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オーストラリアと日本の季節の違い（エレノ国際交流員） 

 

南半球に位置するオーストラリアでは、季節は日本と逆になります。よって、クリスマスの時期は「ホワイト」の雪ではな

く太陽が「ホット」な情景に包まれる真夏です。日本と比べると湿度が低く紫外線が強く、外で過ごしやすい爽やかな

サマーは、のんびりとしたオーストラリアの典型的なイメージに合うかもしれません。サンタさんが半袖と半ズボン、サング

ラスを身につけてサーフィンをする姿は自分にとって親しく感じます。気温は 40 度を上回り、雪ではなく砂だるまを作

ったり、イルミネーションよりもスイミングをしたりして楽しみます。さて反対に冬はどうでしょうか。 

私はアメリカの小学校に通ったお陰で、ある程度雪のある生活を経験していますが、雪を見たことがない友達がたくさ

んいます。そのためか、雪遊びの環境に乏しいオーストラリアから、「パウダースノー」が特徴である北海道のニセコなど

へのスキー旅行が人気です。 

また、季節が変わるにつれて、時差も変化します。日本はオーストラリアの時間より基本は１時間遅いですが、日の

出の時刻が早まる「サマータイム」の期間中だけは２時間になります。そして、オーストラリアの自然災害も日本とは

大分異なります。日本で日常的に起こる地震は、私の出身地のメルボルン市などオーストラリアの大部分ではほとん

ど起こることがない現象です。比較的降水量が少なく、「梅雨」といったような時期がないどころか、砂漠の占める面

積が広いため定期的な干ばつに見舞われます。このように母国のオーストラリアと日本の季節との差を実感したのは、

この１年間に渡って日本の季節の移り変わりを味わった経験からです。 

実は一般的に「桜の花見」や「紅葉狩り」、「雪のアート」といった世界中で有名な日本の四季の体験は、日本の観

光を大きく後押ししています。残念なことに、コロナ禍によりこれらを身近に楽しむことは困難な状況が続いています

が、今後、安全で観光を楽しめる暮らしが再び実現することを願っております。 

 

 

Located in the southern hemisphere, Australia cycles through its seasons in opposite 

order to Japan. Christmas time is ‘sunny’ rather than ‘snowy’ as it is during the middle 

of summer. Compared to Japan, the low humidity but higher UV ray strength makes it 

a summer easy to spend outdoors; creating the easy, laid-back image of Australia. A 

surfing Santa Claus donning shorts, T-shirt and sunglasses seems more natural to me! 

As it often soars above 40 degrees, Christmas is usually spent making snowmen out of 

sand and swimming in the sea instead of illumination scenery. What about winter? 

Because I went to elementary school in America, snow is not strange to me but most 

of my friends have never even seen it before. Being unable to experience the frost in 

Australia, I know of many Aussies who travel to nearby Japan for a ‘powder snow’ ski-

trip in winter.  
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As the seasons change over, so does the time difference. Japan is usually one hour 

behind Australia, however this doubles during day-light savings, when we gain one 

extra hour of sunlight, at the end of year. The natural disasters in both countries are 

also quite dissimilar. Earthquakes, which are almost a daily occurrence in Japan are 

extremely rare in most parts of Australia, particularly Melbourne. Australia experiences 

lower levels of rainfall to the extent that droughts, as most of the nation is covered in 

dry desert, are a common phenomenon. I became more attune to these contrasts in 

climate after relishing a year of Japanese weather changes.  

In fact in general, experiencing each of Japan’s worldwide famous four seasons; cherry-

blossom viewing, autumn leaves, snow art and so on is a major impetus for tourism.  

Unfortunately I personally haven’t been able to savour these up-close due to the 

COVID-19 pandemic, but hope that both safety and scenic travel becomes a near reality.  

 


