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要旨 

 ２００７年３月００日から２００７年９月までの敬愛大学と提携しているウーロンゴン

大学の留学生活についてまとめてみました。 
 
 留学期間中、ブログを日々更新していましたので、本当であれば忘れているようなこと

まで記録されており、体験談をより細かいことまでまとめ上げる事が実現できました。留

学で一番重要だと私が認識していることとは、日本でもできる、勉強することではなく「人

との触れ合い」これこそが留学した時でないとできないことだと思い、それを大切に生活

していきました。 
 
 現実的に多くの人々といろんな会話ができ、多くの貴重な話を聞くことができました。

それらを踏まえ、留学中に大きく心を動かされたこと、自分にとって貴重な体験談の読者

にいかにリアルに、またこの長い文章を読んでて飽きないような内容を心がけて作成いた

しました。 
 
 それは、留学中に私がクラスで一番英語が下手だったかもしれない状況でプレゼンテー

ションでクラスで一番の成績をとったことがあるのですが、理由は英語はうまくないけど、

私の内容が一番聞いてて楽しかったと言っていただけました。プレゼンテーションは聞い

ていて面白くなければ、オーストラリアの学生はクラスから出て行くそうです。その趣旨

を考えれば論文を書かないといけない状況だったのですが、体験談という形になりました。 
 
 今回の留学は決して大成功したわけでもなくたくさんの失敗もありました。中でも１年

間の留学の予定が半年で帰国したことを筆頭に多くの失敗もありました。一人の留学生の

体験談であり、特に私の留学スタンスを勧めるというわけでもなく、これを読んでいただ

いた人が「じゃあ私ならこうしよう」と思っていただけたらと思っています。
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 大学３年時の夏休みにシンガポールに旅行したときに、旅行者が泊まる安い宿、バック

パッカーで知り合ったオランダ人の女の子から聞いたシンガポール大学の留学の話がきっ

かけで、留学をしようと考え始め、敬愛大学に問い合わせたところ、数カ国の国の大学と

提携しているので、その大学に行けば単位がとれ２００８年３月には卒業することが可能

ということがわかり、留学に対して前向きに考え始めるようになりました。 
 
 そのオランダ人の女の子の話によると、今、シンガポールの町の中心にあるバックパッ

カーにるのは、それまで寮に住んでいたらしく、寮の契約が切れたにもかかわらず、まだ

やることがあったようでそのバックパッカーに宿泊していたようです。オランダの大学に

在籍しているのですが、シンガポールの大学でも単位が取れ、しかも学費が安くなるとい

うことでシンガポールで勉強していたようです。 
 
 私は３年の前期が終わった時点で９６単位取得しており、３年終了の時点で１２０単位

に到達する見込みになっており、１０単位ぐらい取れるのでは？と 初は思ったのですが、

大学に問い合わせてみると、海外の大学で単位を取得しても、敬愛大学と全く同じ内容の

授業を受けないと単位として認定しないという話になり、過去の例を調べてみると実際単

位を取得できていないことがわかり、留学をすることは難しい状況になりました。 
 
 しかし、大学に入ってからたびたび TOEIC の試験を受けるたびに点数が下がってきてお

り、入学当初から英語とコンピュータを勉強するという目標から大きくそれだしてきてい

たところで、なんとしてでも留学がしたいという考え方にたった一つの出会いから大きく

変わり始めてきました。 
 
 大学には２００６年９月に留学の意思を伝えており、以前留学していたことのある国オ

ーストラリアを選びウーロンゴン大学というシドニーから南に１００ｋｍほどの大学に決

断いたしました。今まで数カ国に行ったことがあるのですが、オーストラリアで出会った

人々が特に親切な人が多くフレンドリーという印象があったことでその国にしました。 
 
その年から今まで留学について担当していた人が変わり、留学に対してどれぐらい費用

がかかるのか？など即答していただけず、また、そのウーロンゴン大学と直接私が交渉す

ることが認められず、寮かホームステーのどちらかを選らばなけばいけなかったりなぜ敬

愛大学の中国人留学生は自由に生活しているのに日本人留学生はそこまで保護されてお金

のかかる方向で話を持っていかれるのか？と留学を担当している敬愛大学の国際交流セン

ターに当時大きな不満を抱いていました。 
 
 留学を決断しなければいけないぎりぎりまでいろいろ悩んでいましたが、今回を逃すと、
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もう留学する機会もないのではと判断し、留学する方向で結局考えていくことにしました。

結局、寮かホームステーの選択は、「選ばなければいけないのであればホームステーを選択

し、すぐに出る！」と言ったことがきっかけでなんとか考え直してもらい、自分で宿を見

つける方向で妥協していただきました。また、通常であれば STA という業者に依頼してい

たようなのですが、現地への学費の振込み、航空券の手配、ビザの申請などすべて自分で

やることも認められ、敬愛大学側のオーストラリアへの留学の予算２００万円というのを

割り込む意気込みで節約する方向で努力いたしました。 
 
 まず、振込みについてなのですが、送金しなければいけない額が７３００オーストラリ

アドルとかなり高額だったのですが、その 近までは、１ドル９６円だったのが運良く、

両替しに行く当日に運良く円高になり、仲値レートが１ドル９０．３０円でそれから手数

料１ドル当たり１円加算され９１．３０円で両替し、送金手数料４０００円、仲介銀行手

数料２０００円ほどが加わり、合計１３０００円ほどの手数料で送金することが出来まし

た。これは、シティバンク幕張支店で送金したものなのですが、オーストラリアの銀行の

ANZ 東京支店、三菱東京 UFJ などと比較しても手数料１３０００円は一番当時では安かっ

たです。しかし、クレジットカードだけを持っていくのには少し不安があったので、シテ

ィバンクの普通預金口座もついでに開設したのですが、残高が２０万円以上の評価額のあ

る外国通貨、または３０万円以上の円の普通預金に預金しなければ自動的に口座が解約さ

れるので、１０００イギリスポンドも一緒に購入して普通預金の口座を維持しました。 
 
 次にオーストラリア学生ビザについてなのですが、東京三田にあるオーストラリア大使

館に直接行ってみたのですが今ではビザの申請はすべてインターネットでの申し込みにな

ります。また意外だったのが、ビザの申請料でなんと＄４３０（現在は申請料４８０００

円）です。それに大使館が指定した病院で健康診断を受ける必要があり、指定されている

複数の病院に問い合わせた結果２１０００円が一番安かったという結果、健康診断を受け

た時点でも３０分ほどで終わりこれのどこに２１０００円がかかっているのかと疑いたく

なるような内容の診断でした。このビザの申請が実は留学が出来るかどうかの大きな山場

でもあったのですが、実は私は以前、オーストラリアのワーキングホリデービザという１

人１回までしか申請できない、就労が認められ１年間滞在のできるビザを、新たにパスポ

ートを取得することでパスポート番号を変え、２回取得しようとし、それが見つかり３年

間の入国拒否の処分を受けたことがあります。その状態で１年間の学生ビザが取れるのか

かなり不安だったのですが、大使館側からはおそらく大丈夫という話を聞かされていたの

ですが、おそらくじゃ困る！とかなり不安だったのですが、結果、申請してから１ヶ月ほ

どかかると思われていた学生ビザが申請してから３日後ぐらいにメールでビザの取得完了

という報告がありました。昔であればパスポートにビザのステッカーなどが貼られていた

のですが、今はすべて電子化されており、パスポート番号でオーストラリアの現地の入国
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審査にまで情報が行き渡るようになっているようです。ビザが取れたこのプロセスは私に

とって高額なビザの申請料、学費が帰ってこないのでは？などいろんな不安もあり、無事

に取得できたことはとてもうれしかったです。 
 
 ビザが取れたところでいよいよ、航空券の購入になりました。私は通常 ABROAD という

インターネットサイトから航空券を注文するのですが、それで見る限り、パプアニューギ

ニア航空が一番安かったのですが、数ヶ月前に隣の国のガルーダインドネシア航空が着陸

に失敗して死者がでたというニュースがありましたのでその航空券は敬遠し、高額だった

のですが、大韓航空でソウル経由でオーストラリアに行くことにしました。航空券そのも

のは、１１３７００円だったのですが、そのほか燃油サーチャージ２１２８０円、出入国

税１１７００円、成田空港施設使用料２０４０円の合計１５万円ほどしました。その大韓

航空を選んだわけなのですが、まず、以前留学したときの友達が韓国にたくさんいること

や、ノースウエストのマイルをある程度持っていることがきっかけでした。韓国経由でオ

ーストラリアを往復すれば、１００００マイルほど獲得することができ、２００００マイ

ルでまた、アジアの好きなノースウエスト航空が運航している国に無料で渡航することが

できます。
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 出発の準備も一通り終わり、いよいよ出発というところだったのですが、敬愛大学のほ

