
2019.10.31 学生活動  

【国際交流】オーストラリア海外研修に行ってきました 

8 月 30（金）から 17 日間という日程で、学生総勢 18 名（北見工業大学より 2 名）は、オーストラリア

のシドニーで研修を行いました。シドニー国際空港到着後、バスでボンダイビーチなどを観光。翌日は、

アーバンチャレンジという、街の中で複数出される課題をチームメイトと力を合わせてクリアしていく

イベントが行われました。学生たちは日本とは違う景色に目を輝かせながら、一人一人与えられた役割

に一生懸命取り組んでいました。翌日の 9/2 からシドニー大学内の CENTRE FOR ENGLISH 

TEACHING で語学研修が始まりました。すべて英語での授業に、学生たちは当初苦戦していましたが、

日がたつにつれそれにも慣れ、世界中から来た留学生たちとのコミュニケーションを楽しんでいた様子

でした。他にも、国際交流センター長のご友人宅でのバーベキュー、シドニー大学の学生サークルのメン

バーとの交流会、レーザータグというサバイバルゲームへの参加、ツリートップアドベンチャーという

森の中のアスレチック体験、看護師でコーディネーターのナオミさんによるオーストラリアの医療に関

する講義などがあり、もりだくさんの内容でした。休日には、交通手段などを自分たちで調べ、動物園や

買い物、ブルーマウンテンへ出かけるなど、各自充実した時間を過ごしていました。今回の研修が、初め

ての海外滞在やホームステイであるという学生も多かったのですが、参加した学生全員が、日本との文

化の違いに驚き、多くのことを学び、日々成長していく様子を間近で見ることができました。この研修で

の経験は、今後の彼らの生活に必ず役立つものになると信じています。 

※本研修は日本学生支援機構の海外留学支援制度（協定派遣）に採択され、奨学金を得て実施されまし

た。 

Often the only opportunity students have to experience study abroad is a short program. But in just a couple 

of weeks, students can go from having no experience abroad to having memories can inspire them to travel 

further, and understand more about themselves and how others think and feel. During the two weeks in 

Sydney, Australia (8/30-9/17) students studied at the Centre for English Teaching with others from around 

the globe. These small classes gave students plenty of opportunity to use English, give opinions, and discuss 

issues with people from different backgrounds. Each pair of students also was placed with a homestay, where 

they were able to interact with different kinds of families and learn more about day to day life. One key 

feature of this program is to experience Sydney as natives do, and that included adventures to expand their 

horizons such as the Urban Challenge (experiential learning in English- in particular learning a dance 

routine and “Escape Room”). Tree Tops (ziplining)involved an English training session and pushing their 

physical limits. . This year, students were also able to have a BBQ with a host family and try Laser Tag with 

the university student exchange group (Wasabi). Students had unlimited transport through the city, so in 

their free time, they planned their own unique adventures to many of Sydney’s enchanting destinations, 

among them, the Blue mountains, Luna Park, Taronga Zoo,and the Rocks. We know that students acquired 

the skills necessary to navigate a strange city, gained insight into social and educational structures, and 

formed emotional bonds in just a few short weeks. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジップライン体験             ホームパーティ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シドニーハーバー                     修了式 

 


