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1. 海外派遣プログラムの目的 (執筆担当者:梅田) 

 

 本プログラムはグローバル理工人育成コースの下記の 4つのプログラムのうち，4)実践

型海外派遣プログラムの一環として実施された． 

 

  1) 国際意識醸成プログラム:国際的な視点から多面的に考えられる能力，グローバル

な活躍への意欲を養う． 

  2) 英語力・コミュニケーション力強化プログラム:海外の大学等で勉学するのに必要

な英語力・コミュニケーション力を養う． 

  3) 学技術を用いた国際協力実践プログラム:国や文化の違いを超えて協働できる能力

や複合的な課題について，制約条件を考慮しつつ本質を見極めて解決策を提示でき

る能力を養う． 

  4) 実践型海外派遣プログラム:自らの専門性を基礎として，海外での危機管理も含め

て主体的に行動できる能力を養う． 

 

 グローバル理工人育成コースにおける 4)の実践型海外派遣プログラムのねらいは 1)～

3)のプログラム履修後に学生を海外に派遣し，現在まで育成された能力を活用し，自身の

今後の研究やキャリア育成の参考となるような経験を積むことであり，本コースの集大成

として位置づけられている． 

 実践型海外派遣プログラムは，下記の 3つの能力の育成を目指すものである． 

 

 1) 自らの専門性を基礎として，異なる環境においても生活でき，業務をこなす力を持

ち，窮地を乗り切るための判断力，危機管理能力を含めて自らの意思で行動するた

めの基礎的な能力を身につけている． 

 2) 異文化理解が進み，相手の考えを理解して自分の考えを説明できるコミュニケーシ

ョン能力，語学力，表現力を身につけている． 

 3) 海外の様々な場において，実践的能力と科学技術者としての倫理を身につけ，チー

ムワークと協調性を実践し，課題発見・問題解決能力を発揮して，新興国における

科学技術分野で活躍するための基礎的な能力を身につけている． 
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2. 参加学生の紹介と研修日程 (執筆担当者:梅田) 

 

2-1. 派遣プログラム日程 

 

派遣プログラムの日程は次の通りである． 

 

派遣プログラム日程 

日付 行動 内容 場所 

3月 6日(木) 
成田発-シンガポール着 

シンガポール発- 

11:10-17:45 SQ 637 便 

21:15- SQ 227便 

成田空港-チャンギ空港 

機内泊 

3月 7日(金) 

メルボルン着 

ホテルに移動 

市街散策 

大学訪問 

7:50 

空港からバスで移動 

11:00- CBDの散策，mykiの購入など 

16:00- 大学内散策 

メルボルン空港 

Mercure Welcome Hotel 

CBD周辺 

メルボルン大学 

3月 8日(土) メルボルン市内あるいは

郊外散策 
各自 

メルボルン市内あるい

は郊外 3月 9日(日) 

3月 10日(月) 挨拶 

講義 

 

 

現地学生達との交流 

9:15 Connor先生に挨拶 

10:00-16:15 グループ(Chem. Eng., 

Metal. Eng., Mech. Eng.)毎に講義を

受講 

16:30- 現地学生達と食事など 

Chem. Eng. 学生室 

各講義室 

 

 

市内のレストラン 

3月 11日(火) 講義 

日本語クラブに参加 

 

イントロダクション 

 

研修室見学 

11:00-12:00 講義 

13:00-14:00 Japanese Club Kaiwa 

sessionに参加 

14:15-15:00 メルボルン大学のイント

ロダクションを聴講 

15:00-17:00 3つの研究室を紹介して

もらう 

講義室 

 

 

セミナールーム 

 

各研究室 

3月 12日(水) 講義 

 

BBQ 

9:00-12:00， 15:15-16:45 講義およ

び日本語クラスへの参加  

12:30-14:00 Student Club (MUCESS)

主催の BBQに参加  

講義室 

 

屋外 

3月 13日(木) 講義 

3Dプリンター見学，挨拶 

12:00-13:00 講義 

14:00- 3Dプリンターの見学，Connor

先生に挨拶 

講義室 
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3月 14日(金) メルボルン市内近郊散策 

空港に移動 

メルボルン発-シンガポー

ル着 

シンガポール発 

各自 

13:00- ホテルからバスで移動 

16:45-21:30 SQ 228 便 

 

23:55- SQ638便 

メルボルン市内近郊 

バス 

メルボルン空港-チャン

ギ空港 

機内泊 

3月 15日(土) 成田着 7:40 成田空港 

 

2-2. 参加学生の紹介 

 

 

ヤラ川付近にて 

 

前列左から 

1. 杉浦 宏介，工学部化学工学科化学工学コース 4年，リーダー 

2. 毛戸 康隆，工学部金属工学科 2年 

3. 丸山 蒼太，工学部金属工学科 3年 

4. 田中 道大，工学部 3類 1年 

 

後列左から 

1. 篠田 誠司，工学部化学工学科化学工学コース 4年 

2. 松田 浩甫，工学部金属工学科 4年，サブリーダー 

3. 梅田 祥太，工学部機械科学科 4年，エディタ 

5. 井上 健成，工学部機械科学科 2年 
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(引率教員) 

後列左から 

4. 吉川 史郎 准教授 

6. 青木 才子 准教授 
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3.メルボルンの概要 (執筆担当者:田中) 

 

3-1. 基本情報 

 

メルボルンはオーストラリア東南部に位置するビクトリア州の州都(人口約 400 万人)で，

シドニーに次ぐオーストラリア第二の都市である．同時にメルボルンは多種多様な民族の

文化が共存する，オーストラリアの文化・芸術の中心都市でもある．メルボルン市内には伝

統的なビクトリア調の建物と現代的なビルとが共存し，その周辺には広大な緑地が点在し

ている．面積の 4分の 1を公園が占め，「ガーデン・シティ」の別称をもつ優雅で美しい街

である．また，教育・医療・インフラ整備などの評価に基づいた「世界で住みやすい国ラン

キング 2013」で，3年連続の 1位の座に輝いた． 

 

3-2. 経済・教育 

 

オーストラリアの多くの州で「資源」が輸出額の大半を占めているが，ビクトリア州では

「教育」がダントツのトップ．中でもメルボルンはパリ，ロンドン，ボストンに並び，世界

でトップ 4 の「学生の街」と呼ばれている．また，165 か国から 15 万人以上の留学生を迎

えており，オーストラリアで学ぶ留学生のうち約 3分の１が集まっている． 

 

3-3. 地理的特徴 

 

気候 

メルボルンの気候は年間を通じて乾燥していて降水量は東京の 40%ほどである．メルボル

ンでははっきりとした四季があり，夏は晴天の日が多く３０度を超える気温になるがカラ

ッとしている．ただし日が沈むと涼しくなり，一日の中での気温変化が大きい．また，冬は

おだやかであるが日照時間が短く，晴れたり雨が降ったりの気まぐれな天気となっている．

全体としてみれば，年間を通じて過ごしやすい気候であるといえる． 

 