うから電話があり、海外渡航傷害保険に加入してください。という連絡がありました。ク

レジットカードに３ヶ月の保険が付帯しているのですが、それは無視され入りたくなかっ

たのですが、それは仕方ないか・・とあきらめ１０万円ほど支払いました。この時点で、

授業料７０万円（半期分）、航空券１５万円、保険１０万円、ビザの申請７万円で後から敬

愛大学施設管理費が２０万円ほどかかったということで合計１２２万円使いました。 
 
 これですべてのことが無事に終了しいよいよ成田空港に向かうことになりました。出発

の便は大韓航空 KE００２便で２００７年３月２２日１７：００ちょうど発だったのですが、

オーストラリアで使う予定のお金すべてイーバンクという銀行に預金していて成田空港で

引き出す予定だったのですが、なんと、その銀行の ATM はセブンイレブンにあり、成田空

港にセブンイレブンがなかったのでそのお金を引き出すことが出来ませんでした。また、

郵便局の ATM でも引き出せるはずだったのですが、暗証番号を００００にしていたので不

正な暗証番号だと認識されてしまいました。 
 
 さらに、荷物を３２ｋｇ持っていたのですが、チェックイン時に預けられる荷物がわず

か２０ｋｇでスーツケースの重たい荷物をある程度手荷物として持っていくことで解決し

たのですが、手荷物が増えたおかげで注意が行き届かなくなり、オーストラリアで売ろう

と思っていた SD カード対応のカーステレオを成田空港か飛行機の中に置き忘れてしまい

ました。そこで海外渡航傷害保険に加入していて良かった！と思ったのもつかのま、置き

忘れは保険の対象外だとか・・本当に保険業界は汚いな！と感じました。 
 
 留学資金をすべて日本においてきたのは致命的なミスで出国を断念しようかと思ったの

ですが、救われたのがシティバンクの普通預金口座でした。イーバンクはインターネット

で自由に振込みができるので、シティバンクの普通預金口座に留学資金を振り込み、その

シティバンクの普通預金のキャッシュカードが世界の ATM に対応しているのでそれで引

き出すことが可能なのですが、１ドル当たり仲値（市場での取引価格）よりも５円ほど多

く手数料として持っていかれますのでそのミスにより、当初の計画の日本円のトラベラー

ズチェックを発行することと比較すれば１０万円近くの損失になりました。 
 
 そんなこんなでいろんなミスがありながら、現金５０００円だけもって韓国に到着しま

した。韓国には数日だけ滞在するのでクレジットカードで引き出す計画だったのでここま

では影響がありませんでした。空港でクレジットカードを使って現金を引き出し、バスで

金浦空港まで５０００ウォンで行ってそれから電車に乗って町まで行きました。 
 
 初日は、昔、メルボルンで留学していたときの学校一美人だったとっても過言ではない
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ほどきれいな韓国人に会い、トシラという味はビビンバで鉄のお弁当箱のふたを閉じて振

って食べる韓国の伝統的な料理を食べさせてもらい、龍山というエリアの近くの大きな公

園を散歩してすごしました。彼女は日本にも遊びに来てくれたこともあり昔からの大親友

なのですが、留学を終えてから会えることがめったになく、わずかな時間だったのですが

満喫できました。 
 
 また、翌日には私よりも２つ学年上の敬愛大学の韓国人留学生で、昼休みに自主的に韓

国語を勉強するクラスを作ってくれてたびたび参加して仲良くなった友達に会いました。

現在では韓国のタクシー会社で日本人観光客がそのタクシーに乗ってきたときなどの通訳

の仕事をしているようです。その人もまた美人で卒業以来の再会になりました。韓国料理

をご馳走してもらい、 近ソウルにできた小さいけれどきれいな川の辺りを案内してもら

いました。 
 
 終日には、ソウルから電車で２時間ほどに位置する水原の辺りの友達に会いに行った

のですが、そこで驚いたことは、私はソフトバンクの携帯電話を持っているのですが、国

際ローミングで韓国でも使える状態だったのですが、なんと電車の中で常に電波が３本た

っていました。日本では例えば敬愛大学の国際棟の１階ではほとんど電波が届かない状態

なのですが、韓国ではたとえトンネルの中、ビルの中でした。韓国では公的資金を使って

IT 関連のインフラ整備を進めただけあってインターネットカフェはどこでもありますし、

回線も速く、さすが韓国と思わされました。そしていよいよ肝心の友達に会い、友達と妹

２人と私も入れて合計４人でご飯を食べて帰りました。 
 
 親からは昔、為替レートがそうだったからなのか、韓国は日本の物価の１０分の１、所

得もかなり低いと聞かされており、昔はソウルで火炎瓶を投げて機動隊と戦っている映像

もよくながれていたのですが、今では所得も日本とほとんど変わらず、通貨にただゼロが

ひとつ多いだけで町並みまで日本のような国に見え、IT 関連に関していえばオンラインゲ

ームを始め今回の携帯電話の電波のように日本よりも優れている部分もあると感じました。 
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 ２００７年３月２６日１９時２５分のフライトでソウルを出発し、３月２７日のシドニ

ー時間で０７時に到着しました。日本との時差はサマータイムだったため２時間シドニー

が日本よりも進んでいる状態です。 
 
 普段は飛行機の中は狭くて寝れないのですが、そのときはなぜか運がよくソウル－シド

ニー間はガラガラで横になって寝ることが出来ました。 
 
 シドニーに到着したのは 5 年ぶり程度で、入国拒否されてから初の入国となりました。

シドニー・キングスフォード・スミス国際空港からホテル・バックパッカーまで行ってく

れる１０ドルの小型送迎バスに乗ったのですが、ほとんどの人はヨーロッパからの観光客

と思われる人で、乗客が降りるたびに他の乗客さんが「have a nice trip!」と一言声をかけ、

初対面の人にはやさしい文化だな？と感じました。 
 
 かつては日本人だらけだったシドニーもそのときには日本人はほとんどおらず、到着し

た初日には韓国人４人と、ヨーロッパ人１０人程度と会話をし結局日本人と会うことは出

来ませんでした。 
 
 初日はかつて泊まったことのある「Gleve Point YHA」に予約を入れたつもりだったので

すが、見間違えて「Jolly Swangman Backpackers」に予約を入れてしまいとりあえずそこ

に行くことに、しかし、そこのバックパッカー間違えたにしては運がよく予約サイト

「hostelworld.com」では高い評価を受けていました。 
 
 その宿は６人共同部屋で、レセプションの２０代前半ぐらいのイギリス人の女の子と仲

良くなり、実はその人も旅行者だとか。この初日だけでなんだか日本から開放された気分

になりました。 
 
 町を歩いていると日本で言うイオンのようなスーパーで「Coles」というオーストラリア

のスーパーがあったのでそこに入ってみました。そこで目を疑いたくなったのですが、す

べてのものが日本よりもはるかに高くなっていました。なにか買おうとしたら軒並み１０

ドル以上のものばかり、６００ｍｌのペットボトルのコーラでさえ、日本のスーパーでは

１００円で売っているものが３００円（３ドル）します。普通のお店で売っているハンバ

ーガーが５００円、そんな中マクドナルドのビックマックセットが６．５０ドルと日本と

あまり変わらないのですがそれが安く見えました。 
 
 ５年前にオーストラリアに来たときと比べ日本ではほとんどインフレがなかったのです

が、実はオーストラリアでは大きなインフレが起こっていたことに気づかされました。ま
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さに、敬愛大学の留学生と同じ立場になったと思いました。この問題を打開するためには

バイトをするか、個人で日本からものを持ってきて販売するか、などと考えたのですが、

カーステレオ以外に miniSD カードを日本で安く手に入れて販売する予定だったのですが、

家電製品はオーストラリアもそれほど高いわけでもなく、輸入してお金稼ぎというのも難

しくなりました。 
 

 
 



