界である。

人だけでなく、ほかの動物や植物にも挨

拶をするほどの世界を目指す。シドニー

での経験は、僕に無限の可能性を与えて

くれた。自分の目指す世界像に向け、理

想を現実化してゆく。 

平和への一歩を確かに刻んで 
工学部  小薗邦生  

“視野が広がった”僕は、そう思っ

た。この異文化体験ツアーに行くまで

は、世界中が平和でない理由がわからな

かった。と言うのも、私の周りには、共

に協力し話し合える方々でいっぱいであ

る。このツアーで出会った仲間も、楽し

く、とても尊敬でき、これからも一緒に

いたいと思う人ばかりであった。団長さ

んや先生方も優しく、多くのことを私た

ちに伝えてくださった。 

日本には、私たちを取り巻く素晴らし

く平和な環境がある。これによって、僕

は、世界の姿や多様性を理解していな

かった。理解していなかったために、世

界平和の本質もわかっていなかった。僕

の敬愛する人物であるアインシュタイン

は、“ Peace cannot be kept by force; 

it  can  only  be  achieved  by  under-

standing.”という言葉を残している。世

女と同じ立場だったら「ごめんなさい、

私も観光客でその単語は知らないんで

す」と言って立ち去ってしまったかもそ

れません。しかし、そのドイツ人女性は

私に対してできる最大の親切を私に施し

てくれました。 

 これは私の推察ですが、彼女が本来優

しい人であるのに加えて、シドニーでの

優しい現地の人からの対応に接すること

でより親切さに磨きがかかったのではな

いでしょうか。というのも、シドニーで

親切にしてもらった経験をした後からは

私も人に親切にしよう、私が人からして

もらった親切を私も返そうと思うように

なったからです。 

 シドニーツアーは英語のスキルアップ

 シドニーは他人に対してとても優しい

国だと思いました。見知らぬ人間である

はずの私が道を尋ねても必ず親切に立ち

止まって最後まできちんと教えてくれる

し、目をしっかり見て笑って対応もして

くれました。そういう優しい人が育つシ

ドニーには心優しい人が集まってくると

いうことも感じました。 

 私がおみやげ屋さんで見かけた意味を

知らない英単語を隣にいた外国人の女性

に質問したところ、彼女はドイツ人の観

光客だったようで彼女もその単語を知ら

なかったようでした。ああ、しまったな

と思い「やっぱり大丈夫です」と言おう

としたところ、彼女は自分のスマホでそ

の単語を調べてくれました。もし私が彼

異国で触れた温かな思いやりの心 
教育学部 和田彩花 

のつもりで参加しましたが、英語をツールとし

て現地の人の親切心や優しさに触れることがで

き、英語は英語のために学ぶのではなく、コ

ミュニケーションのために学ぶべきなのだと改

めて感じました。 

 日本人の本城さんの話を聞いて、今までの自

分がすごく受け身な人間で、待っていればより

いい機会が待っているだろうという「棚から牡

丹餅」な人間であったことを期待していた自分

をすごく反省した。自分が積極的に動かないと

チャンスはやってこないという話がとても印象

に残った。 



今回このツアーに参加してみて最初は

外国に行くことに少し躊躇いがあったけ

ど実際行ってみて今まで知らなかったこ

とを知れたり、外国の大学に行ってみた

りといろいろな貴重な体験をすることが

でき、行ってよかったなと思いました。

その中でも僕が特に感じたことが２つあ

ります。 

1つ目は日本の文化との違いです。日

本とは違いオーストラリアは多文化社会

なのでいろいろな人種の人がいると感じ

ました。日本では外国人がいたら自分で

は思っていなくても自分たちとは違うと

いう理由だけで意識して見てしまったり

するけれど、オーストラリアでは自分た

ちとは違うという理由だけで相手を遠ざ

けたりせず、みんな違うということをみ

んなが認め合っているように思いまし

た。それは幼稚園など小さい頃からいろ

いろな国の人とかかわっているからこそ

できることだと思います。日本でそのよ

うな環境を作るのは難しいかもしれない

けれど互いの文化を認め合うことはでき

ると思うのでみんなが認め合えるように

なっていければいいと思いました。 

2つ目は英語の大切さです。今まで英