時差 

日本とメルボルンとの時差は日本時間+1時間であるが，毎年 10月最終日曜日から 3月第

1 日曜日までは夏時間となるので，日本とメルボルンとの時差は+2時間となる． 

 

公共交通機関 

トラム(路面電車），トレイン(電車)，バスの 3種類がある．いずれも METという機関が運

営しているので，同じゾーン内であればどの乗り物を使用しても料金は同じである．mykiと

いう ICカード(日本の Suica，PASUMO，ICOCAなどのようなもの)を購入し使用する．メルボ
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ルンの中心部を一周する city circleトラムは無料で乗ることができる． 

ターミナル駅であるフリンダース・ストリート駅は 1 日約 25 万人が利用し，CBD とメル

ボルン郊外を結ぶ電車が行きかう．当駅は，オーストラリア国内初の駅として，1854 年に

完成した．写真のエドワード王朝風の威風堂々たる外観の建物は，メルボルンのシンボルと

して，国内外から広く愛されている． 

 

フリンダース・ストリート駅 

 

 

トラム 
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4. 訪問先の紹介 

 

4-1. メルボルン大学について 

 

4-1-1. キャンパスの概要 (執筆担当者:篠田) 

 

メルボルン大学には全部で 8つのキャンパスがある． 

 ・Parkville campus 

 ・Burnley campus  

 ・Southbank campus 

 ・Creswick campus 

 ・Shepparton campus 

 ・Dookie campus 

 ・Hawthron campus 

 ・Werribee campus 

 これらのキャンパスは，様々な学部や専攻毎に成り立っており，今回我々が訪問したキャ

ンパスは Parkville キャンパスであり，ここがメルボルン大学の中でも中心的な場所であ

る．トラムに乗って行く事も出来るが，料金が高いことや帰りに色々寄ってから帰る人も多

かった為，我々は皆歩いて通学していた．ホテルから大学のキャンパスまでは徒歩 25分位

であり，キャンパスマップの詳しい図は巻末の資料編に示した． 

 Parkvilleキャンパス内の建物は，左下図に示すようにイギリス風の建造物が多い．また，

建物の名前も日本と異なり，右下図に示すように人物の名前であることが多い．  
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 講義室は階段教室という意味の Theatre という名前であった．キャンパス内は非常に緑

が多く，芝生にシートを敷いてランチをする人や昼寝や読書をする学生の光景がよく見え

た．キャンパスの北辺りにある Union Houseには様々なお店が集まり，昼食に困る事はなか

った．日本の様に食堂で席について食べるような所は少なく，Take outして外で食べる人

の方が多いように感じた．Union House以外にも所々に Café があった． 

 キャンパスにはプールやテニスコート，クリケット場，運動場，トラック，ビリヤード，

漫画コーナーなど，学生が十分にリフレッシュできる環境が整えられているように感じた．

また同じキャンパス内に学生寮があり，寮に住んだ場合の立地も申し分ない位置であった．

キャンパス内にはレンタルサイクルがあり，これは市内にもあって，レンタサイクルによっ

て通学する事もできるようであった． 

我々の滞在場所として MUCESS(Melbourne University Chemical Engineering Student 

Society)の学生室を使用させていただいた．ここは専攻が学生の為に好きに使って良い部

屋で，時々学生がくつろぎに訪れていた．また専攻の学生主催である BBQの食材等の保存場

所としても用いられていた． 

 

4-1-2. 講義の概要 (執筆担当者:松田，篠田，田中，杉浦，梅田) 

 

全体感想 (執筆担当者:松田) 

講義は 1コマ 50分と短く，Theatreと呼ばれる階段教室において講義が行われる．大型

の机はなく，椅子に備え付けの小型のテーブルを用いる．黒板はなくホワイトボードが用

いられ，多くの講師はパワーポイントを用いる． 

 

Engineering Systems Design-Dr Gavin Buskes 

この授業ではヒューリスティックについて扱った．たとえば「8×8マスのチェス盤から

左上のひとマスと右下のひとマスを除いた時に 2×1 の板を用いて欠けたチェス盤を埋め

ることは可能であるか」「二点間を行きは時速 40km，帰りは時速 60kmで往復した場合の

平均時速はいくらか？」といったようなクイズを一分程度の制限時間で解き，手持ちの投

票ボタンで回答を送信することで画面に即座に全員の回答状況が表示される，といった参

加型の授業であった．執筆者自身こういった形態の授業を受講するのは初めてであったた

め非常に興味深い物であった．実際授業では講師の話を遮って質問が飛び交うなど，活気

に溢れた授業で，ヒューリスティックと言ったような問題発見能力を養う授業の鑑であっ

たと感じた． 
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Design for Manufacture-Dr Colin Burvill 

この授業では構造設計を目的とし，材料力学について扱った．具体的には力を断面積で

除したもの，すなわち応力が引っ張り強度を超えない範囲で材料設計するためにはどうす

ればよいか，といったことをシンプルなモデルである円柱引っ張り，角棒や平板への曲げ

応力の印加などを用いて解説した授業で，具体的にプラスチック，セラミック，木材，金

属などはどういった領域において用いられるべきかといった実務的な内容にまで踏み込ん

だ授業であった． 

 

Materials-Dr Mal Couper 

今回の授業では材料の中でも特にセラミックスについて扱った．まずセラミックスを

SiCなどの共有結合性のものと NaClなどのイオン性のものに分類し，特にイオン性のもの

についてはそのイオン半径比から結晶構造を類推するといったことを扱った． 

また，展延性材料や脆性材料といった分類を金属，共有結合性セラミックス，イオン結合

性セラミックスについて行い，その主因についても言及を行った．更には，ショットキー

欠陥やフランケル欠陥などの欠陥についても軽くではあるが取り扱った． 

 

Mechanics and Materials-Dr Simon Illingworth 

この授業では等質性，等方性の弾性材料について扱い，テンソルや応力-ひずみ曲線な

どを用いて材料にかかる応力を具体的に記述した．第二回ということもあり講義は定義の

確認に終始した．分野の特性上，数式が多くなりがちで生徒の理解が得られにくい授業で

あるが，講師は積極的に模式図を用いることでこれを解決していた． 

 

Engineering Communication-Philip Mackinnon 

この授業ではエンジニアリングとはなにか，ということについて扱った．工学にはどの

ような手法を用い何を目的とするのか，工学は果たして科学の応用なのかといったことに

ついて論じ，授業終盤においては工学の一般理解についても言及し，例題として「pHの概

念を技術的な用語を用いずに説明せよ」という問を出し，隣の人と議論するといった能動

性も求められる授業であった． 

 