第四章 ウーロンゴン大学に到着 

  シドニーから、ウーロンゴンは電車で約２時間、距離にして１００ｋｍほど南に位置

する人口３０万人ほどの町です。とりあえず、予約したバックパッカーに向かいました。

その町にはバックパッカーが２件しかなく、もう１件のバックパッカーは団体の予約が長

期に入っていて入れないということで KEIRALEAGH バックパッカーを選びました。 
 
 初日にオーストラリア人の２０代半ばぐらいの女性と知り合い、一緒にシェア（暮らす）

しないか？誘ってくれしかも車持っているので自由に使っていいという条件までつけてく

れました。 
 
 そして、肝心のウーロンゴン大学にも行ってみたのですが、学校はアジア人が目立ち、

話しかけたら全員フレンドリーでした。特にこの不安だらけの状態で韓国人の友達ができ、

困ったことがあったらいつでも電話をしてくれと暖かい言葉をいただきました。まさに自

分が困っている状態こそ人のやさしさが強く感じられると思いました。 
 

 

 



第五章 ウーロンゴン大学で初授業 

 いよいよ、ウーロンゴン大学で始めて授業を受けることになりました。 初はクラスわ

けテストを行い、なんだかその結果がよかったらしく上のほうのクラスに行ったみたいで

す。そしてそのクラスなのですけど、ほとんどがサウジアラビア人、でアジア人が５名い

て、リビア人が１人というクラスでした。そこで台湾人の女の子と、リビア人と話す機会

ができたのですが、ちょうど台湾人がペットボトルのミネラルウォーターを飲んでいたの

でそれはリビアと台湾ではいくらぐらい？という話をしてみると、それぞれ２５円程度の

ようです。日本は１００円程度、で！オーストラリアでは２４０円（２．４０ドル）しま

す。それは、コンビニとかでというわけでもなく、大学内や、スーパーでそれぐらいしま

す。 
 
 肝心な授業なのですが、英語を英語で教えるために「現在完了、過去分詞、未来形」な

どを英語でなにというのか？などいち早く覚える必要がありました。また、敬愛大学とは

違い毎回のように必ず宿題が出てきており、勉強しなければいけないというプレッシャー

まで加わったような感じになりました。 
 



第六章 イースタンホリデー 

 学校開始早々いきなり、イースタンホリデーで休みになりました。大学生であれば、１

ヶ月ほどの休みになるそうなのですが、語学学校の場合は、４月６日から９日まで休みに

なりました。しかし、物価も高く、やることはバックパッカーのリビングで無線 LAN が無

料で使えるのでインターネットをやる程度なのですが、毎朝いろんな旅行者が来て、いろ

んな旅行話を聞くことも出来る楽しいバックパッカーでした。 
 
 その休みに知り合って仲良くなった人は、日系アメリカ人のサンフランシスコに在住す

る女の子でした。今ではアメリカにはほとんど日系アメリカ人というのは存在せず、代わ

りにベトナム人、中国人だらけという話を聞きました。 
 
  ここで敬愛大学の授業が役に立ったのですが、日系アメリカ人とは、第二次世界大戦

前に日本からアメリカに出稼ぎに行って、その後戦争が始まり、日本に帰れなくなり、一

時的に、当時アメリカにいた日本人は、強制的に刑務所（人数が多かったためスタジアム

など）に入れられ、財産をすべて没収され戦後に帰るに帰れなくなった人たちの子孫が日

系アメリカ人です。財産を没収した過去の謝罪に１９８８年のレーガン政権時に当時の日

系人に対して一人当たり２万ドルを支払い、その人の親もそのお金を受け取ったそうです。  

 

 それで！その子なんですが、見かけは全く日本人なのですが、話すと日本人という感じ

は全くしません。性格も日本人らしくない感じでした。日本語は５０％ぐらいわかるそう

で、私の彼女の印象は日本人ではなくアメリカ人という意識が強いと感じられました。 

 

一緒にいたのは２日なのですが、彼女の勧めでウーロンゴンにある仏教のお寺に行って

きました。特に仏教には興味なかったのですが、そのお寺のレストランの食事はおいしか

ったです。  

 

 一緒にお寺に行ったあと、バックパッカーで知り合ったドイツ人の女の子がウーロンゴ

ン大学に通うらしく、家を新しく借りたので遊びに行きました。また、夜だったのですけ

ど、初の海に散歩に行きました。その後ホテルに帰ったらイギリス人と旅行の話で盛り上

がり、彼のホームページを拝見させてもらいました。とにかくよくできてます。今はイー

スタンホリデーなので遊びに来たらしく普段はニュージーランドの IBM で働いているそう

です。  

 

 こんな生活にも慣れてきたのですが、考えてみたら貧乏ながらすごく充実した生活を実

現できていました。ここでは遊ぶことが勉強だと思って楽しくやって行きたいと考えるよ

うになりました。 



第七章 不動産をみてきました 

 初に一緒に住む計画のあったオーストラリア人の女の子なのですが、いつのまにか

どっかに行ってしまいました。日本人はどちらかというともっと約束を守る習慣があるよ

うに思えますがオーストラリア人はどちらかというと計画を立てるのが苦手な人が多いよ

うな印象が私にはあります。 
 

 結局、その話を忘れて、不動産を見てきました。本当であれば授業中だったのですが、

住むところを探すのが先なので特別に許可をもらって見てきました。物件は週１００ドル、

１ペットルームという内容だったので、一人で住む物件と考えていたのですが、実際行っ

てみると一人で住むには大きな物件でした。英語の説明では、  

 

Large speacious 1 bedroom unit with large living areas in a great location. Close walks to 

school. shops and public transport.  

 

 という内容だったのですが、とにかく広かったです。  

 

 １６時に不動産の前で！という内容で１５時ごろ大学をでてどうやっていくのかよくわ

からなかったので、歩いてる人に聞いてみると、なんとその人は車持っていたので不動産

の前まで送ってもらいました。学生だと思っていたのですが、実は大学の先生だったよう

です。  

 

 不動産の前についてみると、他に２組の人がこの不動産を見に来ており、待っている間、

オーストラリア人の女の子２人と話していました。その人たちもウーロンゴン大学の生徒

のようです。  

 

 そしていよいよ不動産屋の人が到着して、物件を見てみると、３人で住んでも十分住め

る物件だったのですが、木造建てで木が少し腐ってるような感じでした。日当たりもそれ

ほどよくなく「うーーーん」という感じの物件と思いきや、見に来た２組は即効帰ってし

まいました。早！！！って感じでした。  

 

 そこから街までどうやって戻っていいのかよくわからず、不動産屋の人が車で来ていた

ので街まで送ってくれと交渉したら「It is not my business!!」と拒否されてしまいました。

日本の不動産屋なら車で不動産の場所まで送ってくれたのですが、オーストラリアの不動

産屋は若干事情が違うようです。  

 

 結局歩いて３０分ぐらいかけて家まで戻りました。不動産に移るのも実は結構慎重に考

えていまして、今は６人部屋でトイレ、シャワーが共同で週１２０ドルでいわいる「バッ
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クパッカー」といわれるところに住んでいるのですが、いろんな国籍、旅行者の人と話す

機会があり楽しく過ごしています。もしその物件に移ったら、学校以外の友達はいなくな

るというデメリットもあります。ホームシックになる可能性もまだあると考えております

ので、結局不動産を借りて住む機会は今回はありませんでした。 

 

 

緑の矢印が見に行った不動産の場所です。 

 



第八章 車買いに行きました。即決！ 
 

 それから、目線を変え、念願の車を購入しました。しかし！中古車で、走行距離は

249,039km、助手席のパワーウィンドが開かなく、ＣＤ付なのですが音がでない、灰皿がな

いなどのいろんなトラブルを抱えていたのですが、部品を取り寄せるので来週までに直し

てくれると約束していただいたために帰ってきました。 

 

 そして気になるお値段のほうは・・・・AU$2,700 でした。車はトヨタのサイノスでオー

ストラリアではパセオ(PASEO)という名前です。一番初期のモデルでＭＴ（マニュアル）車

です。またイモビライザーという盗難防止装置が付いていてこれをオンにしないと鍵を回

しても動かない仕組みになっています。  

 