語は大切だということは何となく理解し

ていたけれど、日本で英語を日常的に使

う機会はほとんどと言っていいほどな

かったので今回実際外国に行くことでそ

の重要性を改めて感じることができまし

た。英語を使うことで様々な国の人と会

話することができるし、逆に英語が話せ

ないと自分に様々な不利益が生じること

も身をもって感じられました。思ってい

ることを正確に伝えることの難しさや相

手の人にうまく伝えられた時の喜びなど

多くのことを学んだのでこれから勉強し

てもっと英語を使えるようになりたいと

思いました。 

オーストラリアに行かなければ知らな

いことや気づけなかったことがいろいろ

分かったので今回学んだことを忘れずに

これからの大学生活や将来に活かせてい

けたらいいと思います。また、今回外国

に行ってみて自分なりにできたと思うこ

異文化理解のためのツールとしての英語 
広島大学生協 英語講座担当職員 徳光和政  
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ることです。日本ではおとなしかった学生が現

地の人に積極的に話しかけたり、あきらかに雰

囲気が変わっていきます。そして夜の会やまと

めの会でその報告を受けるのが楽しみになりま

す。                    

6日間という短い滞在期間ですが、普通の海

外旅行では体験できないことがいっぱいです。 

このシドニーでの経験がこれからの大学生活や

人生経験に役に立てたらこんなにうれしいこと

はありません。 

際に使っていく場がシドニーなのです。 

 それと共にこのツアーでは、シドニー

と日本の文化の違い、すなわち「異文化

体験」をすることも目的の１つです。そ

れはシドニー空港に降り立ったときから

始まります。周りは全て英語の表記で日

本語の表記はありません。空港からホテ

ルに行くのも英語の表記を見ながら交通

機関を探します。建物、交通機関、飲食

物、信号や横断歩道１つとっても日本と

違います。どちらがいいとかは関係あり

ません。日本で当たり前と思っていたこ

とに対して、違うものもあるのだという

ことを知ってほしいのです。これは実際

に現地に行かなければ体験できません。

違うものがあるのだということを体験す

ることで視野が広がるのです。 

 ツアーの行動は、３～５名のグループ

で行動します。これは安全確保というこ

とはもちろんですが、お互い励まし合

い、刺激し合ってほしいという思いがあ

ります。海外で言葉や文化も違う中で、

仲間の存在は心強いですし、頼りになり

ます。 

 このツアーを引率して一番の喜びは、

学生の変わって行く姿を近くで感じられ

私は今回で３回目のシドニー異文化体

験ツアーの引率になりますが、シドニー

の街はいつでも私たちを暖かく迎えてく

れます。 

それはシドニーという街が様々な人種

の人から成り立つ多民族都市だからだと

考えられます。この街では、様々な人種

の人が「英語」という共通のコミュニ

ケーションツールを使って生活していま

す。だから、私たちが「英語」を使うこ

とが出来ればその中に飛び込んで行くこ

とが可能です。参加する学生は小学校か

ら英語を勉強して英語が出来る学生たち

ですが、シドニーに行き、実際に英語で

コミュニケーションを取ろうとすると

「会話が早くて聞き取れない」「訛りが

ひどくてわからない」「発音が難しい」

といったことをよく聞きます。それは、

学生たちが英語という学問を勉強してい

たけれど、コミュニケーションツールと

して使用していないからです。この英語

講座では前期の講座を通してコミュニ

ケーションツールとしての英語、また会

話以外の「アイコンタクト」「スマイ

ル」「握手」「ボディランゲージ」など

を実践していきます。そしてそれらを実

 英語を通じて 人・文化・自然 と出会う10日間  

多様性のある街を訪れて変わった価値観 
工学部 一樂勇登  

とはあったけれど、もう少しこうすればよかっ

たなど後悔していることも少なからずあったの

で、次外国に行く機会があれば今回できなかっ

たことも積極的にできたらいいと思います。 
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いうのが当たり前だということもわかっ

