
   Bunbury 
Hi, we are Tokyo City University students, also we studied in Bunbury, Australia for 

about 4 months. We learned a lot of things and we want you know about Bunbury, so we 

joined this event. 

(こんにちは。私たちは東京都市大学の生徒であり、オーストラリアのバンバリーで約 4

か月勉強していました。バンバリーについて沢山のことを学んだので、皆さんに知っても

らいたいと思い、このイベントに参加しました。) 

 

You should go... 

➀some beaches 

In Bunbury, there are some 

beaches. If you go there in sunny 

day, you must be impressed by 

the beautiful scenery! Also, I was 

moved when I knew that it is 

Indian Ocean because we can see 

only Pacific Ocean in Japan.  

(バンバリーには、ビーチがいくつかあります。晴れた日にそこに行け

ば、その美しい景色に感動することでしょう！ また、日本では太平洋

しか見ることができないので、バンバリーの海がインド洋だと知った時は感動しました。) 

 

☚Koombana beach (クンバナビーチ) 

I like Koombana beach because it’s very calm and I 

want to hear the sound all the time. Near this beach, 

there is Dolphin Discovery Centre, so I recommend 

you it. 

(とても穏やかなのでクンバナビーチが好きで、海音

をずっと聞いていたいくらいです。ビーチの近くにド

ルフィンディスカバリーセンターもあるのでおすすめ

です。) 



➁Paddy’s Patties 

It is a hamburger shop which is managed by a Japanese 

couple. When we went there in English class, we met 

them. They are very kind. Also, hamburgers are very 

delicious, so we ate them for 5 times. If you visit 

Bunbury, I want you go there. 

 

(日本人夫婦が経

営しているハンバーガー屋さんです。英語の授業で

そこに行ったときに、知り合いになりました。とて

も親切な人たちです。また、ハンバーガーもめちゃ

くちゃおいしくて、5 回くらいは食べに行きまし

た。バンバリーに訪れたら、ぜひ行ってほしいで

す。) 

 

➂Skateboard park 

In Bunbury, many people use kickboards, scooters, and 

skateboards. We saw the people who used them in public 

road many times, also there were shared scooters 

everywhere. Skateboard Park is in the center of Bunbury, 

from young to adult people come there and play 

skateboard, basketball, also there are sometimes food 

stands, so they enjoy them. By the way, near the 

Skateboard Park, there is “Last Slice” which is the pizza 

restaurant. I also recommend you. 

(バンバリーでは、キックボードやスクーター、スケートボードを使う人がたくさんいま

す。公道でも使っている人を何回も見たし、いたるとこ

ろに共用のスクーターがおいてあります。スケートボー

ドパークはバンバリーの中心地にあり、若者から大人ま

でそこに行って、スケボーをしたりバスケをしたり、た

まに食べ物の屋台があったりするので皆それらを楽しん

でいます。ちなみに、その近くに“Last Slice”というピザ

屋さんがあって、そこもおいしいのでおすすめです。) 



Our memories in Bunbury 
We enjoyed Southwest Japan Festival!! Many 

people who love Japan came and enjoyed Japanese 

culture. They wore Japanese anime’s costumes, 

danced, and sang Japanese songs. We introduced 

Japanese calligraphy, origami, and TCU. Also, I was 

leader of Origami. Much more people than I 

expected came there, so I was surprised and busy, 

but I was fun very much. It is my precious experience and memory. 

(私達は、ジャパンフェスティバルを楽しみました‼

日本が好きな多くの人が来てくれて、日本の文化を

楽しんでくれました。彼らは日本のアニメのコスプ

レをしていたり、ダンスしたり、日本の曲を歌った

りしてくれました。私達都市大生は習字、折り紙、

都市大を紹介しまし

た。想像以上の人が来

てくれて驚いたし、忙しかったけれど、本当に楽しかった

です。これは私の中で特別な経験であり、思い出です。) 



 Bunbury farmers market 

My favorite café(coffee＆Flour) 

Wildlife Park 

Ice cream shop (The Bean & Cone) 

Japanese restaurant “Kokoro” 

Marlston Hill Lookout 


