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留学⽣活中の気持ちの分析

苦難度 悦楽度



⾃分の留学の反省点 

• ⽇本の学校⽣活、⽇常⽣活の概念を捨てて留学に臨むべきだった。⽇本⼈が普通と思ってることが、オーストラリアでは普通ではなく、
何かしらその概念を持っていた⽅が苦しむことが多かった。特に学習に関しては、全ての⽇本で培った概念を捨てるべきだと思う。勉強
しなくていいというわけではなく、考査やテストに時間と精神を⽇本ほど注ぎ込む必要はないということ。 

• ⽂法、英語の語彙⼒を⽇本の学校では重点的に鍛えられるが、留学するのであれば、リスニングをそれら以上に鍛えておくべきであっ
た。つまり、海外の英語にあらかじめ、慣れておくということ。現地の⼤⼈は、気を遣って少しゆっくりで話してくれる⽅々が多かった
が、友達は普段の速さで話されることが多いので、ある程度聞き取れるほどに向上しているとその後のリスニング⼒の伸び率も上がって
いたかもしれない。 

 
 

⾃分の留学の強み 
• 留学前に⾃分の⽉ごとの⽬標と最終的⽬標を定め、何をするにも⽬的を明確にしていた。たった⼀年しかないこの貴重な時間を⾼校⽣で
経験することができるため、いかに⾃分を⾼める、成⻑させることができるかを第⼀に考えていた。そのためには、⾃分を客観視するこ
とが最も適した⽅法であった。⾃分の⾜るを知り、最終的⽬標から逆算していくことで⾃分はこの⼀年間何をしていくべきなのかが⾒出
せた。また、過剰は⾃意識は⾃分を苦しめていくだけだった。「yesか noしか返してないことが多いから嫌われてるかな」「誰も話しか
けようとしない」等の相⼿が直接⾃分に⾔ってきてないのに⾃分で勝⼿に妄想してしまうことは、よく私もあった。だから私はそれを抹
消するために、⾃ら話しかけに⾏ったり、ノリなどを駆使してみんなを笑かした
りした。それはそれらの妄想を抹消すると共に、友達とも馴染むことができる。 

• 留学中は何事も挑戦することを常に意識した。挑戦していくためには、恥といっ
た感情を捨てないと挑戦することはできない。⼈と話す時、「⾃分の英語は⽇本
語訛りがあるから発⾳通じるかな」と思い、話すことを避けようとすると、結局
それは⾃分が損をするだけだった。逆に通じなくても話しかけようとすること
で、相⼿もそれに合わしてくれる。理解できなかったら理解できないと正直に⾔
うことも挑戦のうちに⼊ると思う。⽇本とは違い、相⼿が気を遣って何かを感じ
取ってくれるわけではないので⾃分からの発信が不可⽋である。恥を捨てるため
には、⾃信も必要になる。それは、たくさん⼈と話してきて、⾃分の英語⼒が向
上していると感じてから⾃信というものがついていくため、焦る必要はない。こ
れらは⼈の性格で左右するため、難しいことではあるが、誰でもできる⽅法と⾔
えば、笑顔だと思う。 



⽉別体験談 
 初旬 中旬 下旬 

2⽉ 

2⽉ 3⽇私の留学⽣活がスタート。まさか
家族だけでなく、学校があるにも関わらず
友達が空港まで来てくれた。緊張と不安、
寂しさを⼀気に感じた。海外⽣活が始まっ
て⼀週間、何も知らない場所で英語もろく
に聞き取れないことからホームシックに陥
った(ホームシックなんかならないと思っ
ていた⾃分が)。親と話すことを拒絶して
いた時期もあった。           

語学学校が始まり、テストを受け、⼀番レ
ベルの⾼いクラスに⼊ることになった。中
国⼈や韓国⼈、そして⽇本⼈も⼆⼈いて最
初は⽇本語でほとんど学校⽣活を過ごして
いた。⾃分でもそれは意味のないことだと
わかっていたので他の国の⼦にも SNSを教
えたり、ゲームを通じて仲良くなったりと
恥を捨ててたくさん話しかけた。 
 

ホームステイ先が変更になり、再び緊張と
不安を感じる。学校では、UNOや卓球な
どを通して徐々に仲良くなっていくが、周
りの⽣徒らも同様に英語があまり話せない
ので⾃分の英語⼒を向上するには、ふさわ
くない環境だと気づいた。                 

3⽉ 

やはり、ずっと英語の環境にいると誰かに
素直な気持ちを話したいという気持ちが芽
⽣え、⽇本⼈とよく絡むことになる。旅⾏
に⾏ったり、イベントに参加したりと様々
な思い出を作った。 

学校で中間考査が⾏われた。結果は留学当
初のテストよりはるかに上回る成績だっ
た。このまま英語が伸びれば、ターム２か
ら現地校にいくのも夢ではなかった。そこ
から授業や課題等への気持ちが⼊ってい
く。実際に⾃分の英語が向上しているのだ
と感じ、さらに⾃信がついた。 