た。なので、これからは海外の観光客に

は積極的に会話をして日本人の観光客は

そっとしておく、というように文化の違

いも考えて対応していきたい。 

 次に、反省することがあった。それ

は、たくさんの現地の人と会話ができな

かったことだ。話しかけるのもインフォ

メーションの人など仕事の人ばかりに

なってしまったし、質問も同じようなこ

とばかりになってしまった。次に海外へ

行くときは、様々な質問を考えておいて

一般の人に尋ねるようにしたい。 

 このような気づきや反省は海外に実際

に行かないと分からなかったので、今回

のツアーに参加して良かったと思う。今

回学んだことを生かしてこれからも英語

を頑張っていきたい。とても楽しかっ

た。 

行く前に想像していたよりも 

生物生産学部 田畑洋子  

 私は今回シドニーに行ってよかったと

思った。なぜなら、楽しく異文化につい

て学ぶことができたからだ。さらに、

様々な発見をすることができた。 

 まずは、気が付いたことが二つあっ

た。一つ目は自分の英語が思ったより通

じたことだ。簡単な英語しか話せなかっ

たが、相手に伝わったことにより今まで

の成果を感じることができてうれしかっ

た。よってこれからは日本でも英語を

使っていきたい。例えば道案内をする時

だ。今までは自分の英語に自信がなかっ

たためジェスチャーのみで案内していた

が、これからは会話を交えていこうと思

う。 

 二つ目は想像していたよりも人がフレ

ンドリーだったことだ。特にエレベー

ターで一緒になったときに会話すること

や、すれ違ったときに挨拶をすることに

は驚いた。また、観光客に話しかけると
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思っていたとしてもその経験が必ず実を