Chemical Process Analysis 1-Prof. David Shallcross (執筆担当者:田中) 

この授業はメルボルンで受ける授業の中で一番初めであった．次元の具体的な扱い方の

講義であり，授業の対象が学部低学年の学生が多い授業であったので，日本の大学で 1年

生の授業をまだ受けていなくても理解できるような授業だったと思う．とはいうものの，

やはり英語で先生が話しているのみの時は英語が聞き取れず大変苦労した．セ氏とカ氏の

換算式や，圧力という単位についての講義やイギリスが採用するシステムであるポンドや

インチ，フィートで表された物理量をキログラムやセンチメートルに直すという具体的な
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数値を交えた計算問題も行った．最後になると等式 C=3(2+D)が出され，Cが m³/s で Dが

m の次元を持つとき 2と 3の次元を求める問題とその応用問題が出された． 

 

Chemical Engineering Management-Dr Kathryn Mumford (執筆担当者:篠田) 

 化学工学科の修士 1年が受ける授業だった．プラントを設計するにあたってのコストの

計算であり，材料費や運転費，装置の組み立て費，人件費，土地代，国ごとの通貨のレー

トなど，全てを含めたコスト計算を行う授業であった．前例からどのように今の状況に置

き換えた場合のコスト計算をするのかについて，実際の式を用いて計算し，グラフから値

を読み取って変数の値を決めるといった授業だった．1時間の授業に例題が 3問程度出さ

れ，授業中に皆計算をしていた．Guthrie法というコスト推算を用いるということがメイ

ンであった． 

Carbon Capture and Storage-Dr Colin Scholes (執筆担当者:杉浦) 

この授業は化学工学専攻の修士課程の授業で，15 人程度の少人数制だった．内容は，東

工大の化学工学科化学工学コースの授業におけるプロセス設計工学に対応するものだった．

スライドを使って，プラントのスチームボイラーやヒーター，クーラー，脱硫装置，徐媒装

置等の設備を 60分弱という短い時間で説明していた．東工大では考えられないが，講義の

途中で学生からの質問が 5 個ほどあった．生徒は授業で使われるスライドをダウンロード

してタブレットに映したり，プリントアウトしたりして授業に臨んでいた． 

 

Thermodynamics and Fluid Mechanics-Prof. Joe Klewicki (執筆担当者:梅田) 

 機械工学専攻の学部生が受ける授業だった．他の講義と比較して人数は少なめで，板書

形式の授業だった．授業の形式は機械科学科の授業と大差ないが，先生と学生のやり取り

が多く，質問も多かった．講義の内容としては，概ね流体力学の導入にあたる部分であ

り，ナブラ記号やグラジエントの定義などが主であった． 

 講義を受けた感想としては，やはり専門的な内容の英語は普段の会話よりもさらに聞き

取るのが難しいと感じた．また，個人的には 1コマ 50分の講義は集中力が持続するよい

時間設定であり，東工大でも 45分講義，5分休憩，45分講義といった形式になってほし

いと思った． 

4-1-3. 日本語クラス参加概要 (執筆担当者:毛戸) 

 

現在この授業を受講している生徒の多くは日本のポップカルチャーに興味を持って受講

しているようだ．前日の「KAIWA」という日本語交流会では，多くの学生が程度の高い日本

語を話していて，マンガ・アニメといった日本のサブカルチャーについて熱く語ってくれた．

受講者のほとんどはアジア圏の人々で，自分のテーブルにはベトナム人，韓国人，中国人，

オーストラリア人が座っていた． 
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授業は基本的にすべて日本語で行われ，ディスカッション形式を採用していた．初めに受

講者を 5～6人のグループに分け，簡単な自己紹介を行った．そのあと，日本の英語教育が

どうなっているのかというのを知るために，NHKのニュースを見た．そこでは日本の高校生

が英語の授業を英語で受講しているニュースが流された．その映像の中で，ある生徒が英語

での指示を正しく理解できていない様子が映し出されたが，日本語クラスの何人かはその

状況を正しく理解できていないようであった． 

 

 

日本語クラスの様子 

 

 その後，「グローバル化」とは何であるかということについて議論した．日本語で書か

れたグローバル人材育成についてのテキストをほとんど正確に理解していたことにはとて

も驚いた．グローバル化とは何であるのか，そしてそのグローバル化はどのようなメリッ

トおよびデメリットを持つのかということについてかなり深い議論ができた． 

 彼らの日本語能力は大変高く，たった 3年間の勉強でも十分日常会話はこなせるぐらい

の能力を持っていて大変驚いた．日本の大学生は中高 6年間の英語教育を受けてもなお，

普通の日常会話をこなせる人は少ないであろう．日本も会話表現を重視した英語教育が必

要であると感じた． 
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授業後の記念写真 

 

4-1-4. 研究室見学 (執筆担当者:井上，杉浦) 

 

 様々な研究室を見学させてもらう機会があったので，ここでその詳細について述べてい

く． 

 

学生実験室 

 学生実験に用いられる実験室は，地下にありやや薄暗かった．薄暗い分，通路などをオ

レンジ色などの明るい色にする配慮がなされているようだった．また，様々な化学工学分

野に関係する実験機器が備えられていた． 

 
通路と実験機器 
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3Dプリンター 

 東工大にも最近になって導入され始めた 3Dプリンターが，メルボルン大学の研究室に

は置いてあった．この研究室ではマイクロリアクターを作る用途で使用していた．3Dプリ

ンターを用いると，鋳型が必要ないので望んだ形のマイクロリアクターを容易に作製する

ことができるとのことである． 

 

３Dプリンター 

 

DDS 

 コアにポリマーを重ねていくことで，ごくごく小さなカプセルを作るという技術．

DDS(Drug Delivery System)への応用が期待されているが，現状では作れるカプセルの大

きさが大きいという課題がある． 

 

説明を受けるメンバー 

 

その他実験室 

 その他にもクリーンルームのような実験室の中に周りと隔離された部屋があったりし

て，実験設備が充実している印象を受けた． 
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クリーンルーム 

 

安全対策 

 化学系の研究室を中心に見学をしたが，東工大よりも安全に対する意識は高いと感じ

た．防護めがねと白衣の着用は厳しく義務付けられていて、着用していないと実験停止命

令が下される決まりがあると言っていた．有機溶媒の廃液は，スチール製の丈夫な容器に

こまめに移すルールとなっていた．また，非常用シャワーも至る所に設置されており，レ

バーを引くなど簡単な操作ですぐに水が出せるようになっていた．参考に，東工大の研究

室に設置されている緊急用シャワーの写真を載せる．メルボルン大学のほうが東工大のも

のより直感的に操作できるような印象を受けた． 

  

非常用シャワー       緊急用シャワー(東工大) 
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4-2. メルボルン博物館（執筆者:田中） 

