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日本での生活をふり返って（リアム国際交流員） 

 

来月、オーストラリアへ帰国することになりました。つらい決断ですが、自分のために一番いいと思います。これまで日

本と小山市で暮らした 20 か月間のこと考えていました。小山市で就職してからのおよそ 2 年間は、皆が大変だった

と思います。そのような中でも私は色々成長できてよかったです。 

小山市では色々思い出を作りました。最初は小山市のインターナショナルフェスティバルです。準備を手伝い、皆様

と会えて色々な外国の文化について習うことができました。素敵なコミュニティだと思います。 

もう一つの思い出は、スノーボードができるようになったこと

です。私の出身地では雪が降らないので、日本で住むの

は雪のある所に行ってスノーボーをする良いチャンスでし

た。友達のおかげでスノーボードが上手になりました。また

オーストラリアでできればしたいですね。 

私の一番いい思い出は、日本語能力試験（JLPT）の

2 級に合格したことです。私は高校から 10 年以上まじ

めに日本語を勉強してきました。2 年前に日本語能力

試験2級を受験してみたけれども合格できませんでした。

きつかったけれども諦めずに日本語の勉強をもっと頑張っ

て、日本に来てからやっと合格できました！次は 1 級に

合格できるように勉強を続けたいな！ 

小山市の皆様のサポートのおかげで小山市に住む経験

がすばらしいものになりました。小山市から帰ることは悲し

いですが、オーストラリアの家族や友達と会えることを楽し

みにしています。 

将来、また皆様に会えますように！それでは健康でいてください。またね！ 

 

Next month, in April I have decided to go home. It has been a tough decision to make 

but I think it is the best for me. I look back over the past 20 months, from getting my 

job in Oyama to now. It has been a difficult 2 years in so many ways for so many people 

however, personally, I have achieved so much in this time. 

I have made so many memories in Oyama. My first memory of Oyama has to be 

Oyama’s International festival. I was so happy to help and learn about the many 

international residents of Oyama. It is an amazing community. 

 

 

インターナショナルフェスティバルで他の国際交流員と一緒に 
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Another memory is that I got to try snowboarding for 

the first time! There isn’t much snow near my 

hometown, so living in Japan is a good opportunity to 

go to the snow. I tried snowboarding for the first time 

last year and with the help of my friend, I got pretty 

good. I love the snow and I am going to miss it when I 

go home to Australia. 

The biggest memory is that of passing the JLPT N2 test 

in December last year. I have been studying Japanese 

for 9 years. I have also been studying to pass N2 for over 

2 years now. I have finally passed and it has made me 

so happy that I was successful when I tried for this. 

If people I have met are reading this, I want to thank 

you so much. My experience in Oyama has been 

amazing and it is because of all the people who have 

supported me during my time living in Japan. I am 

looking forward to seeing my Aussie friends and family soon. However, it is difficult to 

leave my home of Oyama. 

Thank you! I hope that we have the chance to meet in the future! 

See you and good health to everyone! 

 

日本でスノーボードを楽しみました 