結ぶ時が来る。大丈夫。 

そしてこんなことを言われたら君たち

はびっくりするだろうか。君たちがシド

ニーに行って経験したこと、学んだこ

と、すべてが将来の日本を、世界を変え

る力になると。「興味ないし－」とは言

わないで。君たちが生きていく世界の話

をしているのだから。しかもとてつもな

いおおきな話をしているのではない。君

たちがシドニーで体験したアイコンタク

ト、握手、スマイル、まずは話してみる

こと、理解しようと努力すること、違う

立場の人をリスペクトすること。そこか

ら世界を変えることができるのだから。 

全ての経験がいつかあなたの糧になる 
英語講座講師  坂ノ上 真紀 

シドニーで君たちはどんなことを学ん

だだろうか。それぞれが違う体験をし、

それぞれに学びと成長を遂げたに違いな

い。英語を思う存分話せた人も思ったほ

ど話せなくて悔しい思いをした人も、明

らかに自分の成長や変化を感じられる人

もあまり目に見えて感じられない人も

様々だろう。 

人生における経験はすべて良い経験も

悪い経験も、自分が真摯に向き合うこと

さえしていれば必ず糧になるものだ。だ

から君がもし内心「シドニーでは英語も

喋れなかったし友達とも仲良くなれな

かったし失敗してばかりで楽しくなかっ

た。外国も英語も好きじゃない。」と

地に行けたり、コミュニケーションが楽

しいと思うようになるなんて思ってもみ

ませんでした。 

8日間で1つも後悔したことはありま

せん。カンガルーやエミューのお肉を食

べたこと、オペラハウスに虹がかかって

いるところを見られたこと、日本人が誰

も知らないような島に行ってきれいな夕

日を班員と見られたことなど、素敵な思

い出は挙げたらきりがありません。 

このツアーで学んだ最も大切なこと

を紹介してこの感想文を終わりにしよう

と思います。大切なことは、「相手に素

直に伝えたい」という思いをもってコ

ミュニケーションをするということで

す。これは万国共通だと思います。自分

の気持ちを抑え込んだり相手に合わせた

私はTOEICの点数は壊滅的で、英語を

使わずに一生を終えたいと願うほど英語

に対して苦手意識を持っていました。し

かしツアーを通して英語はもちろん、コ

ミュニケーションをとることが好きにな

りました。 

私はとても後悔することが多く、そ

れでいて特に積極的に行動することなく

過ごしていました。ロミー先生からの毎

日の愛の激励がないと、このツアーも後

悔だらけで終わっていたと思います。ロ

ミー先生が「せっかくシドニーにお金を

払ってきて、できる環境があるのにどう

してやらないの？後悔するよ！」と毎日

励ましてくれたおかげで、今まででは想

像できないほど積極的に行動できまし

た。まさか自分がスマホを使わずに目的

後悔しないために、自分に正直に 
総合科学部  原西 麻生  

りばかりしていた私ですが、このツアーでコ

ミュニケーションを心の底から楽しめるように

なれたと思います。英語学習の励みになる体験

となりました。皆さんありがとうございまし

た。 



 私は今回シドニーでのツアーに参加し

ました。私は英語に対して苦手意識を

持っていました。そこでこの苦手意識を

少しでも改善して好きになれたらという

思いで参加申し込みをしました。そして

ツアーを通して思ったことは主に「英語

ができたら世界が変わる」ということで

す。これは当たり前といえば当たり前の

ことでおそらく多くの人が認知している

ことであると思います。しかし私はシド

ニーにいって本格的に英語での生活に触

れてこれを実感しました。ツアーガイド

さんが多くを語ってくれているのに私が

理解できたのは半分程度でした。もし私

が英語のスピーキング、リスニングのス

キルがあれば、話を理解でき自分の中で

多くの発見ができていたと思うと悔しい

です。 

 保育園に訪問した時、園長先生夫婦の

話を聞きました。奥さんはタイ人でとて

も貧しい暮らしをしていたそうです。タ

イのパスポートは日本のパスポートとは

違って世界どこでも行けるわけではない

とのことでした。でも奥さんは英語が喋

れたのでオーストラリアに移住しオース

トラリア国籍をとって今の旦那さんと結

婚できたと聞きました。英語が喋れるだ

けで人生を変えることができるという実

際の話をきいて本当に世界が変わり、自

分の可能性を広げてくれるのだと実感で

きました。 

 日本に帰ると英語で生活することを強

いられることはありません。つまりは自

分で行動しないと何も変わりません。だ

から今の生活から一つずつでも変えてい

けたらと思います。英語が苦手であるこ

講座での学びが現地で生きる 
工学部 松田恵祐 

離が少し遠くて握手やハグなどができな

かったので、相手との距離感がとても大

切だと感じた。 

 買い物をしているときに店員に出身地

を聞かれたとき、出身地にプラスアル

ファ―の情報を伝えることができて会話

が弾み、英語でコミュニケーションをと

る楽しさを感じることができた。 

 またシドニー6日目には体調が悪くな

り、プランが崩れてショックであり、病

院に連れていかれてインフルエンザと診

断され、本当についてないと思った。医

者からは「残りのシドニー楽しんでね。

君はベッドの上だけど」と日本では味わ

うことのできないジョークを言われた。

このジョークだけは通訳はいらないくら

 私は、このツアーが初海外だったた

め、自分から外国人の方に話しかけるこ

とができるか、また会話を続けることが

できるのか不安だったが、グループのメ

ンバーが積極的に話しかけているのを見

て、勇気づけられて話すことができるよ

うになった。日本人と話すくらいの声の

大きさだと少し心配されたり、会話がス

ムーズにいかなかったりしたので日本と

の違いを実感した。 

 道などを聞くと、親切に対応してくれ

て気軽に質問できるようになった。また

講座でやったアイコンタクトを主に意識

して会話するようにしたら相手が親身に

なって接してくれてアイコンタクトの重

要さを実感できた。相手と話すときの距
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 英語を通じて 人・文化・自然 と出会う10日間  