 この車を選んだのはかつで私自身が日本で同じ車を乗っていたのが理由です。どこが壊

れるか予想がつきますし、サイズの小さな車なので燃費がいいことも見込まれ１Ｌで１５

ｋｍぐらい走る見込もありました。 

 

 オーストラリアのガソリンの価格は当時、日本とほとんど同じぐらいの値段で、１リッ

ターAU$1.25(125 円)ぐらいです。ちなみに学校のサウジアラビア人に「母国では１リッタ

ーいくらなのか」と聞いてみると、２０円ぐらいだそうです！さすが世界の石油産油国で

す！あとドイツ人にドイツではいくら？と聞いてみると 1.30 ユーロ(210 円)ぐらいだそう

です。  

 

 不動産探しよりも車は簡単に決めることができました。その大きな要因はすでにもう売

ることを考えているからです。オーストラリアでは中古車でもそれほど大きく値段が下が

らなく取引をうまくやれば儲かるのです。これを繰り返せばある程度お金を稼げると見込

んでいます。  

 

 後に車の乗り心地ですが、９３年モデルでもさすが世界のトヨタ！乗り心地いいで

す！購入した場所はシドニーのダウンタウンの近くの ASHFIELD というエリアで

WOLLONGONG からでは電車で２時間ほどの場所なのですが、帰りの距離もかなりあって、

道に迷ったのですが２時間で帰ってきました。走行距離２４万 km の車でスピード出したら

エンジン壊れそうなので制限速度を守って帰ってきました。  



第九章 試験に合格上のクラスに！ 
 

 ウーロンゴン大学の語学コースでは毎月試験を受けてその結果でクラスわけをします。

実は大学は３月１９日からスタートしていたのですが、それよりかは大幅に遅れ４月から

スタートしたので不合格の可能性大といわれていたのですが、なんとかぎりぎり５０％の

点数を取って上のクラスにあがることが出来ました。しかも、リスニングで８０点とって

ほかがボロボロで５０％でした。 
 
 そして、バーベキューパーティがありました。といってもソーセージにパンをはさんで

食べるシンプルなものだったのですが、天気にも恵まれ、普段会うことのない人たちとも

会話する機会ができ、また、韓国人の友達ができ、日本のお寿司についていろいろ話をし

て盛り上がりました。 
 
 それから、 近購入したばかりのトヨタのサイノスで韓国人５人と私も入れて合計６人

で４人乗りの車で近くの標高４６３．９ｍのケイラ山の頂上までドライブしました。山の

上からはウーロンゴンの町が一面に見渡すことができ、空気もとてもきれいでした。山を

登るときにさすがに６人で乗った１５００ｃｃの車では坂を登るのが苦しく、１速のギア

を入れないと登りませんでした。 
 
 それから、そのお礼だったのかみんなで韓国料理を作って食べさせてもらいました。見

た感じはとてもシンプルなものだったのですが、普段ろくなものを食べていなかっただけ

にとてもおいしくいただくことができました。 
 
 



第十章 うまくいかないこともしばしば 
 

そんないいことばかりではなく悪いこともたくさんあります。この前買った車実は、助

手席のパワーウィンドウが壊れていたのでそれを修理してもらうために月曜日学校を休ん

で、購入したディーラーまでもって行きました。購入したときからパワーウィンドウは壊

れており修理してくれる約束で購入したのですが、平日しか修理できないということであ

えなく妥協してしまったことによりこうなってしまいました。  

 

 また、ずっと前に働いていた職場で生徒を空港からホストファミリーの家まで送る仕事

をもらえるということで修理が終わってから面接に行く計画もありましたので学校を休み

ました。  

 

 それで結果はどうなったか・・・まず、パワーウィンドウは部品がないため修理できな

いということでまた出直しです。そして、ＣＤプレーヤーももともと壊れていたので修理

してくれる約束だったのですが、パワーウィンドウの修理が想定外にお金がかかったよう

で赤字になったらしくＣＤは修理できないといってきました。  

 

 まあ、事情はわかりますが約束が違う・・・ちょっと納得できないな・・・って感じで

した。また、説得の仕方もへたくそで素直に謝ればまだ許せたのですが、「俺はパワーウィ

ンドウの修理に２００ドルかかってるんだ！なのでお前はＣＤプレーヤーぐらい直せ！」

といってきました。まあ、人の心をつかめてないよなと思い、また出直しはめんどくさい

な、ちなみに家からディラーまで車で２時間かかります。  

 

 気を取り戻してこれから仕事の面接！今度は日本人社長！期待を裏切ることはない！は

ずだったのですが、電話では仕事をもらえるはずだったのですが、なんと保険に入ってい

ないので万が一のことがあれば対応できないのでやっぱりだめだということになってしま

いました。でも社長とは久しぶりに会えたし、仕事をあげようという熱意はありがたく感

じました。  

 

 結果論を言えばシドニーにわざわざ足を運んだ意味がなく、あきらめてオーストラリア

ではそこそこ有名な strathfield というカー用品店でＣＤプレーヤーを買って無事に取り付

け完了して音楽も聴けるようになったのですが、ＣＤプレーヤーのリモコンを受け取り忘

れました。明日また行ってみますが、「ない！」といわれる可能性が非常に高いと予想して

いましたが無事に受け取れました。 

 

 後に今泊まっているバックパッカーに戻ってインターネットがなぜつながらないのか

いろいろ調べてみたのですが、間違いなくルーターの故障！と考えていたのですが、どう

やらイギリス人でパソコンに詳しい人がいたのでいろいろ調べてもらったら「プロバイダ
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ーにお金を払ってない！」という可能性が強いようです。  

 

 英語なのでよくわかりませんでしたが、ＩＰアドレス(192.168.1.1)を使って接続そのも

のには成功したのでルーターの故障ではないようです。  

 

 しかたないので、敬愛大学の PC 教室は１８時に閉まっていたのですが、ウーロンゴン大

学では夜 23:45 分まで開いているので使っています。しかし、ＭＳＮメッセンジャー、ＳＫ

ＹＰＥ、OUTLOOK などは使えず、基本的に Internet Explorer しか使えないようです。  

 

 後にオーストラリアの友達と明日、車で３時間程度のニューカッスルに遊びに行く予

定だったのですが、都合が悪くなってしまったようです。とにかく期待通りにはいかない！

のがこの国の宿命なのだと感じました。きっと長期間住めばきっとこれらのことすべてが

想定の範囲内！！と思えるようになるのだと思います。 

 

 

 

 



第十一章 薬物にはまる人々 

 バックパッカーではいろいろな外国人が来るのですが、よくマリファナを吸っている

人を目にします。珍しくトマトソースの容器を加工して、その中に水を入れて吸っている

人がいました。マリファナの差込口にはフィルターがないので灰を吸ってしまうはずなの

ですが、一度水に通してるので灰が全部水に残って煙だけが吸える仕組みになっています。  

 

 日本でマリファナ所持が発覚した場合、１０年以下の懲役、３００万円以下の罰金にな

るのですが、オーストラリアのニューサウスウェールズ州では１５ｇまでのマリファナの

所持が認められています。シンガポールでは５００ｇ以上のマリファナを所持したら死刑

になります。それ以下でも長期の懲役刑が課せられるのでマリファナを所持している人は

十分、その国の法律に従ってください。  

 

 ちなみにオーストラリア国内であってもシンガポール大使館、シンガポール航空に乗っ

た時点で、シンガポールの法律が適用されますので十分注意してください。  

 

 私自身、日本の法律ほどマリファナに対して厳しくしなくてもいいとは思っているので

すが、マリファナは高額で吸う人はお金がすぐなくなる！という人が多くそういう人に限

ってタバコをくれとか言ってきます。タバコ４本分の葉っぱ程度の量のマリファナで６０

ドル程度します。また、マリファナはいつも同じ人が吸っているという印象があり中毒性

があるものだと考えられます。外国に初めて出た日本人にとってはマリファナ吸ってみた

いと思う人も多いかもしれませんがやめたほうが無難だと思われます。 

 



第十二章 欧米にベジタリアンが多い理由？ 

 いつものスーパーに置いてあるチキンの丸焼きがあるのですが、閉店間際になると１

０ドルが６ドルになるのですが、依然割高感があって手を出せなかったのですがある日、

奮発して買ってみる事にしました。  

 

