
シェアオーナーがこんなことを言っていました。シェアオー

ナーは、シ○×◇△ル出身で、オーストラリアに来て、30年だ
そうです。「日本は、政治家が賄賂で動いて、ヤクザが取り仕切っ

ている国だ。お前はここで英語を勉強して、将来、日本で起業し

たいと言っているが、まずは政治家とコネクションを作れ。そし

て、賄賂を渡せ。悪いことをしても、見逃してくれる。ヤクザと

のつながりも大切にしろ。お前を守ってくれる。俺は、『子連れ狼』

が大好きだ。『座頭市』も大好きだ！」

この人のこと、信用していいんですかね？全部が全部、間違っ

てはいないと思いますが…。よそから見た日本って、こんなイメー

ジなんですか？

＜投稿者＞企業家志望　19歳　男性

1日に約 90人。この数字、何だか分かりますか？日本での自
殺人数です。日本では、1日に約90人の人が、自殺しているんです。

景気の悪化で、派遣社員が増えて、いつ路頭に迷うか分からな

い世の中。それが日本です。でも、自分は自殺なんてこれっぽっ

ちも考えたことはありません。自分も派遣社員だし、家族もいま

せん。働きたくても働けない時もありました。生活はずっと苦し

いです。でも、自分で死を選択したいと思ったことなんかありま

せん。自殺は個人の問題のように言われていますが、社会問題で

す。社会の悪が重なり、個人を自殺へと追い込んでいます。

2010年の日本の自殺者数は、3,1690人だったそうです。これ
は人口 10万人あたりで 24.9人だそうです。オーストラリアは
2,361人で、人口 10万にあたりで 10.5人だそうです。日本の半
分以下です。2001年は、12.7人だったようで、なんと減ってい
ます。社会が上手く回っているんでしょうね、オーストラリアは。

そんなオーストラリアに行ってみたいです。

＜投稿者＞後藤　42歳　男性

　My name is Zasta and I am a teacher of Japanese.
　Being a teacher of the Japanese language is something I knew 
I wanted to be at a young age of thirteen. I studied the Japanese 
language at High School and through studying Japanese my 
passion for learning both Japanese and about Japanese culture 
developed. During my gap year before starting University I 
received a great opportunity to live and go to school in Japan for 
one year as an exchange student. Once arriving back in Perth I 
continued to study Japanese at Murdoch University. 

　I can say that I am very happy to be finally working as a 
teacher of Japanese. I enjoy everyday. The thing that I like 
most  about teaching Japanese is that I can share my passion of 
the Japanese language and culture with my students. I believe 
learning a language and culture other then your own allows you 
to appreciate and understand the diversity in our many societies. 
I believe this understanding helps build valuable understanding.

＜投稿者＞ Zasta　24歳　女性

このコーナー、いつも読んでます。特に、彼氏彼女の話は好き

です。読んでて、「これはないよね」と他人事のように読んでま

したが、今の自分はもしかして「これはないよね」なのかもしれ

ません。

彼氏は、イギリス人とマレーシア人のハーフで、オーストラリ

アで生まれた、22歳です。両親は離婚して、マレーシア人のお
母さんに育てられたようです。身長は 180cm以上あって、スリ
ムで、肌もちょっと日焼けしたようなこげ茶色っぽく、自分で言