英語ができるからこそ選ぶことができる道 
工学部 松浦竜司  

自分の実力を知り、向き合うことができた 
教育学部 齊藤彩夏  

 私がこのシドニー異文化体験ツアーに

参加した目的は自分自身が現時点でもっ

ている英語運用能力の確認と向上させる

きっかけを掴むことと異文化、特に教育

について知ることでした。私は教英です

が特に英語を用いて話すことに少し苦手

意識を持っていて、また海外に行くのも

このツアーが初めてだったため最初の頃

は期待よりも不安が大きかったです。 

 しかし、シドニーで６日間をほぼ英語

漬けで過ごせたことで私の英語力につい

て参加する前よりも具体的に把握できま

した。話す力はもちろんリスニングにつ

いても特に大学訪問ではほとんど聞き取

れなかったことから力不足を感じまし

た。こちらから相手に話しかけたり長く

話を続けたりすることは残念ながらあま

りできませんでしたが、これも良い経験

になったと思います。反省点は大学や幼

稚園訪問の際に自分が知りたいことをほ

とんど質問できなかったことです。質問

内容は予め用意していながらも積極的に

聞けなかったのはとてももったいないこ

とだったと痛感しています。それでも１

回大学で教員制度について聞く事ができ

たのはこれからの励みになるでしょう。

これらのことはこれからの後期講座、ひ

いては大学生活において改善・向上でき

る事柄であるので早い段階で気づくこと

ができてこれだけでもシドニーツアーに

参加して本当に良かったと思います。 

 また、このツアーで日本とは違う言

語、文化、歴史を肌で感じたことは私とは縁遠く

感じていた外国を身近なものにする大きなきっか

けになりました。この日本でも十分に学ぶことは

できるかもしれませんがもし機会と余裕があれ

ば、今まで心の中で躊躇していた留学をして英語

と外国の進んだ教育制度を学びたいと強く思いま

す。  

とを変えられませんでしたが、やってみようと

いう意思がうまれたのは大きな進歩だと思いま

す。とても充実したツアーとなりました。 

いはっきり聞こえて不思議だと思った。このよ

うにいろんな経験から人の温かさを感じること

ができた良いツアーになったと思う。 



 私たちがシドニーについて一番初めに

受けた洗礼はこのロックス・ツアーで

あったように感じる。事前学習や準備で

入念に備えていたにも関わらず、「わか

らない」のである。話す速度も私たちの

ことを配慮して下さっているのであろう

が、内容がほぼ一部分しか聞き取れない

のである。   

 日本で聞いてきた英語とは違う、生の

英語によって、私たちの旅行感覚を残酷

にも切り捨てた。 

 文化についても、語る内容も日本とは

全くの別物であり、聞き取れても内容が

理解できないことも多々目立った。しか

し、私たちはこのロックス・ツアーで初

めに、「これは旅行ではない」と気づけ

たことが大きかった。学生たちの顔つき

も真剣になり傾聴している姿が窺えた。

内容はとても日本とは異なったもので、

何度も驚かされた。ロックスという場所

には当時の生活感が多くみられた。とて

も有意義な生活をしていたとは言えず、

想像以上に壮絶な環境であったのだろう

と想像に難くない。 

 内容とは関係ないが、私たちのグルー

プを担当して下さった方はフィジー出身

で、独特な発音で語られることで、その

世界観に浸るような感覚に陥った。これ

は日本に居たら知り得なかった感覚なの

で、素晴らしい経験であったように感じ

る。 

 ロックス・ツアーでは、ロックスの地

にまつわる歴史だけでなく、ほかの大事

なことにも気づかせてくれる最高のツ

アーであった。 
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26日の午後はセント・メアリー大聖

堂とその周辺を散策しました。自由行

動初日とゆうこともあり、慣れない中

道を尋ねながらの活動であり聞こえて

くる英語もとてつもない速さで、これ

が生きた英語なのかと驚愕しっぱなし

の初自由行動でした。 

27日はハーバーブリッジを徒歩で

渡ってルナパークに行ったり、オペラ

ハウスやボタニカルガーデンを散策し

ました。28日にはフェリーに乗ってタ

ロンガ動物園に行きました。これらの

活動の中で感じたのは「多文化」で

す。偶然電車に乗り合わせた学生は、

アジア人、白人、黒人など多様でし

た。幼い頃から様々な文化に触れてい

ることが想像されて、日本との違い感

じました。 

続く29、30日は動物園や水族館と、