 高いだけではなく、生きている鶏の姿を想像するとなんだかかわいそうな気分になって

しまうのも今まで手を出さなかった理由の一つでした。きっと生きたまま焼かれてしまっ

たのかな・・・と  

 

 見た感じはおいしそうでもあったのですが、いざ食べてみると中は全部白の肉で味があ

りませんでした。また一人でしばらく食べていると気分が悪くなってきて結局、同じ宿の

人にあげてしまいました。  

 

 なにより、鳥の形が残っているのが生々しく、人間は他の生物を犠牲にして生きている

のだと強く感じてしまいました。だからといってベジタリアン（野菜しか食べない人）に

なるつもりはありませんがベジタリアンになる人の気持ちも分かったような気がします。  

 

 日本ではあまり丸焼きを目にすることはなく加工された肉を見ても実は生きていた動物

だとあまり考えることはなかったのですが、この丸焼きにはなんだか衝撃を受けたような

気がします。 

 

 

 

 



第十三章 日豪カレー 
 

オーストラリア人と共同でカレーを作りました。バックパッカーに長期間住んでいる友

達２人なのですけど、絨毯を売る仕事をしており明日から別の街で仕事をするということ

で 後の夜だったので共同でカレーを作るということになりました。  

 

 ご飯は私が作りました。オーストラリア人のご飯を炊いてるところを見たことあるので

すが日本のご飯とは違っておかゆみたいなご飯を作る人が多いようです。そこで日本と同

じご飯を作りたかったのでお米も日本米に近い形のものを購入しオーストラリア人はカレ

ーを作ってくれました。  

 

 見た感じカレーなのですけど実はカレーではないようです。でも味はカレーに近く、き

っと日本人が食べても８割の人はおいしいと言ってくれるほどの出来でした。オーストラ

リア人もご飯がうまく炊けていると言ってくれ、またカレーもうまく出来ていたのでおい

しかったです。  

 

 いつもパンかラーメンしか食べてない生活をしてるので、その日のカレーは私にとって

は豪華な食事でした。 

 

 

 
 



第十四章 オーストラリアでの携帯電話の裏技 

オーストラリアに着いた当初は携帯電話代高い！と思っていたのですが、いろいろ調べ

てみると電話代をかなり安くできる方法を発見しました。  

 

 まずは Optus というキャリアでは 30 ドルを加えると Optus 同士の携帯電話なら 300 分の

無料通話が追加され Optus 以外の契約の携帯電話に通話する場合、３０ドルから残高が引

かれていく仕組みになっています。  

 

 また、vodafone では＄２９追加すると、＄１３０の残高が追加されます。Jumbo Cap プ

ランというもので vodafone ショップでないと出来ません。更に 1 ヶ月以内に使わないとい

けないという条件もあります。  

 

 私はこの２つのプランに加入し、常に２つの携帯電話を使っています。学校では Optus

の人が多くその人たちに電話するときは Optus の携帯電話を、またそれ以外の携帯電話を

使っている人に対しては vodafone の携帯電話を使い分けています。携帯電話端末がひとつ

しかない場合少し問題ですが、私は日本から持ってきた 903SH と 703SH というシャープの

携帯電話を改造して海外でも自由に使えるようにした端末でそれぞれの SIM カードを挿入

して利用していました。 

 

 また、国際電話をするときは、skype というインターネットから通話ができる格安電話が

いいと思います。私の場合、電話の受話器がＵＳＢ端子に対応しているものをもっている

ので普通の電話のように国際電話ができました。ちなみにオーストラリアの携帯電話へ

skype から電話するときは 1 分あたり 23.1 円します。しかしオーストラリアの固定電話に

skype から通話する場合は 1 分辺り 2.380 円、日本の固定電話へは 2.660 円、日本の携帯電

話へは 17.5 円です。skype はクレジットカードでしか支払えませんので、ぜひクレジット

カードを発行して出国することをお勧めします。 

 

 



第十五章 友達の絨毯屋で仕事を引き受けました 

 友達の会社の社長がホームページの写真を更新してほしいという話を聞いていたので、

直接その人の場所に出向いてホームページを更新しました。場所はウーロンゴン

(Wollongong)から車で２５０ｋｍ程度はなれた場所で、シドニー(Sydney)から見ればブルー

マウンテンを通過してバスラスト(Bathurst)という人口４万人程度の街まで行きました。  

 

 全部で 70 枚の写真が用意されていたのですが、後でインターネットで調べると写真サイ

ズ変更ソフトを使えばすぐに変更できたのですが、そのソフトを用意していなかったので

７０枚の写真を編集してホームページを作成するまでに２日かかりました。  

 

 作成したサイトはカーペット屋さんのホームページなのですが、社長はレバノン系オー

ストラリア人でコンピュータのことは全くわからないという人でした。その社長にサーバ

ーの ID やパスワードを今管理してもらっている会社から聞き出してもらい、それからなん

とか FFFTP というソフトでサーバーの情報を読み出すことに成功し、 終的にアップロー

ドに成功しました。  

 

 報酬は出来るかどうかわからなかったため 初に交渉しなかったのですが完成してから

＄２５０（２万５０００円）を請求したのですが他では２万円でやってもらっているとい

う話をされ結局それで折れました。  

 

 確かにこの写真を張り替えるだけで２万円はちょっと取りすぎのような気もしますが、

ガソリン代で約７０００円、宿が２泊で５０００円と考えると純利益は２日で８０００円

ということになりやってられん！ってう感じですが、友達に会うという目的もあったので、

また頼まれたら引き受けました。  

 

 なにより、ホームページを編集してお金をもらう！しかも外貨を稼いだ！という意味で

は大きな一日だと自分なりには評価しています。また近いうちにホームページを丸ごと作

ってくれといわれるかもしれないので特にグラフィックの作成方法を勉強しておかなけれ

ばいけない状態になっておりホームページを作成する大きな動機が出来ました。  

 

 泊まった宿はパブなのですが、金曜日、土曜日の夜だったため夜中まで音楽がうるさい

宿でした。妥当に考えれば泊まってる人はうるさいと文句をいってはいけないですね。 

 

Floor Décor Persian Gallary 

http://www.floordecor.com.au/index.html 

このページの右にある、お店の写真は私が撮影したものです。また、RUGS、FUNITURE

のセクションの写真をすべて貼り替えました。 



第十六章 クラスのプレゼンテーションで 高点取りました 
 

先週末にテストも終わり、結果を発表されたのですが、成績はクラスで 下位だったの

ですが、プレゼンテーションの成績はクラスでトップでした。  

 

 プレゼンテーションのテーマは「教育」に関連した内容にする必要があり PowerPoint を

使って 10 コマ以上にするのが条件で、私はシンガポールの教育について話しました。なぜ

なら、シンガポールに長期間住んだ経験がありましたし、中国人、マレー系、インド人な

どが共存している国で英語を公用語にした国の教育はみんなに関心を持ってもらえるので

はないかと思ったからです。  

 

 あとから先生の話によれば、プレゼンテーションでは正確な英語を話す必要はなく、聞

いてくれている人にわかりやすくまた、面白い、興味のある内容にする必要があるといっ

ており、またそうでなければオーストラリア人はプレゼンテーション中にクラスから出て

行ってしまうといってました。 申し訳ないのですが、確かにみなさんのプレゼンテーショ

ンは面白くありませんでした。中には母国のただの大学の紹介のような人もいました。 

 

 PowerPoint で用意した資料もクラスで一番といっていいぐらいシンプルで、文字が動い

たり、壁紙などを一切使用せず、中には文字だけというページまでもあったのですが、内

容が評価され 高点をいただきました。また同じクラスの学生もそれを認めてくれてとて

もいいプレゼンテーションでした。 

 

プレゼンテーションで使った Power Point の一部のプレビュー 

 

 



第十七章 オーストラリアは韓国人だらけ 

 かつて日本人は世界のいたるところに旅行者がおり、シドニーには日本人がたくさん

いて、日本語でお店を宣伝しているところもたくさんありました。  

 

 しかし今やオーストラリアにいる 大の観光客はヨーロッパを除けば韓国人です。韓国

は株価、為替共に高値圏を推移しており言ってみれば日本のバブル経済の時代に相当する

ほど韓国経済は好調を維持しています。  

 