うのもなんですが、本当にカッコいいです。そして、日本語が少

し話せます。

この間、日本から妹が 1週間だけ遊びに来て、「彼の両親はい
つ別れたの？」、「彼の兄弟は？」、「彼のお母さん、何している

の？」、「彼、何を勉強しているの？」と、いろいろ聞かれたんだ

けど、ほとんど答えられなく、「何で日本語が話せるの？」には、

「昔、お母さんと日本に住んでいたことがあるみたい」とだけ答

えられました。妹は、「なんでそういうこと、聞かないの？」と言っ

てきましたが、聞いてはいるけど、英語だから頭にちゃんと入っ

てきていないんだと思います。

その彼、付き合い始めて数ヵ月後に、私にいろいろエロいこと

を強要してきました。最初は私も面白がってやってましたが、最

近、ちょっとエスカレートしています。最初は、ノーブラでデー

トしたり、パンツ履かないでちょっと買い物に行ったりする程度

だったんだけど、今ではローターを入れたまま外に出されたり、

公園でオナニーさせられたり、夜中、首輪をして外を半裸で歩か

せられたりしています。

彼のことが好きだから、痛いことじゃなければいいかなと思っ

てたんだけど、この間、ビックリするものを発見しちゃいました。

前は、シェアハウスのワンベットを 2人で使ってましたが、2人

暮らしをすることになって引越ししたんです。そして、新しい家

の掃除をしてたら、ベッドの下から見覚えのないダンボールを見

つけたんです。開けてみたらノートパソコンがあって、何気なく

電源を入れてみたら、中身はほとんどエロ動画でした。

そのぐらい、男だからいいかなと思ってたんだけど、その箱の

中にエロ DVDもあって、ほとんどが日本のものでした。そして、
なんとそのうちの 3つのパッケージに彼が写ってたんです。日本
人 AV女優の胸を後ろから鷲づかみして、笑ってる彼でした。さ
すがにその DVDの中身を観る気になれなくて、すぐに箱に戻し
ましたが、ショックで頭が真っ白になりました。

彼のことは好きです。でも正直、彼氏が AV男優だったという
ことには抵抗があります。別に AV男優がダメとか言っているわ
けじゃないけど、そのことを話してくれなかった彼についても残

念に思っています。私が、その箱の中身を見たことは、まだ彼に

は言ってません。

10歳年下の彼だけど、結婚も考えています。みなさん、どう
思いますか、彼のこと？

＜投稿者＞匿名希望　32歳　女性

「パースにいる日本人」、特にワーキングホリデー（WH）は、
みんなつまんない奴らになってきている。口を開けば、仕事、自

給、家賃の話ばっかり。どこの仕事は楽で儲かるとか、どこの仕

事は大変だけど時給が良いとか、安い家賃の家はないのか、といっ

たネタばっかりだ。

「パースは稼げる」という噂があるみたいだけど、パースで稼

げた金は一生、銀行口座に残るわけでもないぞ。6ヶ月間で、パー
スとシドニーで稼げた給料の差額は、いくらになるんだ？たかだ

か数千ドルだろ。日本円でも 10万とか、20万だろ。

景色も見ないで同じ道を自転車で通勤して、暗い時間に帰宅。

帰って、シャワーを浴びて、インスタントラーメンを胃にぶち込

ませ、インターネットでダウンロードした日本のエロサイトで千

ずりこいて、寝る。大きなお世話かもしれないけど、いいのかなぁ、

そんな生活で？

資源のお陰で景気が良く、そのために「パースは稼げる」街に

なったのかもしれないけど、「パースにいる日本人」は、みんな

つまらん奴らになってきている。

＜投稿者＞匿名希望　38歳　男性

放射能から子どもを逃がすため、子どもといっしょにこっちに

来ました。国営放送の ABCで、子ども向け専門のチャンネルが
あるのには、驚きました。安心して子どもに観せられるので素晴

らしいです！日本だったら有料テレビになるけど、国営のテレビ

で、子ども向け専門チャンネルがあるのは、オーストラリアって

画期的だわ！

＜投稿者＞高田　女性

ワシは、日本人を避けながらオーストラリアで生活したい。普

通に仕事して、その後はスケボーして、地元のオーストラリア人

と飲みに行くって生活が毎日できれば理想。

毎日スケボー、毎日英会話で、全てにおいて磨きをかける！ス

ケボー的なスキルも、英語的なスキルも、外国人みたいにじゃな

くて、外国人になりたい。

クソみたいに日本人で集まって日本と変わらん、なにも得ない

生活は絶対にクソやな。常に向上心、基本を忘れずにオーストラ

リアでも生活して、かつ強く生きる！外国人になる！  

＜投稿者＞ DorobowHYPER

何でも言っていいんでしょう。なら言います。キマッている時

のセックスは、この世の極上です。やっちゃいけないのはわかっ

てるけど、最近のセックスはキマッてないとやれません。やって

いる最中は、この時間が永遠と続けばいいなと思っています。も

うすぐ 30ですけど、こんな生活、いつまで続くのだろうか…。
でも、止められません。

＜投稿者＞匿名希望　29歳　男性

「日本って？！」

「自殺者数」

「先生であることについて。」

「彼氏がAV男優」

「パースにいる日本人」

「子ども向け専門チャンネル」

「Proceed」

「しょうがない、キモチいいいんだから」
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