自然とふれあいにふれあい尽くした2日

間となりました。この日ぐらいから、

班も打ち解け始めて現地の人から道を

聞かれたりといった話しかけられた時

も、ただ答えるだけでなく話を発展させ

られるようになっていきました。また、

この日は中華街や飲食店などに行く中

で、ご飯の量の多さや店員の自由さに気

づきました。 

そして最終日の８月31日の一日自由

行動はブルーマウンテンに行きました。

日本では見ることのできない雄大な景色

を楽しむことができました。また日本と

同じように景観に配慮していると感じま

した。例えば信号機が無かったりしまし

た。この日はハイキングもして班の子た

ちともたくさん話すことができたしすれ

違う人にも話しかけることができてとて

も積極性を実行できた日でした。 

緒方健太 前田遥香 

丸山智生 村上愛結 

來實柚樹 川瀬俊介 

末永葵衣 田畑洋子 

箕手椎菜  
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私たちはUNSWに3日間伺って1日目に

大学施設の見学、2日目と3日目には主に

プレゼンテーションを行うクラスとディ

ベートを行うクラスに分かれて現地の授

業を体験させて頂いた。 

大学施設の見学で感じたことは、よ

い研究内容に対する援助が充実していた

り、よい研究成果については成果を展示

してあって、学生のモチベーションが上

がる環境になっているように感じた。ま

た、留学している方の発表も聞いたが、

自分がUNSWで何をしたいのかという目的

がしっかりしていた。 

プレゼンテーションのクラスでは、

最初にプレゼンにおいて重要なことを学

んだ。笑顔や目線などは勿論のこと、1

番大切なのは相手を楽しませることだと

知った。そして、グループに分かれオー

ストラリアの各州毎に発表を行った。

日本の授業と異なる点は発表後に聞き

手側が良かった点と改善点を言うこと

だ。発表後すぐに評価を伝えること

で、振り返りや次に向けての目標が明

確になると感じた。また改善点につい

て、先生が「批判ではなく、より良く

するためのものだ。」とおっしゃって

いたのが特に印象に残っている。 

ディベートクラスでは、話し方では

積極的にはっきりと自分の意見を伝え

ることが大切と学んだ。ディベートの

やり方では、意見を考えるときには、

自分の側の意見だけを考えるのではな

く、自分の主張に対する相手の反論、

相手の主張を考えておくことで、ス

ムーズに、またしっかりと根拠をもっ

て発言できることを学んだ。 

金光恒聖 遠藤美香 

德島志保 

 ユダヤ博物館でのアクティビティの

ため、私たちは『アンネ・フランク』

を読んで予備知識をつけた状態でした

が、実際にユダヤ博物館に行ってガイ

ドさんやsurvivorの方の話を聞いてみ

ると、私たちが想像していた以上に壮

絶で過酷な当時の状況を知ることがで

きました。 

 survivorの方の、夜寝る時に母の寝

息を確かめていたことが数少ない母親

の記憶であるという話や、ガイドの方

から、収容所で死ぬか働くかの究極の

選択を迫られ、劣悪な環境の中でも生

きるために働かざるを得ないという人

権を無視されたひどい扱いを受けた当

時のユダヤ人の生活の話を聞く中で、

家族で過ごす時間がほぼ無いような激

動の時代、人種差別が国家レベルで扇

動されていた負の時代がつい最近まで

続いていたことに衝撃を受けました。 

 日本での日々の生活やシドニーツ

アーという平和で穏やかな時間の中で

は、私たちはついつい過去の惨状を忘

れてしまいます。しかし、私たちは戦

争の恐ろしさ、辛さ、悲しさを忘れて

はならないのだとユダヤ博物館訪問に

よって改めて思いました。 

 survivorの方が日本人の私たちに当

時の悲惨な状況を話してくださったの

は「父や母といった大切な人を含め多

くの人が亡くなったことを忘れてはな

らない」「家族がいなくなってしまっ

たのに、そのことを話さないのは

guilty(罪)であるから」と仰っていま

した。survivorさんは、忘れることが

罪深いという強い気持ちで私たちに戦

争の悲惨さを伝えてくださっていま

す。私たちはその意思を重く受け止め

て戦争や差別の怖さ、残酷さを心に留

め、後世に残していくべきだと思いま

した。 

赤穂圭亮 原田大暉   

安武幸世 和田彩花 
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 シドニーツアー3日目の夜、ツアー参

