
 
 
⼩林果鈴様 17歳 
⾼校２年 
留学期間；2020年2⽉〜12⽉ 
 
 
東京出⾝で内気な性格な⼩林果鈴様。 
トビタテ不採⽤の⼈に向けた奨学⾦があると学校の先⽣から
聞き、本奨学⾦プログラムに申し込みをしてくれました。
「留学前と今とで将来の夢が変わりました」という⼩林果鈴
様の今の夢はホテルコンシェルジュです。⼼の変化をもたら
した⼩林果鈴様の⻑期留学体験談はこちら！ 
  
 
短期ではなく⻑期留学する醍醐味は？ 

 
季節ごとの⾏事も楽しめる。短期でもたくさんのことを知ることは出来るが、⻑く 
留学すればする分知ることができることも増えるので、３年前に来たときは気づか 
なかったことや知りもしなかったことを知ることができるのでとてもワクワクする。 

 
 
 
付属の語学学校に通い、その後現地へ通った⼩林果鈴様の制服。 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

語学学校 
 

シャツだけ買って、ズボンやスカート、靴下
などは⽇本から持ってきたものを着ていまし
た。⼀枚のシャツとパーカーは学校側から無
料でもらうことができました。 
 

現地校 
 

シャツと靴下などだけ買いました。スカート
やもう⼀枚のシャツなどはセカンドハンドの
ものを利⽤して、カバンや体操服などはホス
トファミリーが貸してくださりました。 
 
 



 
 

付属の語学学校で、こう⾔い回しは失礼だからいわないようにしようと教えてもらったことや語
学⼒が現地校で役に⽴ったそうです。オーストラリアに来た時には知らなかった単語や⽂章だっ
たなと気づくときに英語⼒の伸びを実感したそうです。 
 

 
⼩林果鈴様の現地校での時間割 
 

 
 
現地校で⼀番好きな教科は？ 
Drama（演劇のクラス）；⽇本に⾼校には無い教科なので新鮮だったから。発表会にも参加でき
たことがいい経験になりました。 
 
現地校で⼀番苦労した教科は？ 
English（国語）；ネイティブのスピードに合わせて⽂章を読むこと、そして理解することを授業
内で⾏うことはとても難しいことでした。ネイティブでも難しいと感じている科⽬をネイティブ
じゃない私が受けることはとても⼤変でした。 
 
時間割を⾒るとわかるかもしれませんが、現地校では授業と授業の間に休み時間がありません。
トイレ休憩はどうやって取るのかという疑問に、「私はリセスや昼⾷の時間に取っていました
が、授業中でもお⼿洗いに⾏くことは可能でした。」と教えてくれました。 
 
留学中に気になるのが⽇本⼈の割合ですが、⼩林果鈴様の現地校では、「中学⽣か⼩学⽣には⼀
⼈いると⾔われたのですが、関わる機会はありませんでした。私の学年にはいませんでした。」
ということです。また、現地校⽣は、話しかけてくれる⼦がたくさんいたそうです。 
 
現地校授業、テストを乗り切るのに、⼤切だと思うことはなんですか？ 
 

先⽣とコミュニケーションを積極的にとることが⼀番⼤切です。分からないことやどの 
ようなテスト対策をすればよいのか、今どんな状況でどんなことに困っているのか伝え、 
助けを求めたり、テストのハンデの交渉を⾃ら⾏うことです。先⽣は留学⽣が理解でき 
ないことはわかっているので変に気を負いすぎることなく相談するのがよいと思います。 
先⽣は困っていることを分かっていても⾃ら交渉しに来ない限りハンデなどは与えてく 
れないと思います。先⽣の他にもわからないことを教えてくれるような友達が⼀⼈でも 
いる⽅が先⽣に聞くよりは楽だと思うのでそういう友達を⾒つけることも⼤切だと思い 
ます。留学⽣だからテストに対してアドバンテージをもらうことができたことは得した 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Science
08:35 - 09:35

Mathematics
08:35 - 09:40

Physical Education
08:35 - 09:35
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09:35 - 10:35
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09:35 - 10:35
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09:35 - 10:35

English
11:15 - 12:15

Mathematics
11:05 - 12:05

Outdoor Adventure Studies 
11:05 - 12:05

Humanities and Social Sciences
12:15 - 13:15

English
12:05 - 13:05

Outdoor Adventure Studies 
12:05 - 13:05

English
13:15 - 14:20

Dance
13:35 - 14:30

Drama
13:15 - 14:20
Mathematics
14:20 - 15:25

Drama 
11:30 - 12:35

Health Education
13:45 - 14:45

Humanities and Social Sciences
14:30 - 15:25

Dance
13:35 - 14:45

English
11:30 - 12:35

Science
14:20 - 15:25



なと感じました。 
 

 
10年⽣（⾼校1年⽣）の学年⾏事、キャンプについて。 
 
 

セントマークスの１０年⽣はキャンプに参加することが必須になっています。キャ 
ンプは５⽇間マーガレットリバーの⽅に⾏きます。このキャンプはエクストリーム 
というキャンプのレベルの中でも⾼いレベルのキャンプです。どういう意味なのか 
というと、着替えはもちろん、⾷事や⽔、テント、寝袋、燃料など必要なものは全 
て⾃分でリュックの中に⼊れ持っていき、ハイキングの際でさえもすべて⾃分の荷 
物を持ったまま歩くというものです。 
 