 日本の人口は１億３０００万人程度なのに対して韓国の人口は５０００万人程度ですの

でそれを考えると１８人に１３人が日本人がいるという計算が成り立つのですが、実際は

１０人に７人またはそれ以上が韓国人旅行者です。  

 

 日本人観光客が大幅に減った理由をいろいろ考えてみたのですが、一番はなんといって

も円安なのだと考えられます。また、少子化が進み誰でも大学に入学できる時代に突入し

ており、円安などから一部の輸出業などの好調で有効求人倍率も上がり、時間をもてあま

している２０代が大幅に減っているのも原因と考えられます。  

 

 韓国も少子化というのは共通していると思われるのですが、好調を維持している韓国経

済や、かつて韓国経済も IMF に介入されたり、不安定な政局が続いたことから、海外に就

労した人口の多いと考えられ、それも海外の韓国人人口を押し上げているのだと考えられ

ます。  

 

 日本は経済にはそれほど困らない社会が続いたので、英語を勉強する意識、苦労を知ら

ない世代が今社会で活躍している時代ですのでそろそろ日本の経済も転換期でアジアでは

中国、韓国が台頭する時代になるのかもしれませんね？ 

 

特に株価グラフに注目してください！大幅高です。 



第十八章 なくした携帯電話見つかりました 
 

 
ある日、免許センターで自分の車のナンバー覚えていなかったので車のナンバーを写真

に撮り、申請用紙を書いたときまではあったのですが、それからいつのまにかその携帯電

話がなくなりました。 

 

そして、なくした電話に電話をしてみると、スペインかイタリアなまりの英語を話す人

が出てきて、今からシドニーに行くから今すぐ返せないという話をしてきました。それか

ら数日が経過しても住所を報告しても送ってもらえず盗まれた！と思ってその状況を警察

に報告すると警察もそれは盗まれたわけではないと相手にしてもらえませんでした。 

 

それから一週間後、オーストラリア人女性から連絡が入り、Corrimal というエリアの公

園で携帯電話を拾ったと報告していただきました。そして、その女性が住んでいる Thirroul

というエリアまでとりに行きました。  

 

 途中で拾ってくれた携帯電話の充電がなくなり通話ができなくなりましたが、駅で待っ

ていると声をかけてくれた女性がいてその人がなくした携帯電話を届けてくれました。と

りあえずわざわざ駅まで出向いてくれたわけですし２０ドル（２０００円）程度の小額だ

ったのですが渡してなんとか手元に紛失した携帯電話が戻ってきました。  

 

 オーストラリアでは手に入れることのできない携帯電話でしたからうれしいの一言なの

ですが、あとで携帯電話の履歴を見ると複数に電話の履歴が残っていました。昨日拾って

くれたという話だったのできっとその人が電話したのだと思われます。携帯電話の設定も

なんだか変わっていましたが見つかってよかったです。  

 

 いったいこの携帯電話はどういう経路で戻ってきたのだろう？もし拾った彼女の話が本

当であれば 初に盗んだ相手が公園に置き忘れたのか？よくわかりませんが、盗まれた当

初電話をかけたらイタリア語っぽい会話をする人がでたので本当に公園で拾ったという可

能性が高いと考えています。 

 

 また、その過程で、警察に紛失したと届けたときに隣で親子で財布を拾ったと警察に

届けに来ていた人がいました。日本もオーストラリアもいいひと、悪い人がいて当然なの

ですけど、どちらの国もいい人が多い国だと私は思っています。 

 

 



第十九章 盆栽は野球のボールによって潰される運命 

オーストラリア人でそこそこ金持ちだと思われる人で、仕事でウーロンゴンに３週間ほ

ど滞在していた人の話なのですが、実家のニューカッスルで大切に育てていた盆栽が野球

ボールによって潰されたそうです。  

 

  彼は、その盆栽は高かったのですが、お金ではなく大切に育ててた盆栽だったのでそれ

がなによりもショックだったようです。日本でもドラえもんなどのアニメでジャイアンの

ホームランで盆栽がよく潰れてるのと同様にオーストラリアでも同じくホームランで盆栽

が破壊されているようです。  

 

  オーストラリアでは野球はそれほど人気がなく、クリケット、ラグビー、サッカー、オ

ーストラリアルールフットボールなどは人気なのですが、外で野球をやってる人を今まで

見たことがありません。それを考慮すると野球で盆栽が破壊されるというのはやはり世界

の常識なのかの知れませんね＾＾？ちなみに人気のない野球なのですが、実は WBC(World 

Baseball Classic)で日本を２回破っています。  

 

  盆栽は英語でも Bonsai Tree と呼びます。 

 

 



第二十章 学校を早期で終了させると決断しました  

 実は、学校を早期終了させるシナリオは出国前から想定の範囲内だったのですが、結果、

半期で終了させることにしました。 
 
 オーストラリアでの生活はとても楽しかったのですが、実は学校が期待はずれでした。

「人との触れ合い」を大切にという考え方だったのですが、このウーロンゴン大学ではほ

とんどの学生が交換留学という人が多く、国ごとに団体で来ている人が多く、いつもその

グループで固まっているような印象がありました。 
 
 初に知り合った「困ったときはいつでも連絡してくれ」と言っていた韓国人も実は英

語がほとんど話せず、遊びに誘っても他の韓国人も誘って韓国語を話す感じでした。また

この学校そのものが授業が終わるとそれぞれの国同士の出身者が集まり母国語で話してい

る印象がありました。 
 
 帰国間際にもシドニーで先にやめた韓国人がいて２人で会ったのですが、そのひとは、

英語でのコミュニケーションがそれほどうまくできておらず、その人はまた、「ウーロンゴ

ンに戻って勉強するんだ」と言ったことに対し「お前がいつも韓国人と一緒にいるからテ

ストができたとしても会話ができないんだ！」と抗議しました。 
 
 一方、西シドニー大学で留学している近畿大学の友達もいたのですがそこに遊びに行く

と、いつも一緒にいるメンバーとは、全員国籍が違うようなメンバーで当時のウーロンゴ

ン大学とは大きく違うと思いました。 
 
 その上、野菜でさえ日本の物価の２倍以上し、後期に敬愛大学の授業に出席しないと卒

業は厳しい状態であったために早期終了を決意いたしました。 
 
 日本出国当時では、１ドル９０円が１０７円程度まで上昇しており、特に経済的問題が

強く、毎日インスタントラーメンを食べて生活していた状態でした。 
 
 ウーロンゴン大学では、 初は経済的理由でやめるのであれば仕方がないということだ

ったのですが、後から、やっぱり早期終了は認めないという話にもなったのですが、交渉

し、なんとか認められ、一部の授業料が帰ってきました。また、敬愛大学との提携にも影

響はないといっていただき、不安を残すことなく早期終了いたしました。 
 



第二十一章 オーストラリア半周計画始動 

 学校終わってからいきなり風邪を引き、１週間ぐらい寝込んでいたのですが、バックパ

ッカーで知り合った友達などに会いに行くため、せっかくオーストラリアにきたのに、い

つも雨と強風ばかりのウーロンゴン以外の街もたくさん見たかったわけです。 
 
 特に誰かと一緒に旅行するという計画はなく、一人で発案しました。それは、旅行中に

たくさんの友達ができると予想できましたし、各街に友達がいたことがきっかけでした。

とりあえず西シドニー大学に遊びに行ってから、１０００ｋｍ離れたメルボルンで昔一緒

に住んでいた友達、オーストラリア人気バンド、The Australian U2 Show のボノことゲー

リーモリスさんに会いに行き、アデレードという街ではたくさんのバックパッカーがあり、

そこで友達を作って一緒にエアーズロック経由でケアンズに行こうという計画を立てまし

た。 
 
 とりあえず、長い間住んでいたウーロンゴンにある KEIRALEAGH BACKPACKERS を

離れ、西シドニー大学へと向かいました。 
 

初につくった計画（現実的には計画通りにはいきませんでした。） 

 

 