加者全員で持ち寄り夕食会が行われ

た。班ごとに食材を持ち寄って行うも

のだったが、予想以上に準備が難航し

た。その原因は班ごとの役割や集合時

間、集合後の活動など、全員の情報共

有ができていなかったことだ。そのほ

か日本にない規模のスーパーでの買い

物は商品を見つけるだけでも大変だっ

た。 

食材が集まってからも、慣れない状

況のためにその後の自分の行動を決め

かねてすぐに動けなかった人も多かっ

た。しかし時間が迫り、先生の促しも

あって徐々に作業は動き出した。戸

惑っていた人も、作業が進むにつれて

自分から仕事を見つけて動き出すこと

ができるようになった。互いに班の枠

を超えて、協力することができた。準

備が整ってからは各々が好きな食材で

サンドウィッチやピザを作ったりし

た。司会班を中心としたYES/NOゲーム

や自己紹介ゲームのアクティビティを

通じ、それまで関わりのなかった人と

も盛り上がることができた。その後の

片づけでは、最初の準備とは比べ物に

ならないほどスムーズに作業が進んで

いった。 

持ち寄り夕食会は数人の班単位で行

動が多い中、お互いよく知らない大人

数が協力しなければならないことも

あって難しいことも多かった。しか

し、協力することで楽しみを得る体験

を通じて、グループ全体の絆が深まっ

たと感じた。情報共有と協力、慣れな

い環境でも目的を果たすための柔軟性

の大切さを学ぶことができた。 

ツアー3日目、オーストラリア先住民

をルーツに持つガイドさんにアボリジ

ナルの人々がどのような暮らしをして

いたのか教えていただいた。アボリジ

ナルの人々は様々な道具を駆使して獲

物を捕らえていた。ブーメランが有名

だが、直接獲物に当てて使うものあれ

ば、音で獲物を脅かすために使われた

ブーメランもあった。 

アボリジナルの人々は、草も用途に

合わせて活用していた。その草は細長

いしっかりした緑色の葉っぱの草で、

第一に葉の根本の方を噛むことで喉を

潤すために用いられていた。第二に、

籠を作るための素材として活用してい

た。葉を細く裂き、それを編んで作る

のである。 

カンガルーの毛皮は、主に荷物運び

または寝具として使われ始めたが、

オーストラリアの南部は冬に雪が降る

ことから、毛皮を日常的に着ており、

他の寒さが厳しくない地域では、毛皮

を日常的には着ていなかったこと。同

じオーストラリアでも気候が違うこと

により衣服には地域差があったことが窺

える。 

アボリジナルツアーの後半では、通

過儀礼のことを教わった。アボリジナル

の人々は幼いころに、男の子は前歯を、

女の子は小指を海に捧げる。これは、普

段、海から魚などの食料を頂いているの

で、その恩返しということで行われるそ

うだ。ガイドさんの「Give＆Take」の

キーワードからも、アボリジナルの人々

と海との間には密接な関係があったこと

が窺える。 

 アボリジナルの人々の生活から「知恵

を絞って自然とともに生きる」というこ

とを見ることができた。このことは人類

にとって大変重要なことだといえよう。

しかしながら、現代人はそうではないの

ではないか。思考をやめた現代人の在り

方を改めなければ、我々に未来はないと

思った。  

松本岳大 飯塚日向子

内藤涼太 脇田優作 

永田実映  

甲斐健佑 松本航希  

三浦心之祐 品川琴乃 

八木春香  
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私たちI班はツアー3日目の8月26日の

午前中に保育園訪問を行った。今回は保

育園訪問で感じたこと考えたことについ

て２点書く。 

1つ目は、園児に対する先生の数が多

いことだ。日本では園児が4歳以上の場

合、園児30人に対して先生は1人となっ

ている。しかし、今回行った保育所では