 

4-2-1. 博物館の概観 

 

メルボルン CBD の北部に位置するメルボルン博物館はオーストラリアで初の世界遺産と

なった王立博覧会ビル(写真参照)と隣接しており，両方とも一つの涼しげな公園のなかに

ある．入場料は大人が$10 だが，学生証を見せれば無料となり，日本の学生証を見せると，

日本語で書かれた館内案内図をもらうことが出来た．また，受付で申し込めば普段立ち入る

ことのできない王立博覧会ビルへの見学ツアーに参加することが出来るが私は行っていな

い． 

 

4-2-2. 博物館内の展示 

 

 館内の展示物として自然，自然科学，などがあったがその中でも私は，主にマインド・ア

ンド・ボディー・ギャラリーと森のギャラリー，科学と生物のギャラリーを見てきた． 

 

1) マインド・アンド・ボディー・ギャラリー 

 

ここでは主に脳と心の研究についての展示がされていた．昔の研究者が行って

きた実験の説明があった．その中でも，人間に大きな音を突然与えて，その時

に手に流れる微弱な電流がどれくらいのものかを測定する装置は印象的であ

った． 

 

2) 森のギャラリー 

 

この博物館の中で一番印象に残ったのはこの森のギャラリーだと思う．これは

熱帯雨林の森の中を再現した大きな見学施設で，実際に熱帯雨林の中の様子を

より近いものに感じることが出来たと思う． 

 

3) 科学と生物のギャラリー 

 

ここでは，生物の進化をたどることが出来るはずであったが，営業時間の関係

で多くは見学できなかったが，恐竜や昆虫の説明以外に，地面に穴を掘って暮

らすクモやアリなど，ケースの中で生きている生物の様子も見ることが出来た． 
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メルボルン博物館 

 

 

 

MIND AND DOBY GALLERYにて 

 

4-3. ビクトリア州立図書館 (執筆担当者:杉浦) 

 

 ビクトリア州立図書館は 160年前に創立された，ビクトリア州で最も大きな図書館であ

る．欧米風の広々とした立派な建物で，図書館の前には芝生広場が広がり，学生がリラッ
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クスしながら学校のレポート等をまとめている姿や，読書している姿が見られる．地面に

チェス盤が描かれているスペースがあり，図書館が用意した駒を使ってチェスをしている

人もいた．また，ときどき図書館の外でストリート・ミュージシャンやダンサーが演奏や

パフォーマンスを披露し，芝生広場にはたくさんの人が集まる． 

 図書館の中にはフリーWi-Fiが用意されており，インターネットが使える状況にある．

とても広々としていて勉強や調べものをするにはかなり快適な環境であった．また，内部

はいくつかのスペースに分かれており，ある 1つのスペースでは学生たちがテーブルを囲

んで議論を交わしながら課題に取り組んでいる姿が見られた． 

 広々としている上に建物がおしゃれで，入り口は芝生の広場となっており，思わず入っ

て勉強したくなるような雰囲気をもつ図書館だった． 

  

芝生広場と図書館入り口          チェスに興じる人々 

 

  

広々とした館内 

 

4-4. クイーンズビクトリアマーケット (執筆担当者:丸山) 

 

 クイーンズビクトリアマーケット(Queens Victoria Market)はメルボルンにて日中にの

み開催される屋外市場．その敷地面積は非常に広いため，何度も道に迷ってしまった．取り

扱う品は非常に幅広く，食料品などはもちろんのこと，旅行者向けのお土産，衣類，雑貨な
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どの小物，玩具なども取り扱っており，どれもかなり低価格で利用できる．食料品は特に，

肉，魚，野菜，果物などがラージサイズで棚に陳列されていて，その姿は圧倒的であった． 

クイーンズビクトリアマーケット 

 

4-5. ヒールズビルサンクチュアリ (執筆担当者:松田) 

 

ヒールズビルサンクチュアリ(Healesville Sanctuary)はメルボルンの東，約 60km の位

置にある動物園で，コアラ，ディンゴ，カンガルー，カモノハシ，タスマニアンデビルな

どオーストラリアの動物に焦点をあてている．日本の動物園のように厳重な檻などはな

く，自然に限りなく近い環境で飼育されている．メルボルン市街からは Lilydale 線に乗

り，終点の Lilydaleまで約 1時間乗車した後，そこからバスで 40分ほどかかる．筆者は

バスの時間を調べずに向かってしまったために Lilydale 駅で 1時間待つ羽目になってし

まったので同様の状態に陥っていた現地の女性二人に声をかけ，ともにタクシーでサンク

チュアリに向かった．駅からサンクチュアリの道中では広大な芝生の他，葡萄園も広がっ

ていた．また，芝生には馬，牛，羊などの動物が放し飼いにされていた．サンクチュアリ

では動物の飼育だけでなく，ケガなどをした野生動物を保護する役割を持っており絶滅の

危機に瀕している多種のオーストラリア固有生物の保護活動を行っている．園内には前述

の動物保護施設であるオーストラリアン・ワイルドライフ・ヘルスセンターがあり，スタ

ッフがどのようにして動物を守り育てているのかを学ぶことができた． 
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4-6. ダンデノン国立公園 (執筆担当者:篠田) 

 

メルボルンの南東約 40 km にある丘陵地帯．メルボルンの中心部である Flinders Street 

駅から電車に乗って約 70分．終点の Bergrave駅周辺に行った．このあたりにはオースト

ラリア最古の蒸気機関車である Puffing Billy が今でも毎日走っており，観光客ばかりで

なく，地元の子供達にも人気のスポットである．機関車トーマスが走る線路としても有名で

ある． 

他にも，センスの良いコテージや B&Bが点在しており，アンティークショップやおしゃれ

な Cafeも多い．コテージは家族連れが多く，オーストラリアの子供達にとって，自然は小

さい時から身近な存在なのだろうと思われる．物価は市の中心部とあまり変わらず，昼ご飯

に食べたカルボナーラは$10であった． 

 

 

   

 

 Sherbrooke Picnic Ground は，ダンデノン(Dandenong)国立公園の大部分を占める

Sherbrook森の中にある．マウンテンアシュという世界一背の高い気が見られる．鳥の餌付

けなども出来る．また，2.4 kmの 1時間の森林トレッキングコースなどのルートがいくつ

もあり，大自然を感じる事が出来る．また，Picnic groundには BBQのセットが置いてあり，
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大自然の中，家族で BBQを楽しんでいる姿がよく見られた．お土産ショップや Cafeもあっ

た． 

トレッキングコースの日本との違いは，坂道が急であること．傾斜が 30°位はある上り

坂や下り坂が 300m程続いている道があったりする．野鳥が多いが，私は野生のカンガルー

にも遭遇した． 
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4-7. メルボルン動物園 (執筆担当者:梅田) 

