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今回は、11 月 18 日に帰国した福田有沙さんから、最

skills, but I thought I would try to stay with

終レポートを頂きました。5 か月間の交換留学をどのよう

them and learn more English. My roommates

に過ごしたのでしょうか。早速、福田さんのレポートを見て

and friends were so kind. We had a lot of

みましょう。

conversations. I am a very lucky girl. In our

This is my last report as an exchange student

apartment, we created a dinner schedule. We

at ECU, so I decided to write it in English. I

my English skills a lot. Now we are sending

cannot believe I have lived in Perth for almost

pictures from this whole semester and talking

one year. Can you imagine how difficult it is to

about our memories. I had good time with

say goodbye to my lovely friends? If they were

them and want to say thank you so much!

not here, I would not have had a good time in
Australia. My life in Australia was awesome! I

And I want to say great thank you to my first

love the Australian life, nature and people,

Aussie friend. She was my buddy when I was

especially the very diverse culture. As you

a TAP student. She and her family would take

know, I met a lot of friends in Perth. They are

care of me a lot. They are like my second

Australian, but I also have many friends who

family. They invited me to dinner and told me

are from India, America, and China, too. They
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Now I am so happy I came here. It was a
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今回が交換留学生として最後のレポートということで、

英語でかいてみようと思います。
パースに TAP の期間も合わせて、1 年間も住むなんて

そして、私の初めてのオーストラリア人の友達になって

思っていませんでした。大好きな友人にお別れの挨拶をし

くれた彼女にとても感謝しています。彼女は TAP の時にバ

たくありません。みんながいなかったらきっとオーストラリアで

ディープラグラムを通して知り合いました。彼女の家族は

楽しく過ごせていなかったと思います。振り返ってみると、こ

私を家族のようにいつも気にかけてくれ、夕食に招待してく

こでの生活はとても最高でした。私は、オーストラリアの生

れたり、オーストラリアのことを沢山教えてくれたりしてくれま

活や自然、出会った人々が好きですが、中でも多種多

した。

様な文化が入り混じるこの雰囲気が大好きです。私はパ
ースでオーストラリア人だけでなく、多くのアメリカ人、インド
人、中国人の友達ができました。いつも優しく親切で、私
を助けてくれた彼女達とすぐに会えないなんて信じられま
せん。

私は今でもルームメイトと出会った初めての日を覚えて
います。ルームメイトのアメリカ人姉妹とインド人の女の子
との会話はとっても楽しかったです。しかし、初対面の時は
あまり上手く英語を話すことができず、また、彼女たちが何
を言っているのは分からず、自分の英語力に自身を持つ
ことができなくなりました。当時の私は、リスニングには自信

今では ECU で勉強できたことをとても幸せに思っていま

があったものの、あまりにも速い英語には、ついけず、彼女

す。最初は自分の英語力に自身が持てず、友達ができ

達との会話はまるで、ドラマを英語で字幕なしで見ている

ないんじゃないかと思っていた時もありました。しかし、ここ

ような、そんな気分でした。しかし、彼女達はとても優しく、

で出会った友人のお陰で、私は自分の英語力に自身を

私も、ここでもっと英語力を磨くためにベストを尽くして頑

持つことができるようになりました。こんな素敵なチャンスを

張ってみようと心に決めました。みんな優しく沢山私と話し

掴むことができ、本当に嬉しく思っています。また、この経

てくれ、また私たちの部屋では当番制で夕食を作り、毎

験を通して勇気をもって挑戦することの大切さを学びまし

日食卓を囲んでご飯や会話を楽しんでいたので、とっても

た。ありがとうございました。

上達することができるようになりました。今は楽しく、みんな
で今までの写真を交換し合いながら、思い出を語り合って
います。
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