コロナの影響を受け、オンラインで授業を
受けることになった。毎朝、先⽣とテレビ
電話で授業を受け、その後は課題を黙々と
こなしていく。その分、現地校に⾏くため
に他の英語の勉強をする時間を作ることが
できた。 

4⽉ 

ターム１も終盤となり、最後のテストを受
けることになった。結果は、現地校に⾏け
る基準である７０％を上回り、合格するこ
とができた。 

⻑期休暇に⼊り、現地校にいく不安もあり
ながら、休暇を過ごした。 

ホストファミリーともお別れし、また新し
いホストファミリーへと移動。⼀気に学校
から住む場所まで環境が変わり、⾮常に気
が張っていた。家に帰れば、疲れ切って⾷
欲もあまりなかった。授業にも必死につい
ていこうと毎⽇勉強した。後から考えれ
ば、そのようなことは不要だった。まずは
ストレスの軽減と馴染むことを優先するべ
きだった。 

5⽉ 
学校登校初⽇、制服を持っていない⾃分が
語学学校の制服を着て現地校を歩いている

正直、授業が難しいとかはあまり感じなか
ったかもしれないが、休憩の時間は英語を

途中からきた⽣徒だからってテスト等が必
ず受けさせられた。その結果はもちろん最



とやはり⽬線をすごく感じて終始緊張が⽌
まらなかった。幸い、活気のあるリーダー
格の⽣徒たちが私と話してくれ、友達関係
になることができた。 

聞き取るだけで精⼀杯で休憩なのに⼀番疲
れる時間が休憩時間だった。それでも理解
できない時は、わからないと⾔い、聞き取
れない時は聞き直すと素直に接していくこ
とにした。 

悪。先⽣からの配慮といったものがなく、
本当に⼀⼈で何でもやっていかないといけ
なかった。そこで気づいたのは、オースト
ラリアの⽂化として⾃分のことは⾃分で
し、⾃分の気持ちは、⾃分で⾔わないと相
⼿に伝わらないということに気づいた。 

6⽉ 

Joondalup united football teamに参加する。
放課後間での新たな友達作りやコミューケ
ーションの場として利⽤するために参加し
た。サッカーを何年もかけてやっていたの
でチームを引っ張るストライカーとして活
躍して⾏きたい。 

ホストファミリーの家で⼿巻き寿司を振舞
うことにした。6時間ほどかけて 8⼈分の
ご飯＋具材と⼤変だった。最初から握って
ある寿司ではなく、⾃らにぎるという新た
な寿司（⼿巻き寿司）を発信することがで
きた。学校も少しずつ慣れていくが、慣れ
たせいで周りから新⼊⽣のような扱いはさ
れなくなり、⾃分から積極的に話しかけに
⾏かないといけない環境になった。 

前期末の考査があった。考査も事前に先⽣
に「私はターム１居ませんでした」と⾔
い、テスト範囲を短くしてもらうことに成
功した。感じとる⽂化の⽇本に慣れていた
⾃分が⾃らメールや⼝頭を通して思いを伝
えてる⾃分に驚いた。テストの結果は、
50%程度だったが⾃分に「これは全て英語
だから」と励まし、⾃信を失わないように
した。 

7⽉ 

休暇に⼊り、サッカーの練習、試合などで
遠くに⾏く時、ついでに観光地にホストフ
ァミリーが連れていってくれた。 

同じ奨学⾦制度を利⽤している⼦を招待
し、また寿司パーティーをした。そこに現
地で⽇本語を教えている先⽣も来てくれ、
様々なアドバイスをいただいた。特に「⽇
本語を話すときは、話した後英語ならこの
ように⾔うと想像してみるといい」とアド
バイスしてくださった。 

⻑期休みがあった学校の友達と会うことが
できるが、なぜか私は緊張していた。それ
はまだ馴染めていない証拠であると思っ
た。⼆週間ほどは、気が張ってすごく疲れ
た。 

8⽉ 

体育祭に参加した。体育祭は⽇本とは全く
異なり、⾔わば競技⼤会のようなものだっ
た。友達ともたくさん写真を撮ることがで
き、周りも友達も私と馴染め、私も馴染む
ことができてきたと感じた。 

パースでは、コロナが納まりつつあり、
徐々に通常の学校⽣活になってきた。私の
通っている学校に教会があり、これから毎
週⽔曜⽇に教会に来て神⽗さんの演説を聞
くことになった。正直、聖書を読んだり、
⾳楽を聞いたりと⾯⽩みは⼀つもなかっ
た。でも⽇本では、あまり体験できない貴
重なものとなった。 

友達と馴染めたこともあり、誕⽣⽇パーテ
ィーに誘われた。⽇本では、⾃分で主催し
てパーテイーを⾏うことはあまりないが、
オーストラリアでは主流らしい。友達が誕
プレとしてあげていたのは、現⾦というこ
とに驚いた。パーテイーは、⾳楽をかけて
騒ぐことがメインで何かイベント等を⾏う
ことはなかった。 