 

 長期にわたり孤立した大陸であるなどの理由から，オーストラリアに生息する動物は固

有種が非常に多く，その約 9割が固有種であるといわれている．哺乳類を見ると，有胎盤

類はディンゴのみで，ほとんどがカンガルーやコアラなどの有袋類，カモノハシなどの単

孔類となっている．メルボルン動物園(Melbourne Zoo)はこのような非常に珍しい動物と

身近に接するための最適の場であり，オーストラリアの生態系を知るという目的の下で訪

れた． 

 メルボルン動物園は 1857 年設立のオーストラリア最古(世界で三番目に古い)の伝統的

な動物園である．広さは約 22haで，350種類以上の動物が自然に近い形で飼育されてい

る．また，市街中心部からトラムや電車で 10～20分ほどでアクセスできる場所に位置し

ており，非常に多くの人でにぎわっていた．入場料は日本の学生証でも学生料金で入場す

ることができ，通常は大人 1名$30のところ，$23で入場することができた．メルボルン

動物園に限らず，メルボルン博物館などほとんどの施設で学生料金が設定されており，メ

ルボルンは学生に優しい街であると感じた． 

 実際に歩いてみると結構な広さがあり，全て見て回るのに 3時間近くの時間を要した．

檻に入って飼われている動物もいるが，広い囲いの中で飼われている動物も多く，檻を通

さず動物を観察することができた．いくつか見た動物を紹介する．フェアリーペンギンは

リトルペンギンとも呼ばれ，世界で最小のペンギンとして知られている．実際，非常に小

さくて体長は 30cmほどであった．個人的に一番可愛かった．メルボルン近郊のフィリッ

プ島にも生息しており，ペンギンパレードとして人気のツアーの一つとなっている．カン

ガルーはオーストラリアの動物として非常に有名であり，小型のワラビーや赤みを帯びた

赤カンガルーなど 50種類以上と種類も多い．野生のカンガルーも多く生息している．優

れた跳躍力，バランスをとるための長い尻尾，前側についた袋が特徴的である．餌やり体

験をしている人もいた．エミューはダチョウに次いで世界で二番目に大きな鳥であり，飛

べない鳥として有名である．現存するエミューは一種類のみで，他は絶滅したと考えられ

ている．近くで見ると威圧感があった． 

 興味深かったのは，日本庭園というコーナーがあり，オーストラリアの人達にも日本庭

園が認知されているのか少し気になった． 

 このように数多くの希少な種の動物が生息しているオーストラリアでは環境保護の意識

も高い．海外から持ち込まれた動植物が生態系に甚大な被害をもたらした過去もあり，海

外からの食品や靴に付着した土，動植物の検疫は非常に厳しくなっている．入国の際，空

港での多くの制限も致し方ないといえるだろう． 
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フェアリーペンギン            カンガルー                エミュー 

 

4-8. メルボルン水族館 (執筆担当者:毛戸) 

  

メルボルン市街の中心部からやや南西のヤラ川沿いにメルボルン水族館(Melbourne 

Aquarium)があった．入場料は，$35と少し高めであるが，学生証を見せれば$27で入場で

きる．入り口を入ってすぐのところで館内の人に写真をとってもらえるが，これは出口で

$25で販売しているので，少々高額であるが思い出にひとつ買ってみるのもいいかもしれ

ない．水族館と言っても，日本で見られるような水族館とは異なり，両生類や爬虫類，昆

虫なども展示されているのが特徴だ．途中では水族館のガラスがどれだけ厚いアクリル板

でできていて，どれくらいの重さなのかということを示してくれた．サメやエイなどの大

型魚類は，丸々ワンフロアに渡ってとても大きな水槽で飼育されており，それをいろんな

角度で覗くことができる． 

 

 

サメなどの大型魚の様子 
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ここでは，日本の旭山動物園に似た臨場感を味わうことができるので，子供にはとてもお

すすめである．ここの水族館では，生物保護にも力を入れていて，館内にはウミガメを保

護するための募金ができる装置があった．コインを入れるとコインが弧を描きながら募金

箱に吸い込まれていくので，見ていて楽しかった．ここの水族館では，毎時 00分に，ワ

ニの生態についてのレクチャーがあるが，これは英語がネイティブでないとかなり聞き取

るのが難しいかもしれない．館内をさらに進んでいくと，サメの口の中に入って写真をと

れるスペースがある．自分たちはそこに来ていた子供たちと一緒に写真を撮ることができ

た． 

 

子供との記念写真 

 

この水族館のコースの最後にはペンギンゾーンがある．僕たちが訪れた時は，ちょうどエ

サやりの時間だったので，たくさんのペンギンたちがてくてくとかわいらしく歩いている

というよりは一心不乱にエサに向かっていく野生のペンギンの姿を見ることができた． 
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エサにとびかかるペンギンの様子 

 

全てのエリアを回るのに大体 2時間かかった．出口付近にはお土産売り場があり，自分

はそこでバッグを買った．$27でそこまで高くなかった印象があった．立地もそれなりに

良いので，是非訪れてほしい場所である． 

 

4-9. グレートオーシャンロード (執筆担当者:井上) 

 

4-9-1. 概要 

 

 グレートオーシャンロード(Great Ocean Road)は第一次世界大戦後の世界恐慌の時期

に，帰還兵たちのための公共事業として建設が始められた．すべてツルハシ，ダイナマイ

トを用いて人力で建設され，完成までに 16年を要している．車窓は最高に美しく，途中

にはいくつものリゾート地があり休日には多くの人で賑わう． 

 

4-9-2. 行程 

 

 グレートオーシャンロードはメルボルン市街地より片道 280kmあり，自力で行くのは困

難なためツアーを利用した．概略は以下の通りである． 

メルボルン → ベルビーチ → 野生のカンガルーウォッチング → 野生のコアラウォッチ

ング → アポロ・ベイで昼食 → 温帯雨林散策 → 12 使徒 → ロックアード・ゴージ → 

帰着 
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グレートオーシャンロード入口にて 

 

4-9-3. 各地詳細 

 

ベルビーチ 

 

集合写真 

 

 このビーチで世界大会が開かれることから，サーファーにとっては聖地である．しかし 

メンバーにサーフィンをするものはおらず，教えて貰うまで誰も気がつかなかった． 

 

カンガルー＆コアラウォッチング 

 オーストラリアでは少し田舎に行けばカンガルーを見ることが出来る．そこで，今回は

ゴルフ場に勝手にお邪魔してカンガルーを捜索した結果，なんとか一頭見つけることがで
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きた． 

 

逃げていくカンガルー 

 