日本より高い比率で先生が園児に割り当

てられていた。その分、先生は園児1人1

人に対してより気を配ることができる。

そして、先生は園児に対して何をするの

か活動を強制していなかった。そのため

園児は自分の好きなことを自由にするこ

とができる。そうすることで自主性や創

造性が育つと考えられる。 

2つ目は、多くの国籍の子供たちがい

ることに対する配慮だ。今回行った保育

所には欧米系の子、アジア系の子、など

多くの国籍の子供たちがいた。そのた

め、朝最初にクラスで集まった時に

様々な国の挨拶をしていた。そし

て、昼ご飯もいろいろな国の食事を

食べることができ、保育園にいると

きから様々な国の文化を実際に体験

する機会がある。幼いころから多く

の文化に触れあう環境にいること

は、グローバル化が進む中日本人が

世界で生きていくことを考える上で

見習うべき姿勢だといえる。 

最後に今回保育所で担当してく

ださった先生は「自分と違う文化を

持つ人がいてたとえその文化を理解

できないとしても互いの文化を認め

合うことが大切」だと言っていた。

シドニー異文化体験ツアーを通して

様々な文化に触れた。それぞれの文

化に優越をつけるのではなく、それ

ぞれの文化を認め、様々な国の人が

共存できるような社会を作っていく

ことが大切だと思う。 

 

 私たちはSydney Adventist Hospital

へ訪問した。この病院はprivate hos-

pitalであり、元々はサナトリウムで

あった。キリスト教徒が建てたので、

施設内に教会やベジタリアンレストラ

ンがあった。印象的だったのは現地の

方のボランティア精神だ。キリスト教

の文化によって日本以上に寄付の文化

が根強く、病院には草木の多い庭が

あった。それは「リラックスできる場

をつくってほしい」という患者の要望

に応え、多くの寄付によって作られた

と聞いた。また、海外の医療設備が不

十分な国へ医師が赴き、無償で治療し

ていると聞いた。困っている人のため

に何かするということが、現地の方は

当たり前にできていて素晴らしいと

思った。 

病院内を回って印象的だったのは、

日本でいうナースステーションのよう

に医療従事者が一か所に集まっていな

いことだった。医療従事者が病院内の

いろいろな場所で仕事をしたり、

話をしたりしており、患者が医療

従事者に親しみを覚えやすいよう

な病院づくりであると感じた。ま

た、患者中心の考え方で、病室に

ホワイトボードを置くなど、担当

する全ての専門職が同じ情報を共

有できるように工夫されていた。 

 また、日本とは違って、オース

トラリアの病院には二種類あるこ

とが分かった。privateの病院は医

療費がかかるが、患者が医師を選

び、すぐに治療を受けることがで

きる。一方、publicの病院は無料

だが常に順番待ちで、患者は医師

を選べない。すべての医療機関で

同等の医療が安価で享受できる日

本とは全く異なる医療機関の制度

に驚いた。日本の医療が今後どう

あるべきかを考えるためにも、海

外の医療制度にも目を向けるべき

だと思った。  

磯本隆司 柴田桃寧  

中西美季 日浅正紀  

大屋凜太郎 一樂勇登 

藤井美帆 守山映見里  
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編集：ツアー参加メンバー/英語講座スタッフ 

発行：広島大学消費生活協同組合 

    東広島市鏡山1-4-5 電話: 082-424-2525 

発行日：2020年1月31日 

選択オプショナルツアー(病院訪

問、保育園訪問、アボリジナルツ

アー他) 

 2020年度ツアーは4月中旬に 

 詳細確定予定！(下記は昨年の例) 

ツアー出発予定日 8月20日(木）、27日(木)、30日(日)、9月3日(木)  