第二十二章 西シドニー大学の寮に寄りました 

 この大学の人たちとは、メルボルンに旅行したときに知り合いました。わずか短時間だ

ったのですが、話が盛り上がり、私がウーロンゴンへ戻る寸前まで、ナイトクラブなどに

遊びに行って遊んでいました。 
 
 初に知り合ったグループは日本人５人とマレーシア人１人という組み合わせで、先に

日本人は日本に帰ったのですが、そのマレーシア人とも仲良くそのときも連絡取っていた

ので、おそらくこれがオーストラリアで会う 後の機会だと思い会いに行きました。 
 
 ウーロンゴン大学の寮は６畳ほどの部屋で校舎のような建物なのですが、西シドニー大

学の寮は一軒家で、４つの部屋があるのですが、リビング、キッチン、トイレは共同でみ

んな仲良しという感じで、まるでいつもパーティをしているような雰囲気で、しかも全員

英語でコミュニケーションをとっていました。 
 
 そこには１泊リビングで寝かせてもらい、みんなで料理作ってくれました。そのマレー

シア人も２００８年２月現在でそろそろ日本に遊びに来るという話をしており楽しみにし

ています。 
 
この写真の中には、日本人、韓国人、台湾人、中国人、マレーシア人、エジプト人、トルコ人がいます。 

 



第二十三章 メルボルンに到着 

  西シドニー大学を夜２２時ぐらいに出て、ダイレクトで１０００ｋｍほど離れた街メ

ルボルンに到着しました。１０００ｋｍといっても道路がほとんど高速道路同様で、制限

速度が１１０ｋｍなので１０時間ほどで到着します。しかし、途中で眠くなり、車の中で

寝てるといつの間にか夕方になっていました。 
 
 それから、メルボルンには夜に着きました。メルボルンには何回かいったことあるので

すが、特にこの街はネオンがきれいでオーストラリアを旅行した人ほとんどがメルボルン

が一番きれいな街だというほどの街です。 
 
 夜中についてこれからチェックインするのはなんだかお金がもったいないと思い、朝ま

でインターネットカフェで過ごしました。そのカフェは実は前に会員になっていたので１

時間２ドルだったので、宿泊費よりも安くインターネットを使いたかったことが決め手に

なりました。 
 
 実は、前に一緒に住んでいた The Australia U2 Show の友達の電話番号がわからなかっ

たのですが、彼はホームページを持っており、その日はたまたまメルボルンの郊外でギグ

（コンサート）をやっているという情報があったのでそこに行ってみました。 
 
 そして見事に会うことができ、たくさんの思い出話ができました。お互い特に何も変わ

っていなくただ時が流れただけという感じでした。彼は特に日本に興味があるわけでもな

いのですが、 初に会ったときは私はロクに英語ができなかったにもかかわらず、一緒に

よく遊んでくれました。また、バイクの免許を取ろうとしたときにそんなの危ないからや

めろ、俺の親はバイクで死んだんだぞ！などと私のためにいろいろ考えてくれているよう

な人で、特にゲイというわけでもなく、知り合ったときから付き合っていた彼女と結婚し

ていました。 
 
 それから、メルボルンに来ると毎回宿泊している、Melbourne Metro YHA に宿泊し、メ

ルボルンには今度いつこれるかわからないのでぜひ、メルボルンで盛んなオージールール

フットボールを見に行きたいと考えました。その段階では友達はいなかったのですが、調

べていくとわからないことが出てきたので、男女４人グループのイギリス人に話しかけた

ところ、その人たちもオージールールを見に行くということになり、次の日いっしょに見

に行く約束をしました。 



第二十四章 オージールール+Free Hugs 

 そこで、翌日１２時にこのホテルで待ち合わせだったのですが、その夜、Australia U2 
Show の友達のところに遊びに行き、寝坊し、約束の１２時を過ぎてしまいついたときには

いませんでした。なんて俺は馬鹿なんだ！と本当に後悔しました。 
 
 こうなっては仕方ないので、一人でオーストラリア 大のスタジアムで１０万人の収容

人数の MCG(Melbourne Cricket Ground)スタジアムに一人で行きました。 
 
 途中、メルボルンの主要の駅のひとつフリンダース駅の前を通ったとき、「Free Hugs」
という紙を持った男女複数のグループがいました。その人たちに道を聞こうと思って話し

かけたのですが、たまたま男の人と目が合ってしまいその人に道を聞いたついでになんで

こんなことをやっているのか聞いてみました。すると気分がいいからという一言が返って

きました。 
 
 これこそ間違いなく日本では考えられない文化だと思っていたのですが、実は日本に帰

国後、渋谷でも同じ事をやっている人がいました。後からインターネットで調べた結果オ

ーストラリアが発祥のようなのですが、もしかしたら私のブログを読んだからやってる

の？と疑いたくなるような光景でした。 
 
 そして、大きな公園を歩いて２０分ほど、ようやく MCG スタジアムに着きました。中に

入ってから、１時間ぐらいいろいろ回って友達を探したのですがとうとう見つかりません

でした。 
 
 結局、そこで探すのはあきらめ、バックパッカーで待ってるとそのメンバーが帰ってき

ました。とりあえず謝り、今度はナイトクラブに行こうという話しになり、ひとりで座っ

ていた韓国人の女の子がいたのでその人も誘ってとりあえずパブにいきました。 
 
 ２日前まで知らなかった人たちと今こうして楽しく過ごしているのは、オーストラリア

ではよくある経験なのですが、元をたどればみんな一人旅です。もちろん友達と団体で旅

行している人もいるのですが、新しい友達を作りにくく、まさに一人旅の恩恵を受けた今

回のメルボルンの旅行でした。 
 
 後にナイトクラブに行き、イギリス人の女の子と踊っていたのですが、踊り方がちょ

っとわいせつな感じだったのでそのナイトクラブから２人で追い出されました。（私からや

ったのではありません。）そこで、誘った韓国人もほとんど私と話していたので３人でナイ

トクラブを出て帰りました。 
 



第二十四章 オージールール+Free Hugs 

 そのときに、明日、フィリップ島というペンギンパレードが見れるところがあるのでそ

こに一緒に行こうということになり、この楽しかった一日が終わりました。 
 
Free Hugs 

 
MCG (Melbourne Cricket Ground)スタジアム 



第二十五章 アデレードに到着 

 ペンギンパレードも無事に見てきて、またまた１０００ｋｍほど離れたアデレードに到

着しました。ちょうどそのころ、ゴールドコーストに住んでいる友達から電話が入り、一

緒にケアンズに行こうという話しになりました。 
 
 即答はしなかったのですが、アデレードで友達を作って一緒に旅行という計画も少し無

理に思え始めあと数日待ってくれということで納得してもらいました。 
 
 これまでほとんど日本語を話すことはなかったのですが、この街では、Shingo’s 
Backpackers という日本人のためにつくったようなバックパッカーがあったのでそこにと

まりました。 
 
 そこは、オーストラリア人男性と日本人女性が結婚してできた子供が Shingo という名前

だったので、オーストラリアブランドの Roxy と同じ発想でその子の名前の宿にしたそうで

す。この宿がほかと大きく違うところは、日本語の本がたくさんあり、インターネットは

無料なのですが、インターネットエクスプローラーを開くと Yahoo Japan が出てきたりま

た一日１５ドルでほかと比べても大きく安いバックパッカーでした。 
 
 もちろん、その環境ですのでほとんど日本人で、みんなでご飯を作り夜にはみんなで夜

景を見に行きました。一緒にケアンズに行ってくれる人を探したのですが、ほとんどの人

はパース、メルボルンに向かう人だったので、結局この時点でゴールドコーストの友達に

電話し、旅行者でもほとんどこのルートで旅行しないだろうと思われる、アデレードから

ゴールドコーストへ向かうことにしました。 
真ん中にあるラーメン（韓国の辛ラーメン）私が作りました。 



第二十六章 アデレードから一気にゴールドコーストまで 

 アデレードからは深夜１時に出発し、とりあえずは、北東の大きな町、Broken Hill を目

指して車で向かいました。アデレードの町を出た後、車をほとんど見ることなくガソリン

スタンドがないのでは！？と気づき、Broken Hill の道のりまでずっと捜していたのですが

２４時間のガソリンスタンドは見当たらず、結局 Broken Hill まで 200km 程度の地点でガソ

リンがほぼ底をつき、ガソリンスタンドが開くまで仮眠していました。  

 