 また，ユーカリの木があればそこにコアラがいる可能性があるそうだ．有名なコアラス

ポットにてコアラを捜索した結果，何匹も発見できた上に間近にコアラを見ることが出来

た．ユーカリの木は油分が多いという特徴があり，気温が 40℃を超えると自然発火し山火

事が起きやすく，なかなか鎮火しないという困った側面もあるという話も聞くことができ

た．その際には，ヘリコプターで水を民家に落として民家を守るなどの処置をとるとのこ

とである． 

 

コアラと記念写真 

 

昼食 

 皆でステーキサンドイッチを食べる．さすがオーストラリアなだけあって，肉がうま

い．お値段$13.6． 
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とりあえず食事の写真を撮る 

 

温帯雨林散策 

 温帯とは言いつつも，ほぼ亜熱帯である．暗く，ジメジメして虫がいっぱいいる中を少

し歩いた． 

 

皆で木に入ってみる 

 

12使途 

携帯会社の CMにも出てきた，使途を連想させる巨大な石の数々である．グレートオー

シャンロード最大の見所である． 
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集合写真 

 

ロックアード・ゴージ 

オーストラリアへの移民戦が座礁した際に，二人の生存者が流れ着いた入り江である．

波が穏やかなことから現在では海水浴客も多く訪れている．一説によると，紅の豚に出て

くる入り江のモデルだとか． 

 

 

 
 

 

  

集合写真と紅の豚 
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5. その他 (執筆担当者:丸山) 

 

5-1. 食事 

 

メルボルン周辺のレストランは日本料理，中華，韓国料理など，本当に多岐にわたってい

る．日本料理店のメニューには寿司やカツ丼，から揚げなど我々にも馴染み深い料理が多々

あるが，欧米風にアレンジされているため少し首をかしげるような見た目や味となってい

る．現地の方や大学の学生もメルボルン内の日本料理店は美味しくないと口をそろえて言

っていた．自分はカツ丼を食べたが確かに美味しくなかった． 

大型ショッピングセンターや複合モールの中に大型のフードコートがあることが多く，

マクドナルドやケンタッキー，SUBWAYなど日本でもおなじみのファーストフード店が多く，

そのほかにもサンドイッチ店やケバブを扱う店などなど数多く存在した． 

メルボルン大学の学生が学内フードコートで食事をしたり(東工大の学食とは異なり多く

のレストランが学内にある)，芝生でサンドイッチや果物を食べながら談笑している姿が多

く見受けられた． 

日本料理店「O-bento」にて-カツ丼 

 

5-2. 町の様子 

 

 先ほども述べたように，CBD(メルボルン中心業務地区)では日本料理や中華，その他様々

な国のレストランが並んでおり，とにかく国際色豊かである．特に，広告看板やメニュー表

示の表記言語も数多く，英語はもちろんのこと中国語が特に多かった．日本とは異なり諸外

国からの移民の歴史を持ち，外国から移り住んだ人が多いこの国ならではだと感じた． 
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書店や日用品店，薬局など，飲食店以外の小売店は 5:00-6:00pm位で店じまいをする所が

多く 多くの店で夜遅くまで営業している日本とはかなり異なる． 

CBD では公共交通機関(トラム，バス，電車)も非常に発達しており myki という日本の

Suicaに相当するカードで乗車できる．前述したように多くの小売店は夜 6時ころには閉店

するが，トラムや電車などは夜 12時-1時頃まで動いているため，たとえ夜遅くまで遊んで

いたとしても帰れなくなるといった心配はない． 

メルボルンは住みやすい街として常に上位にランクインしていると聞いていたが，訪問

してそのことを実感した．東京のような都会の雑踏 慌ただしさを感じさせず，川沿いでは

ランニングやサイクリングをしたりカップルが散歩をしたりと，非常にのどかな雰囲気漂

う場所であった． 

 

Skydeckより-メルボルンの街 

 

5-3. その他 

 

とにかく物価が高い． ペットボトル 500mlのコーラ 1本で$3.00(¥280)程度，一回の食事

で安くても$10．00程度かかるため，旅行者にとっては非常に都合が悪い．しかし物価は高

いものの，聞いたところによれば現地で働いた際の給与もまた高く， たとえばパートタイ

ム(カフェの仕事など)では約$15-17 / hとかなり魅力的である．そのため働きながら現地

で生活する分にはさほどの問題はないかもしれない． 

  



31 

 

6. 所感 

 

杉浦 宏介 

 今回，1週間という短い間ではあるが，メルボルン大学に留学して，グローバル人材と

して世界で活躍するためにはかなりのレベルの英語の能力が必要だと感じた．オーストラ

リア人と日本人のグループで英語だけで話す機会が当然あったわけであるが，彼らは私た

ちが学校で習ってきたような文法は使わず，スラングも使うし，スラングとまでいかない

までも独自の言い回しを使っているように感じた．そういうものが障壁となり，何回も聞

き直すことができないシチュエーションでは彼らが話していることがあまり理解できなか

ったのだと思った．また，オーストラリア人独特の発音も何を話しているのかわからない

原因となっているようであった． 

 授業でも教授が何を話しているのか全然聞き取れなかった．授業の内容は東工大で一度

学んだことで，スライドの図や書いてあることを見れば理解できたが，初めて習う状況を

思い浮かべたときに，授業に出席するだけでは到底理解できないだろうなと感じた． 

 このようなネイティブの英語が聞きとれなかった経験をして，これからは実際にネイテ

ィブが話す生きた英語を聞いて勉強する必要があると思ったが，同時に，ネイティブスピ

ーカーたちはネイティブじゃない人々と英語で話すときは，簡単な単語を選び，単純な文

法で話してほしいとも感じた． 

 しかし，ネイティブスピーカーたちと本当にわかりあうためには少なくともネイティブ

スピーカー並みのリスニング能力が必要だと感じた．簡単な単語や，単純な文法で伝えら

れることはどうしても限界があると，日本語クラスに参加して感じた．日本語にも独特の

言い回しはあるはずで，そういうものを使わずに自分のいいたいことを伝えるのは難しか

った．だから，少なくともネイティブスピーカーの話す英語を理解できないと，将来，例

えば海外の企業と複雑なことについて話し合う場面で困ることになると思う．これからは

語彙力を強化することと，生きた英語を勉強することを意識していきたいと思った． 

 

松田 浩甫 

 私はオーストラリア超短期派遣プログラムによるメルボルン大学への留学を通して，非

常に貴重な体験を得ることが出来た．具体的には観光と授業参加を行った． 

 前述の二項について述べる前にまずメルボルンについて述べると，市内ではその治安の

良さに驚かされた．アメリカなどに訪れると必ず市街地のどこかしらには現地の人でも絶

対に立ち入らないような治安の悪い地域というものが存在するが，メルボルンにはそれが

なく，夜間に出歩いていても危険を感じることはなかった．また，物価の高さが印象的で水

500ml で$3.00(約 270 円)など日本のおよそ倍の物価であった．一方で牛乳は 2L で$2.00(約

180 円)といったように農業大国らしい一面を垣間見ることが出来た．また，オーストラリ

アは地理的に欧米よりもアジアに近いためアジア人が非常に多く，日本食料理店も数多く
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見受けられた(ただし従業員のことごとくは中国人であった)．日本では信じられないがメル

