
オーストラリア交流校報告 

 

（１）目 的 

オーストラリア・クィーンズランド州の交流校ネラング州立高校との交流を通して語学力の向上・背景知

識の習得とともに、異文化を体験し理解を深める。 

（２）日 程 

   令和元年 7月２７日（土）～８月５日（月） 

 

（３）場 所 

ネラング州立高校（クィーンズランド州） 

     

（４）企画・行事の留意点 

本校は、海外姉妹校が既に 4校ありますが、より多くの生徒の希望に応えるため令和元年より新たにネラング

州立高校との交流がスタートすることになりました。 

ネラング州立高校の所在地はオーストラリアの北西部、クィーンズランド州にあり、州都ブリスベンより南へ

車で 1 時間、観光で有名なゴールドコーストのサーファーズパラダイスから車で 18 分の所にある公立共学校で

す。 

中高一貫で合わせて約 1100人が在籍し、日本では中学 1～2年にあたる時期に、日本語が必修科目とされるた

め、日本語教員が３人勤務しています。その後日本語が選択科目となっても学習を続ける生徒が各学年 20 人前

後いるため、「コンニチワ」と声をかけてくれる生徒が多く、とてもフレンドリーな雰囲気です。 

今回の交流の特色として、クィーンズランド州政府に派遣された ESOL の教員のもと積極的に現地の生徒の授

業に参加する意欲を高めるために、午前中は本校の生徒のみを対象とした英語の授業において現地の文化、生活

習慣を集中して学びました。 

次に、日本語必修の高校であるため、生徒が日本語を現地の生徒へ教える場に恵まれ、相互に学び、高めあう

機会を持つことができる所も他では得難い環境です。 

また事前学習においては教科横断の取り組みとして、社会・理科の教職員がオーストラリアの歴史・自然・天

体について講義を行い、交流のためのより専門的な深い学びを促しました。 

 

（５）内 容 

 １．１・２日目 ７月２７日（土） 7月２８日（日） 



成田空港から９時間２０分のフライトを経て、ブリスベン空港の午前６時ごろ到着し、そこからバスでカ

ランビンワイルドライフ保護地区を訪れました。そこで生徒たちはオーストラリアでも限られた州でしか

できないコアラ抱っこを体験し、保護区の方から爬虫類・両生類の生態についての説明を受けました。イ

グアナや色彩豊かな鳥が数多く放し飼いされていて、人間との距離も日本では考えられないほど近く、生

徒たちは得難い体験をしたようです。 

 その後近くにある有名な観光地であるサーファーズパラダイスを見学したのちホストファミリーの待つ

公民館へと向かいました。受け入れてくださった９家族のうち３家族はネラング州立高校の先生で、他は

様々な国出身のご家族でした。 

 

 

 

 

 

 

２．３日目 ７月２９日（月） 

 授業一日目。ネラング高校のスケジュールは９時開始、午前中は７０分授業２コマの後モーニングティータイ

ムという２５分の休憩時間があり、その後１コマあってランチタイム４０分、午後は１コマあり３時５分下校と

なっています。まずは今回の取り組みとして、午前中は英語でオーストラリアの歴史・地理・慣習の解説や様々

な英語表現をイギリス人の ESOL の資格を持つイーヴィ先生に教えてもらいました。その後モーニングティ―の

時間にそれぞれのバディと対面し、午後からはバディの授業に生徒がそれぞれ個別で参加しました。日本の工芸

品や日本地図、日本のアニメなどが飾られた教室での日本語の授業に参加した生徒もおりました。日本語、英語、

ローマ字のマッチング等を行い、生徒はそこで漢字の知識を披露し感謝される機会を得ることができた一方で、



悲しい・寂しいといった日本語独特のニュアンスの違いの説明に苦労する生徒もいました。 

  

３．４日目 ７月３０日（火） 

 朝一番は イーヴィ先生による 授業が行われ、そのあとオーストラリアの国民食であるベジマイトのクッキン

グを行う予定がキャンセルとなり、急遽バディの授業に合流することになりました。 

何人かの生徒はダニエル五十嵐先生の日本語クラスで日本語の読み書きの練習を補佐するアシスタントとして

活躍することができました。 

バディともすっかりうちとけて 昼休みは男女でバディを交えてバスケットボールをしました。参加しなかった

バディたちも「頑張って！」と日本語で応援してくれました。 

 午後からは全豪ナンバーワンで、世界大会出場のためにアメリカ遠征を予定しているマーチングバンドの見事

な演奏を観賞しました。その後は日本語の先生であるタマリン先生がオーストラリアクイズを英語で行い、日本

では知ることがあまりないオーストラリアに関する知識をより増やすことができました。 

    マーチングバンドの演奏              バディとモーニングティータイム 

 