このキャンプのメインのアクティビティはハイキングです。１４㎞歩くルートに 
なっているのですが私たちのグループは道に迷い、２３、４ｋｍ歩きました（⽩地 
図とコンパスだけで歩くとは思っていませんでした！）。ハイキングの他にも洞窟 
に⾏ったり、アブセイリングをしたり、カヌーに乗ったり、オーストラリアならで 
はの⾷材を⾷べました。 

 

 
 
 
友達を作る時、何が⼀番⼤切だと思いますか？ 

 
⾃分から話しかけてみることです。 
友達とは⽇本で友達と話すような事
を話しています。例えば「今⽇の授
業はこうだったね」「週末は何をし
ていたの？」などです。ほかにも
「この部分が⽇本の学校と違って驚
いたよ」など⽇本の事も伝えること
ができると思います。 

 
 
 
 
 
 



 
⽇本の学校と⼀番違う部分、取り⼊れたい事はありましたか？ 

 
⽣徒のメンタルヘルスの管理をとても⼤切にしていることが⽇本と違うと感じまし 
た。毎週ある学年集会では１つメンタルヘルスの話題を学年主任の先⽣が⽣徒に話 
します。⽇本ではそのような話を先⽣がすることはほぼなかったので驚きました。 
これはSDGsの3番「すべての⼈に健康と福祉を」に当てはまると思います。 

 
 
ホームステイはどうでしたか？ 

ホストファミリーが健康的な⽣活をしている⼈だったので⽣活リズムが良くなった 
と感じた。例）休⽇の朝を無駄にすることなく過ごせるようになったなどいろいろ 
なルールがあることや⽂化の違い、⽇本にいたときは親がやってくれたことも⾃分 
でやらなければいけないことが⼤変だった。例）洗濯 
 

 
 
学校以外で⾏っていた課外活動はありますか？ 

 
チアリーディングを週２回 ⼀回１時間３０分習っていました。学校外での友達を作る 
ことができたり、学校⽣活だけでは⾜りない運動の時間を増やすきっかけになりました。 
元からチアリーディングが好きだったのでまたやることができる機会ができたことが嬉 
しかったです。⼤会で賞を取ったり、ミスのないパフォーマンスができたときは仲間と 
⼀緒に喜んだり、できないときは励まし合ったり、そういうことを共有できたことや⼀ 
緒に頑張りたいと思える⼈たちができたことができたことが何より⼤切な思い出になり 
ました。 



 
 
 
この留学を経て⼀番成⻑したと思うことはなんですか？ 
 
⾃分で⾏動する⼒が付きました。⽇本にいたときは先⽣とコミュニケーションをとるこ 
とさえもおびえている、できる限り話したくない、そんな性格でした。今では先⽣にこ 
の答えの何が間違っているのか、テストはこうしてほしいなどと意⾒をするようになり 
ました。昔の⾃分では考えられません。それ以外にも親元を離れて⾃分で⾃分のことを 
しなければいけないことから⾃⽴⼼が⾼まりました。 

 
これから留学を考えている学⽣へのメッセージ 

 
コロナがなかったら留学に⾏く予定だった⼈、留学を考えていた⼈、興味があった 
⼈たくさんいらっしゃると思います。留学に⾏ける国もありますがそうではない国 
の⽅がまだ多いと思います。⾼校留学に⾏くチャンスがもうないという⽅でも⼤学 



留学、その先にもチャンスはあります。⼤⼈になってからできることもたくさんあ 
ります。今はそのチャンスをつかむ準備をする期間だと考え、留学に向けて考えた 
り、奨学⾦やトビタテなどのプログラムに応募するのであれば練習など、今をネガ 
ティブに考えるのではなくてポジティブに考えてみてください。 
パースは⾃然や天候に恵まれていて、治安⾯でも安⼼できる街です。アングリカン 
スクールの先⽣⽅は⼀⼈ひとりを気にかけてくださりʻ誰⼀⼈取り残さないʼ指導を 
してくださる素晴らしい先⽣⽅です。施設や⾏事などの勉強環境も整っています。 
ASCI（アングリカンスクールの語学学校）ではオンライン授業も⾏っているので英語 
⼒の準備がオーストラリアにいなくても⾏えます。 
まだ⾼校留学に⾏くチャンスがあるのであればアングリカンスクールへの留学も視 
野に⼊れてみてはいかがでしょうか。 

 
現地でも購⼊できますがパソコンに外付けできるDVDプレイヤーがあると便利かなと 
思います。テレビがひとつしかないステイ先だともちろんホストファミリー優先なの 
で使うことができなかったりするからです。図書館でDVDなどを借りて英語の映画な 
どを⾒ることはリスニング⼒向上につながります。毎⽇DVDを⾒るということはしな 
いように注意してください。 

 
 

この留学を経てお世話になった⼈たちへのメッセージ 
 
First, thank you for choosing me the scholarship student. I was telling my studying abroad life to use SNS. 
Was I able to complete your duties as a scholarship student in them? I am glad if everyone thought happy 
to choose me for the scholarship students. And I want to say thank you for 2 host families. They are so kind 
and made me delicious meal and every time they picked and dropped me to the cheerleading training. I 
appreciated. Blessed with a warm family, my study abroad became even more meaningful. 
And I would like to thank my family for their support and allowed to I went to studying abroad. 
My dream has changed between I go to Australia and now, but my dream hasn’t changed that job use 
English and I want to engage the people who are non-Japanese. Taking advantage of this study abroad, I 
wanted to be a hotel concierge that can introduce the good points and sightseeing spots of Japan and that 
people who visit Japan from overseas can rely on most. 
Again and again, thank you for everyone who engaged me. 
 
 

 


