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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、新型コロナパンデミックで2020年

春を最後に休止していました。2022年夏は2年半ぶり第13回目の実施となりました。今回は広島大学の学生25名が参

加し、英語講座講師と生協職員が現地でツアーのサポートをしました。参加者がこの海外体験を経て学んだこと、得たも

のを契機として、次の新たな一歩へと踏み出すことを願ってやみません。 

スケジュール 

8月22日 
16:00 羽田空港集合・オリエンテーション 

19:30 羽田空港発 

２日目 

06:25 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 

18:30 夕食交流会 

３日目 

10:00 UNSW（ニューサウスウェールズ大学）訪問（大学生との交流、大学プレゼン、キャンパスツアー） 

午後 グループ別自由行動 

18:30 持ち寄り夕食会 

４日目 
10:00 ユダヤ博物館 

午後 グループ別自由行動 

5日目 
 

午前 選択アクティビティ（アボリジナルツアー、コカトゥー島訪問のいずれか） 

午後 グループ別自由行動 

6日目 終日 グループ別自由行動 

7日目 

午前 グループ別自由行動 

16:00 まとめの会 

19:00 グループ別自由行動 

08:15 シドニー国際空港発 

17:05 羽田空港着 到着後解散 
8月29日 

※朝食は毎朝8時から。夕食は3日目以降

はグループ別自由行動の中で食べまし

た。 

※2日目夜から7日目夜まで、朝と夜にそ

れぞれ朝の会・夜の会を実施しました。 

宿泊：Sydney Central ＹHA  
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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で集合しました。その後、出国審査。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だったかもしれません。そして、出発を待つ間に、最初

のガイダンス。 

 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 CENTRAL 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。 

実際に来なければ分からなかった 

Snow 幸 利沙子  

英語は諦めない心 

                      Mia 佐々木 美緒   
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出会ったみんなのおかげで成長できた 

Mic 寺田 桜弥子  
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様々な観点から物事を見る 

Pea 大谷 翔輝  

ロックス・ツアー 

 YHAに着いて、到着ガイダンス。そのあと、ホテルに荷物を預けてグループ別自由行動へ。グ

ループ毎にランチを食べて、サーキュラーキーの現代美術館前の芝生に集合。初めて目にす

る、オペラハウスとハーバーブリッジに感動しました。 

 ロックス・ツアーでは、シドニー発祥の地を巡り、その歴史を学びました。なにより、ガイドさんから

英語のシャワーを浴びて、一気に英語スイッチが入りました。爽やかな春の陽気でしたが、途中か

ら俄かに曇り、雨が降り出し、一転して真冬のシドニーなりました。 



自信もつき、話すことに抵抗がなくなっていった 

Milet 竹内 萌音  

「何でもありだな」と感じました 

Ella 三輪 朱莉  
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現地に移住した日本人話を聞く 

 愛媛からシドニーに移住した山本至さんの話は衝撃的でした。日本人の英語が通じないのは、

声が小さいから。大きな声で話せば、それだけで通じる。文語と口語は違う。そして、「現地の人に

迷惑をかけよう」のアドバイスは、参加者の背中を思いっきり押してくれました。レストランで、Tシャ

ツ屋さんで、お土産物屋さんで・・・・具体的な迷惑のかけ方を教わって、早速実践した参加者も

たくさんいました。そこから、コミュニケーションが広がりました。最後に至さんは、「迷惑をかけた

ら、今度は日本でお返ししてください」と。 
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違いをたくさん発見できて面白かった 

Pine 松岡 菜生 

group B 
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とびっきりの笑顔と出会う 

Nadia 吉田 有希  

group C 
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夕食交流会 

 シドニー最初の夕食は、至さんを囲んで、YHAのグランドフロアにある IN CAFEで。T-ボーンス

テーキに舌鼓。 

 至さんの「迷惑をかけよう」の最初のミッションに挑戦もしました。「箸をください」「しゅうゆはありま

せんか」・・・・。山本さんと、また参加者同士の話が弾みました。 

自分にしかない学びで 

Sophia 神原 陽  

日本ではあまりない経験は非常に新鮮 

May 木原 万優子  

 



Page 9 SYDNEY TOUR 2022異文化体験ツアー報告集  

大学交流(UNSW) 

