Name: Misaki Sunahara (Koyo High School)
Title: What I Learned from my Visit to Australia
This program in Australia was my first visit to a foreign country. In reality I was very nervous at
first. However, I was relieved when a flight attendant spoke to me gently. That was a very short
conversation, but it was an impressive experience for me because I was able to make myself understood
in English. In this way, my first overseas experience began.
Now, I had two unforgettable experiences in this program. One is visiting the three local schools,
and the other is hiking in Jamberoo. Firstly, I enjoyed school life with my buddy who is also my host
family in Blue Mountains Grammar School for three days. There were many things that I found
difficult while taking the class. However, even such failure became my big confidence because I could
spend most of my time using only English.
A lot of students spoke to me at the school, so I was able to talk with them happily. On the last
day, some of them wrote a message in Japanese they had just learned and handed it to me. I was so
moved. I promised to keep in touch with them.
Secondly, I visited St. Aloysius’ College. I was very surprised that the students spoke very good
Japanese. Thanks to that, I became interested in learning English more. Finally, I went to Wenona High
School. The students and the teachers treated me just like ordinary students there. It was a pleasure for
me. In all the schools, the students in Australia positively talked to me. Through these experiences I
noticed that it is unnecessary to be shy.
As for hiking in Jamberoo, my host father taught me a lot about plants and flowers there
because I am interested in wild plants. While walking, he kindly explained to me not only about those
names but also about the places of origin. He answered any of my questions. I learned that the problem
of non-native species is serious in Australia as well as in Japan.
In Australia, I had many valuable experiences. What I learned from them is the importance of
having interests in other people. I have learned the basics of a good human relationship. I will make an
effort to keep interested in other people more from now. I want to continue interacting with my friends
I met this time. It will stimulate my motivation to study English.
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Title: My Memories in Australia
To be honest, I was nervous rather than excited about this program before heading to Australia.
The pressure of being an ambassador made me anxious.
For the first three nights in Australia, I did a homestay in Blue Mountains. Though this
homestay was the one I longed the most, I was anxious if I could get along with my host family; but
actually, it was alright because they talked to me so I wouldn’t feel alienated. They also showed me
their pet snakes and turkeys. My host family even let me feed the snakes. It was surprising to see them
squeeze the frozen rat as they do in the wild. Because it was my first time seeing a living turkey, I was
fascinated with its form and gobbles. It was fun to see turkeys gobble when we mimicked their sound.
Thanks to the animals and kindness of the host family, my anxiety feelings soon faded away. I came to
talk to them on my own. To explain Nagoya, I gave them a photo album of Fujimae Higata, made by
my own photos. I was glad that they liked both the explanation and the album.
I went to Blue Mountains Grammar School for three days. It looked more like a university than
a high school. The students get to select classes from an early age. The school had a 3D printer, a
special jigsaw, and so on. My buddy’s friend even showed me the VR game he made, which was well
made. I won’t be surprised if it actually was sold in shops. Only about ten students were in the class,
eager to ask questions to the teacher. I thought such school systems were one of the reasons foreign
people are assertive and excel in one thing.
On July 27, feeling a loss of my host family, we headed for Jamberoo. There was nothing but
ranches. The breathtaking view made me realize the largeness of Australia. The lunar eclipse and birds
were also impressive, and I took many photos. Most Australian birds were much more unique and
colorful than the ones in Japan. Moreover, I was surprised that the birds that we often see in pet shops,
like parrots, could be seen almost anywhere around Sydney. Getting up with the Kookaburra laugh was
an exciting event.
After our stay in Jamberoo, we spent last 5 days in Sydney. I thought Sydney is a tourism city
rather than a center of business. The streetscape was beautiful, and seemed well planned, like the streets
of Kyoto. I absolutely love the view of the ocean, skyscrapers, old churches, trees, and the beautiful
blue sky…all mixed up together.
The ten days in Australia passed really quickly. Although I was pretty much scared of this
program, it turned out OK. Through this program, I learned that a small amount of courage can make
our world much better.
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