 意外とガソリンスタンドは早く開店し、朝６時でまだ暗い段階でガソリンを給油し、

Broken Hill へ向かいました。Broken Hill はオーストラリアの大手 BHP (Broken Hill 

Proprietary )という鉱山の会社の元の町で今ではほとんど掘り尽くされてしまい人口が

年々減っていっている街で、１泊しようと考えていたのですがバックパッカーにもあまり

人がおらずつまらなそうでしたので鉱山だけ車で少し回ってこの街を出ました。  

 

 そして、途中に、Bourke という街に向かうルートが２つあり、近い道を行こうとしたの

ですが、Wilcannia のガソリンスタンドの人の話によるとそこはダートの道なので一度

Cobar に寄ってから行った方がいいというアドバイスをいただいたのですが、ダートの道を

使えば 300km、Cobar に寄ると 400km だったのでダートの道を選びました。  

 

 ダートのタイプにもよるのですが、砂道であればサイノスのタイヤは埋まって走らなく

なるところだったのですがしばらく様子を見て引き返すことも考えながら走ってたのです

が、ほとんどは砂利道でなんとか進めそうだったので頑張っていってみました。  

 

 ダートの道を走ることについてはかなりのリスクがありました。道路がデコボコでタイ

ヤがパンクした！と思わせるような段差に突っ込んでしまったり、牛、カンガルー、羊が

道路にいたり、砂利道なので滑りやすくスピンして車がひっくり返りそうになったり、ガ

ソリンが次のスタンドまで持つのか、などの不安をかかえ走行することになりました。  

 

 この道では 300km の道でわずか２台の車とすれ違っただけでいろいろ貴重な写真を撮る

ことができました。日本ではまず 300km のダートの道なんてありませんので貴重な体験で

もあり、結果、４時間かけて Bourke に到着し難関のルートを無事に通過でき、まるで難し

いパズルが完成したかのような達成感がありました。結果誰か連れてこなくてよかったと

思いました。なぜならこのダートコース人の運転で助手席には私なら乗りたくないと思っ

たからです。燃費はダートだからといってほとんど影響ありませんでした。  

 

 Bourke ではすでに夜の２０時だったのですが、２４時間クレジットカードで給油できる

ガソリンスタンドを発見し、そこで給油し、ちょっと疲れたのでパプでジュースを飲みに

行きました。  



第二十六章 アデレードから一気にゴールドコーストまで 

 

 そこでたまたまいたお客さんにトラックの運転手がいてアデレードからブリスベンまで

よくトラックで運転しているそうでブリスベーン（ゴールドコースト）までの行きかたを

近道で教えてもらいました。また、そのお店のマスターからも何か食べ物ないか？ってき

いたところアップルパイをもらい本当であれば$3.50 のものだったのですがご馳走になり

ました。  

 

 あとから警察がきたからどうしたんだ！とおもったのですが、後ろのドアから私服を着

た人が普通に来店し、実はそのひと警察官（シドニーから昇格して転勤）で同僚から店ま

で送ってもらったようで人口２８００人の町だそうですが、警察官も誰でも友達のようで

す。一緒にその警察官とタバコを吸ってたのですが、なんとその人道にタバコを捨てて「警

察官！なにをするんだ！」って行ったことろ、ここでは問題ないんだよ！＾＾って言って

おりやっぱり私服を着たらみんな普通になるんだなと思いみんなとてもフレンドリーでし

た。また、オーストラリア人は本当に親切な人が多いって改めて感じさせられました。  

 

 それからそろそろ眠くなってきたところだったのですが、パプの人の話によると、

Brewarrina と Walgett という街ではアボリジニがたくさん住んでいるそうでそれほど治安

がいいわけではなく、くれぐれもその町で車を停めて寝るな！ということでしたので、そ

の町を通過して Collarenebri と Moree の中間点ぐらいで５時間ほど寝てまた走ったのです

が５時間では足りなく、更に Goondwindi で５時間寝ました。  

 

 それからいよいよブリスベーンに向かい、夜の 21:30 ぐらいに無事に到着しました。しか

し、あまり眠くないのでとりあえずインターネットカフェで６時間過ごすことにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第二十六章 アデレードから一気にゴールドコーストまで 

左にある街から右上にある町に行きました。近道がダートです。 

 

 

その道には野生の動物がたくさんいました。牛に当たって死ぬ人も・・ 

 



第二十七章 友達と一緒にケアンズに 

 無事にゴールドコーストに着き、友達と合流してケアンズに行くことになりました。ブ

リスベーンをでてすぐケアンズまで１８００ｋｍという看板が出てきました。東海岸を車

で走るってかなり景色がいいのでは？と思ったのですが、実は海をほとんど見ることなく

砂漠を走っているような感じでした。ところどころの観光名所に行こうと思った場合、内

陸にある道路のため、１０ｋｍ程度東に走って海にたどり着ける感じでした。 
 
 途中、いくつかの島、たくさんのバックパッカーによってゆっくり１週間程度かけてケ

アンズまで行きました。この期間はインターネットの接続がなかったのでブログにも記録

が残っていませんでした。 
 
 ただ、気づかない間にたくさんの観光名所を見逃していました。それは宿に泊まってほ

かの旅行者からの話で気づき、オーストラリア動物園、フレーザー島、ホワイトサンデー

島などで、行きたかったけどツアー料金が高いというものもありました。 
 
 後は、第二次世界大戦時に日本軍が爆撃をしたとされるタウンズビルという街に行き、

歴史博物館に行ってきました。その街で終戦のときに発行された新聞も保存されていまし

た。 
 

 



第二十八章 ケアンズでいろいろ 

 無事に友達とも会え、実はケアンズより少し北にあるポートダグラスというオーストラ

リア人の中でも有名なリゾート地に住んでいたのでそこで泊まることにしました。ケアン

ズに来たらとりあえず、敬愛大学の卒業生の友達が留学していたジェームスクック大学に

行ってみることにしました。敬愛大学で紹介されているその大学の写真でみんなが映って

いる場所もどこだかわかりました。 
 
 とりあえずグレートバリアリーフを見たかったのですが、船酔いして結局、シュノーケ

ルもできませんでした。しかし、ケアンズには、無料で海の近くにバーベキューができる

ところがあり、そこでみんなで料理したり、友達の紹介でなんとか車が売れました。 
 
 この時点で帰国も秒読みになったのですが、ウーロンゴン大学から返金される予定のお

金、車を売ったことによる、税金の返還など、あわせると１０万円ほどになり、あと数週

間オーストラリアにいなければならない常態になりました。 
 
 ケアンズはうわさどおりつまらない町で、海があるけどビーチはなく、日本人観光客が

多く、日本語だらけという状態だったのですが、友達に恵まれて楽しく過ごせたのですが、

一緒に旅行していた友達も日本に帰るという状況で、友達がいないとつまらない町、とい

う感じだったので、税金の返還はシドニーで待つことにしました。 
 
 
 



第二十九章 一気にシドニー・留学終了 

 かつてシドニーからブリスベーンまで車で４日、ブリスベーンからシドニーまでは１週

間かけて旅行したのですが、飛行機でその区間を飛んでみると、なんと２時間３０分でい

きました。ケアンズは日中は暖かかったのですが、シドニーに戻るとまた真冬に戻りまし

た。 
 
 ブリスベーンより北はアボリジニを除けば金持ちが多いという印象だったのですが、シ

ドニーに戻るとまたいつものようにタバコをくれ、お金をくれといってくる人が多かった

です。 
 
 それから無事に税金、授業料の返金、長期にわたり、車を買ったディラーと修理しない

のであれば金返せという交渉に１００ドルだけ返してもらい、車を売ったお金など、残っ

たお金をすべて日本円に両替して帰国しました。 
 
 それで英語が伸びたのかについては、結果、ＴＯＥＩＣを日本に帰って受けてみたとこ

ろ、５０点程度上がった程度で期待はずれの結果でした。始めての留学ではなかったので、

特に大きな収穫もなく、就職活動や卒業単位に余裕がなくなったことを犠牲にしてまで行

くべきだったのか？とも疑問視されます、留学しなければ、あえるはずだった人たちと会

うこともできず、どちらが正しい選択だったのかは比較できないと思っています。 
 
 これで、いよいよ大韓航空で帰国、帰りは航空券の都合上、韓国に滞在することはでき

ず、まっすぐ帰国いたしました。シドニーも冬で日本も寒くなっており、その一年では夏

を体験することはありませんでした。 