9⽉ 

帰国まで１００⽇を切り、ここまで来れた
⾃分に少し驚きを隠しきれなかった。１０
０⽇を切ったことをインスタを通して報告
すると、パースの友達から「stay」等のコ
メントを４０件ほど送られてきた。驚きと
いうよりかは。恵まれた環境や⼤事に思っ
てくれる仲間がいることに改めて感謝の気
持ちが強くなった。 

year10の最も重要なイベント、ダンスパー
ティーがあった。男⼦はスーツ、⼥⼦はド
レスを着て夜ご飯を⾷べたり、⾳楽に乗っ
てダンスしたりと恥を捨て思いっきり楽し
んだ。このようなパーティーを学校側が主
催してくれることにも異⽂化を感じ取れ
た。 

この時期になってくると授業の⽅も概ね理
解している。しかし、社会（Humanities）
は専⾨的⽤語が⾮常に多いのと、暗記とい
うよいかは説明できるかということを重要
視しているため、どうしても語彙⼒がない
私にとっては難しい。⽇本だと先⽣や友達
が気を遣って⾃分から発信しなくても助け
てくれることはよくあることだが、現地で
は全く異なり、わからないことがあれば、
メールや⼝頭を通して助けを求めないと誰
も助けてくれないこともわかった。 

10⽉ 

⽇本にいる⽇本⼈⽣徒に向けてパースの学
校⽣活や留学内容を zoomを通して発信す
る機会があった。留学⽣活を気持ちで表現
したりすることは⾮常に簡単なことだが、
それを⽂章化して説明するとなると意外に
も上⼿く伝えられたか不安に感じた。本当
の留学の⼤変さなどは、いくら誰かから説
明されても実際に体験しないと理解しにく
いことだと気づいた。 

最近感じたのは、どの科⽬も「この授業受
けたくない」といった感情が全くないとい
う事実に⾃分⾃⾝驚いた。授業中寝てる⼈
は⼀⼈もいないし、⾒たこともない。先⽣
から⽣徒へ１wayではなく、⽣徒から先⽣
への反応、つまり２wayで授業を⾏なって
いるから⽣徒も飽きることはないし、寝る
こともないのだと感じた。 

体育の授業内課題で year3(⼩三)にスポーツ
を教える課題があった。彼らをどうしたら
楽しませることができるか、どう教えるか
等を⼯夫し、そのスキルを試される課題だ
った。⼩学三年⽣の英語は聞き取りやす
く、⾮常に話しやすいため、よい機会だと
思い、たくさん話しかけることにした。最
終的には、彼らも楽しんでくれ、⾃分の英
語の発⾳等が⽣の英語しか聞いたことのな
い彼らにも通じることでさらに⾃分の英語
に⾃信をつけていった。 

11⽉ 

留学⽣活も終盤になり、航空券を予約する
時期にまでなった。英語の授業である本に
ついて討論をする授業内課題があった。討
論となると話の流れに応じて英語を話さな
ければならないというのと、難しい英語を
使⽤した時に先⽣や⽣徒に通じるかどうか
正直不安だった。そのため、先⽣に素直に
「これは私には無理です」と打ち明け、授

⼥⼦友達から誕⽣⽇パーティーに招待され
た。⾯⽩いことにパーティーのテーマが設
定されていて、テーマは仮装だった。パー
テイーの内容は⾷べてしゃべるといったこ
とで予測はしていたが、みんなの話を聞く
だけで精⼀杯だった。そこでも私は話に⼊
ることを怠らなかった。今思えば、笑顔と

学年末考査が始まった。テスト範囲は科⽬
次第で⼀年間分または半年分だった。膨⼤
な範囲で、しかも英語という地獄のような
ことだが、考査に対してストレスを感じる
ことはせずに、ある程度勉強はするが、メ
インは休憩することにした。よい点数を取
るために時間と精神をかけて勉強する意味



業中に⽣徒と討論するのではなく、先⽣と
⼀対⼀で討論してもらうことにした。 

ノリさえあれば、何事も乗り切れた気がす
る。 

がなかっため、ホストファミリーとの会話
や、友達との関わりの⽅を優先した。 

12⽉ 

学校登校最終⽇。⼆週間ほど前から学年主
任にスピーチをしてくれと頼まれ、当⽇ま
で緊張で溢れていた。笑いも含めたスピー
チは無事終わり、皆から写真付きの寄せ書
きをくれた時は、嬉しさでいっぱいだっ
た。この終わり⽅を客観的に⾒れば、順⾵
満帆と感じるかもしれないが、それなりの
苦悩と度重なる⼤きな壁があった。その
時、感じた嬉しさという感情は、それらも
含めた気持ちだと思う。 

旅⾏や友達との遊びも含め、とにかく最後
まで楽しむことを忘れなかった。⽇が過ぎ
ていくと共にホストファミリーとの別れも
近くなってきた。ここまで来れたのは、決
して⾃分の⼒でだけではないことを肝に銘
じてお世話になった⽅々への感謝を⽰し
た。 

 

 

 
 
 