ボルン市内の本屋や飲食店を含むほとんどの店が 17 時に閉店してしまうため大変苦労し

た． 

 次に観光について述べる．観光については別の章で述べているため省略するが，その道中

では牛，馬，羊などが放し飼いされている様子や自動化された大規模な葡萄園などを見るこ

とが出来，自身の期待していた大規模な農業を見ることができたので非常に有意義であっ

たと感じられた． 

 最後に授業参加について述べる．授業内容の多くは日本の講義と大差なかったが，授業中

に発言する生徒や授業後に質問に行く生徒が非常に多く，授業中も例題を出して生徒に解

かせるなど能動性の高い授業となっていた点が印象的であった． 

 

梅田 祥太 

 今回の海外派遣プログラムは短い期間ではあったが学べたことは多く，非常に貴重な経

験となった． 

 語学力という面では，聞くことと話すことの両面で自分の拙さを実感する場面が多かっ

た．そのため，海外の人達とより円滑にコミュニケーションしたいという気持ちが強くなり，

英語に対する学習意欲が高まった．一方で，拙い英語でも積極的に話していけば相手は理解

しようとしてくれるため，そのような姿勢が重要であると強く感じた． 

 海外での経験という面では，今回のプログラムは各自で自由にプランニングできる機会

も多かったので，そういった経験を通じて，海外の国といった異なる環境に置かれても自ら

で危機管理し，生活していける自信がついた．また，大学以外にも動物園，マーケット，博

物館，スカイデッキなど種々のメルボルンの観光スポットに行くことができ，非常に楽しい

時間を過ごすことができた． 

 今回の研修で，一番刺激を受けたのはオーストラリアの学生達のコミュニケーションに

対する姿勢である．オーストラリアの学生はとにかく初対面の人とでも積極的に話そうと

するし，また，会話セッションなど，初対面の人と話す場に積極的に参加していた．授業の

中でも，わからないことがあったときはどんどんその場で質問していた．日本語クラスの授

業にも参加させていただいたが，日本語で授業を行い，与えられたテーマについて日本語で

議論するという形式で，彼らの日本語能力の高さには非常に驚いた．彼らに共通しているこ

とは，とにかく話してコミュニケーションするということである．そのように積極的に発信

していく中で，どんどんその言語によるコミュニケーション力を向上させているように感

じた．省みると，私はこれまで日本で英語を勉強するときに英語で発信してコミュニケーシ

ョンするという機会をほとんど作っていなかった．これからは彼らを見習って，留学生と積

極的に話すなどしてそのような機会をどんどん作っていく必要があると強く実感した． 
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篠田 誠司 

 この派遣プログラムで感じた事は 3つある．1つ目は，メルボルンにいる様々な人種の人

達が流暢に英語を話す所を見て，何故自分は英語を理解できないのだろうという苛立ちを

感じた．これほど多くのアジア人が流暢な英語を話す状況に落ちいった事が無かった為，と

ても大きなショックを受けた．もちろん，これは自分にとって非常に良い刺激になった．英

語を学ぶ意義が身を持って体感できた．2 つ目は，メルボルンに暮らしてみたいと感じた．

アート，自然，活気，静寂，交通網，全てが歩いて行ける範囲に揃った素晴らしい街だと感

じ，また人種による差別を感じる事が無く，世界で一番暮らしやすい街という理由がよく分

かった．3つ目は，メルボルン大学の授業と東工大の授業の違いを感じた．全ての授業に当

てはまるわけではないが，メルボルン大学の授業はやはり先生と生徒の会話が多い授業の

様に感じた．授業中に生徒が手をあげて質問することや，先生が生徒に質問を投げかける機

会が多かった．また，中には生徒 1人 1人にリモコンを渡して，先生がクイズを出し，リア

ルタイムで生徒が解答をして，その時の解答のばらつき具合などを見る事が出来るといっ

た授業もあり，工夫が施されているなと感じた． 

 将来に向けての展望が，このプログラムを通じて明確になった．私は今年の 9月から 1年

間ドイツのミュンヘン工科大学に留学する予定であるが，自分の英語力が未熟であり，英語

およびドイツ語能力を半年かけて高めていこうと思った．また，研究室見学をさせていただ

き，私の研究分野と似たような目標を掲げて研究を行っているグループを見て，自分も負け

ていられないと感じ，研究者として修士課程を有意義に過ごそうと思った．そして，メルボ

ルン特有の人種を問わないグローバルな世界で，様々な文化や歴史を持った人々が暮らし

ているのを見て，社会に出れば世界中の人間と競い合わなければならない時代であると感

じ，グローバル人材になるべく専門性と多様性のどちらも兼ね備えた人物に成りたいと望

むようになった． 

 

丸山 蒼太 

Melbourne短期留学に参加するに際しての不安要素は，とにかく自分の英語が適切に駆使

できるかどうかだったが，実際にさまざまな場面で会話してみるとほとんど支障なしに会

話することが出来た．相手のスピードが速すぎて聞き取れないことや聞き返すことなどは

多々あったが，おおむね問題なく会話することが出来，大学での discussionでも自分の意

見も英語で述べることが出来た．nativeではない日本人にとって，英語のスキルは何も「完

璧」を求める必要はなく，とにかく拙くとも使うことが大事であると感じた．そのためこの

ような機会を利用し海外に飛び出して，拙くともとにかく英語を使うことは非常に重要で

あると強く思う． 

長期の留学は特に考えていなかったが，更なる語学スキルの向上，新しいことへの挑戦の

ためにも，今後長期留学にもぜひチャレンジしてみたいと思った．今回の海外派遣プログラ

ムが今後の留学の糧になれば幸いだ． 
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Melbourneの街はのんびりした雰囲気でとても過ごしやすく，本当に魅力的であった．道

行く人もとても親切で，道に迷った際などは誰もが親切に道を教えてくれた．この街が住み

たい都市として常に上位にランクインされているのも納得だ． 

Melbourne 大学の授業(lecture)も非常に白熱していた．講義中には質問が飛び交い，講

師と学生たちとの間のやり取りが多く見受けられた．内容は東工大の専門科目の講義とさ

ほど変わらないが，学生の講義に対する姿勢，積極性は目を見張るものがあった． 

グローバル人材として世界で活躍できるように自分もこれからの勉学，研究に精進して

いきたい．世界を活躍の場に出来るような広い視野を身につけるためにも，今回のプログラ

ムは総じて有意義なものであり，今後の自信につながった． 

 