４．５日目 7月 31日（水） 

この日もイーヴィ先生の授業を受けました。授業の後半に 先生からアボリジニ独特の模様のパターンを教え

て貰ってブーメランのペインティングを行い 色とりどりのブーメランを完成させました。ブーメランの制作中

にオーストラリアのカウンセラーの先生がアボリジニの楽器ﾃﾞｨｼﾞｭﾘﾄﾞｩを演奏してくれました。 

ﾃﾞｨｼﾞｭﾘﾄﾞｩは １０００年以上前からアボリジニの祭りや儀式の際の唄の伴奏として使われる神聖な管楽器で、

吹くには特殊な呼吸法を要します。とても神秘的な音がして二万年前からオーストラリアに居住しているアボリ

ジニの文化を体感することができました。 

三時間目はバディと授業を受けました。 



四時間目はネラング高校の生徒たちと一緒に進路ガイダンスに参加する生徒もいました。政治家 ・看護師・ホテ

ル業・不動産業者等様々な職業の方からお話を聞き、オーストラリアの実情を知るいい機会になりましたが、皆

さんなかなかの早口で聞き取りが難しかったようです。 

 数学の授業を受けた生徒は日本より内容が平易で理解しやすかったようです。 

 

５．６日目 ８月１日（木） 

一時間目は日本紹介の英語のプレゼンの準備と練習を行いました。二時間目は それぞれ個別に バディと授業を

受け、三時間目は オーストラリアの国民的スポーツであるオーストラリアンフットボールを体験させてもらい

ました。ラグビーと似ていますが またそれとは異なるダイナミックなスポーツでした。その後、 校内で行われ

た避難訓練に参加しましたが、日本のように地震や火災を想定したものと違い、外部からの不審者侵入対策の意

味合いを持ったもので、お国柄の違いを実感しました。四時間目は調理実習で、野菜を発酵させてペースト状に

したものをパンに巻いて食べるオーストラリアの国民食ベジマイトロールとパンプキンスコーン ・バナナシェ

イクを作りました。ベジマイトロールは独特な味でしたが 、チーズと合わせると美味しく頂けました。 

 

    

 



６．7日目 ８月２日（金） 

午前中は バディ全員とオーストラリアでお世話になった先生方が催してくれた 

お別れパーティーを行いました。 

そこで 生徒たちは オーストラリアに行ってから急遽実施することになった日本に関するプレゼンを皆の

多数決で決めたグループが代表して発表しました。 

その後はバディと軽食をとりながら談笑しました。パーティーの最後に校長先生から 修了証とオーストラ

リアにちなんだ記念品を頂いて、皆で記念写真をとりパーティーは終了です。午後はバディとの最後の授

業をうけたあと仲良くなったバディと連絡先を交換するなどして別れを惜しみました。    

 



 

７．８・９日目 ８月３日（土）・８月４日（日） 

この日は 休日ということもあり、ホームステイ先に心遣いをしていただきブリスベン観光 、野生カンガルー観

察、オーストラリアンフットボール観戦などオーストラリアならではの場所にそれぞれ連れていって頂けたよう

です。 

    

 

 ８．１０日目 ８月５日（月） 

ブリスベン空港をたち８月５日(月)午後６時前に日本に帰着しました。今回生徒たちが体験できたことは 

沢山ありましたが、特徴的なものは 大きく 4つありました。 

 まず今回の訪問前の理科と社会の先生方によるオーストラリアに関する事前学習を行った成果で、生徒は

自分たちの知識をより深めて現地に行くことができました。 

その結果、現地の方々のアボリジニの歴史や南十字星などの説明をより興味深く聞けたようです。また、オ

ーストラリアでのホームステイを経験した先生から貴重なアドバイスを頂きました。 

 二つ目は クィーンズランド州より ESOL の先生が日本から来た我々のために派遣されて教えてくださっ

たこと、またネラング高校がオーストラリアンフットボールの 実地体験、ベジマイトクッキングなど、実

地の特別プログラムを用意してくださったことで、生徒たちも また別の角度からオーストラリアへの関心

を深めることができたようです。 

 三つめはネラング高校が日本語を必須科目としていることで、日本語をオーストラリア人に教えるお手伝

いというなかなかできない体験をすることができました。生徒たちは日常何気なく使っている日本語を別の

視点からみる得難い機会にめぐまれました。 

 四つめはオーストラリアと日本の授業形態の違いです。オーストラリアでは全員自分のパソコンを持ち、



対話して実際に行動して学習することが中心の授業は生徒の目に新鮮にうつったようです。 

 

 今回の旅行を通して多くの人たちの温かい心遣いに触れ、現地の方々のオーストラリアをもっと知っても

らいたいという熱い思い、異文化や壮大な自然に触れた経験を今後の高校生活に生かし、世界で活躍してく

れることを心より願っています。 

 

（６）生徒の感想より 

   Japanese people are too afraid of making mistakes and disgrace themselves. It is hard to change, 

because it is a part of our culture. Compared to us, Australian people are not shy and not afraid of 

making mistakes. They will try anything. Therefore, they are very active. I want to challenge myself 

more from now on. 

 

 I wanted to study English more through this experience. For those who live ordinary lives, they may 

not need English, but they can gain a new experience. I think it is necessary to learn foreign languages. 

I want to work speaking English in the future. 

 

I had a great experience there. I didn’t want to return to Japan. I want to share the many things which 

I learned with my friends. It was the last chance for me to join the exchange program in my high school. 

I hope I can improve my English. 

 

My dream is to work at a hotel. To make my dream come true, I want to use this experience effectively.  

 

Since Australis is a multiethnic country, I saw many cultural differences. In this sister school visit, I was 

able to expand my experiences. By knowing different cultures, I found that there are a hundred different 

ways of thinking if there are a hundred people. I want to make use of this in my school life. 