 最初は、UNSWの学生たちとディスカッション。グループ毎に現地の学生が入って

の話は、すごく盛り上がりました。同じ大学生同士、話題は尽きることがなく、どのグ

ループでも笑顔が広がり、歓声が上がったりしました。仲良くなったUNSWの学生と後

日また会って遊んだり、SNSで繋がったりもしています。学生との交流の後は、大学

の職員によるUNSWについてのプレゼン。そして、キャンパスツアー。キャンバスはと

ても広く、特徴的な施設をそれぞれ大学のスタッフに紹介していただきました。充実

した施設に、うらやましく思ったり、ここに留学したい、と思ったり。 

想像をはるかに上回る体験ばかり 

May 西 慶  

私の人生を大きく変えた出来事 

Snow 田原 雪 
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自分の思っていた常識は日本においてのみ有効 

Josh 森表 直哉 

挑戦、そして諦めないことの大切さ 

Sunny 森下 陽音  

持ち寄り夕食会 

 スーパーや市場でシドニーの「食」を探求。さま

ざまな気づきがあり、異文化を体験します。グ

ループ毎に担当した食材を買ってきて、YHAの

Level.9の会議室でみんなでシェアしました。 



Page 11 SYDNEY TOUR 2022異文化体験ツアー報告集  

一生忘れられない大切な思い出 

Harper 村上 萌  

 

最も楽しく最も成長できた旅 

Sophy 坂向 偲乃 

ユダヤ博物館 

 オーストラリアはナチス・ドイツに迫害を受けたユダヤ人たちを受

け入れました。ホロコーストを知ることは、グローバルな世界で活

躍していくには必須のこと。館内のツアーの後、サバイバーの体験

談を聞きました。 
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「殻を破る」こともできた 

David 坂倉 諒  

group D 



「今異文化を体験できてる！！」 

Pon 勝本 彩花 
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group E 
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積極的に話しかけるマインドを忘れない 

Leon 加藤 大輝  
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「現地の人に迷惑をかけよう」ということを意識して 

Luke 齋藤 翔太 

朝の会と夜の会 

 毎朝、朝食の後はシアタールームで「朝の会」。その日の予定の確認と、使いたい英語のフレー

ズなどを確認。 

 そして、毎日21時からはLevel.9の会議室で「夜の会」。その日に感じた異文化をシェアしまし

た。また、英語でうまくいったこと、うまくいかなかったこと・・・様々な体験を共有することで、経験

や学びは何倍にもなりました。 



五感を使って体験しなければ、絶対に得られなかった 

Zoe 山添 多希緒 

テーマパークにいるような、非日常感がありました 

Schumann 佐々井 駿  
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。 

選択アクティビティ(アボリジナルツアー & コカトゥー島) 

 アボリジナルピープルが先住していたオーストラリア。彼らの生活、文化を学ぶ

ツアー。彼らがしていたように草を編み、楽器を鳴らし、ブーメラン・・・は投げず

に手に持つだけでした。 

  

コカトゥーアイランドは世界遺産の島。かつての囚人施設と造船施設。 
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成長には挑戦が必要だということ                                

Jack 福田 航平 

英語を通じて 人・文化・自然 と出会う8日間  

8日間感動しっぱなしでした 

Owen 佐藤 鴻成 

朝食はYHA  

 朝食はLevel.1で。トーストとシリアルとヨーグルト、フルーツジュース

とホットコーヒーなど。毎日同じメニューでしたが、YHAスタッフとの短

い交流なんかもあったりして、楽しい時間でした。途中からはAll 

Englisfで英語スイッチを入れる朝食会になりました。 
休日の朝はこれらが

紙袋に入れられて用

意されました。 
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自分もここで暮らしてみたいな 

Wendy 栂井 日南子 

group F 
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3年ぶりにシドニーツアーに同行して  
講師 鈴木 カオル 

group A 
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すべての皆様に感謝! 催行してよかった!                        

広島大生協職員 内野 隆二 

 

自分の夢に向け挑戦して下さい！ 

大学生協中四国事業連合生協職員 田中 仁 

まとめの会 

 最終日は「まとめの会」。このツアーの集大成、クライマックスです。 

全員が一人ずつ、このツアーで体験したこと、気づいたこと、学んだこ

と、そしてこれからの夢、をスピーチしました。たくさんの感動がありまし

た。背中を押してくれた家族への、ともに行動した仲間への、シドニー

市民への感謝の言葉。そしてたくさんの夢を語りました。 

英語講座の初代リーダーがシドニーで

ワーキングホリデー中。学生たちに会

いに来てくれました。 
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