井上 健成 

はっきり言って，私は英語が苦手である．ましてや英会話など出来ないだろうと考えて

いた．今回のプログラムも，英語を学ぶ動機付けになれば良いというくらいの考えであっ

た．ところが，実際に現地の人々やメルボルン大学の人々と話してみると意外と伝わった

のである．最初は間違った文法で喋ってしまったら恥ずかしいかも，などと考えていたが

全く心配無用である．彼らは自分のへたくそな英語でもなんとか汲み取ってくれるし，な

るべく平易な英語で答えてくれる．これは遠慮していては申し訳ない．というわけでなる

べく英語で喋ってみようと思い，実際にそうしたのである．これは今までの僕からすれば

大きな進歩だった． 

 やがて大学を出て就職するといった時に，海外経験のある人とない人とで比べられるこ

とが多くなってくると思う．日本国内だけでなく世界で活躍できる人材となるためには，

最低限留学はしておかなければならないだろう．今回の超短期プログラムでは，いきなり

留学するのは少しハードルが高いので 10日間ですこし体験してみる，ということが出来

た．結果としては，案外何とかなるかもしれない，である．今では，自分の中で英語学習

のモチベーションが非常に高くなっている． 

 行く前は長いと思っていたメルボルン滞在も，過ぎてしまえばあっという間であった．

日常生活ならばなんとか過ごせるし，お店で店員と意思疎通できるくらいには小慣れてき

たと思う．たとえば住むだけならば今すぐでも何とかなるだろう．さらに，最低限授業を

聞き取ることが出来るようになれば数ヶ月単位の長期留学もより現実的となる．もしそう

なればまたメルボルンに来たいと思うほどにはこの街が気に入ったし，また留学に対する

恐れというのも払拭することが出来たのではないかと思う． 

 

毛戸 康隆 

自分は世界中で飢餓に苦しむ人たちを助ける NGO 団体に入りたいと思っている．そのた

めには当然高度な英語能力が必要とされるので，留学をして英語能力を向上させたいと思

っていた．そのための前準備として，この超短期留学に申し込んだ． 
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 オーストラリアは自分にとって二回目の海外経験であった．全てが自分にとっては新鮮

で，常に刺激を受けていたような気がする．オーストラリアの国土は日本の約 22倍であり，

それに対して人口は約 6 分の 1 程度であるので，メルボルンの郊外に出ると急に人の数が

減ったという印象を受けた．日本の特に関東圏にいると，狭い土地にたくさんの人が押し込

められているという感じであるので，オーストラリアの開放的な雰囲気がとても羨ましく

感じた． 

 メルボルン大学で 4 日間授業を受けて思ったことは，メルボルン大学の学生は日本の学

生よりも目的意識を持って授業に臨んでいるということだ．日本ではほとんどの高校生が

大学に進学している．しかも受験科目が理系文系に分かれていて，数学が苦手な人は必然的

に文系に進むしかないので，受験生は受けられる学部をとりあえず受けて進学するという

ことが多くみられる．大学も就職率の高さで他の大学に勝っているということをアピール

し，受験生をかき集めることに必死だ．このようなことが起こる原因のひとつに，日本の私

立大学の数の多さがあると思われる．いわば商業の激戦区となっている大学業界は，本来の

教育機関としての大学の役割を十分に果たしていないように感じる．それに対し，オースト

ラリアの場合，国立大学はたった 7個，私立大学も 2 個であり，顧客（学生）の取り合いと

いうことは発生し辛い．学生は自分の学びたい分野に進み，大学は日本のような就職予備校

に成り下がることなく教育機関としての形を保っている．自分の学びたい分野を自分で選

んだ上で授業を履修しているわけであるから，受講している学生の意識も相当高いものと

なっていた． 

 本来自分がこのプログラムに参加した目的は英語力の向上であったが，このプログラム

に参加して現地の学生と交流したことで，彼らと同じくらい必死に勉強しなければいけな

いなと気づかされたのと，もっとたくさんの国に行っていろんな人に会ってみたいと思っ

た．来年以降もこのプログラムを続けてほしいと思った． 

 

田中 道大 

 私はオーストラリアのメルボルン大学への超短期留学に参加し，とても密度の濃い毎日

を過ごした．具体的にオーストラリアでしたことは大きく分けて観光と授業参加のふたつ

である． 

 観光としてはメルボルン市内の観光と，グレートオーシャンロードツアーに参加し郊外

観光をするという二点があった．市内観光ではメルボルンの中でも中心に位置する CBD を

回った．気が付いたことは，ここには，スーパー，ファーストフード店，レストラン，BAR，

さらに州立図書館，メルボルン大学，ロイヤルメルボルン工科大学など様々な種類の施設が

たくさん密集していた．さらにまた，日本の大学と違っていたと思ったことは，メルボルン

大学内にたくさんのくつろぐことのできる芝などの場所があり，多くの人がそこでゆった

り友達と話したり勉強していたり，横になっていたりしたことだ．このように授業の合間に

リラックスできる環境のある大学生活にはとても憧れた．また，CBD内の多くの建物がアー
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トの一環として，多くの創意工夫が凝らされていた．やはりメルボルンは世界で最も住みや

すい都市だなと実感した． 

 私は主に Chemical Engineeringと Engineering，日本語関連の授業を取る予定だったが，

うまく時間がとれたので，他のクラスの授業にも参加することが出来た．これらの授業の難

易度はまちまちであったが，やはり，英語を聞き取ることはとても大変で，授業によっては

1 割も理解できなかったのではないかと思える授業もあった．しかしその中でも，Carbon 

Capture と日本語の授業はとても印象的であった．Carbon Capture の方は話の内容がほと

んど知らない熱機関などが登場し理解できないことも多かったのだが，たった 50 分という

短い時間に火力発電所のプロセスの部分から排気ガスの処理の仕方まで教わることが出来，

とてもきれいにまとまった話を聞くことが出来，今でも先生のことや，授業のことが忘れら

れない．帰国後に授業の内容をしっかり復習しようと思った．日本語クラスではそこで勉強

している生徒がとても熱心でかつ上手に日本語を話すことが出来ていたのでとても驚いた．

授業ではグローバル化に関する議論をしたが，短い時間で現地の学生とたくさん話すこと

が出来，とても楽しかった．また，彼らの熱心さを学ばなければいけないと思いました． 

 一週間という短い間だったがこの間にとても多くの経験ができた．もちろん前の段落に

書き切ることはできない．この留学により私が一番強く思ったことは，もっと英語を勉強し

て，またメルボルンに行きたいということだ．それと同時にもっと勉強しなければならない

と思った．もちろん自分の専門だけではなく，語学や日本のことなども知りたいと思った．

日本に帰ってもこの気持ちを忘れずに行きたい． 
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メルボルン大学キャンパスマップ 


