
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活動報告 
 

２００７年７月７日～２００７年８月３１日 



7 月 7 日（土） 

文責：小林 
 
第 1 回目の事前研修です。いよいよ事業へ向けての活動が始まりました。 
まず始めに、一緒に活動するメンバーと顔合わせをし、事業の意義の認識、スケジュー

ルなどを確認しました。私にとって事業の意義の認識は大きな印象を残しました。考えて

みるとまだ考えが甘く、旅行気分でいたところがあったように思います。私たちは区の代

表としてこの派遣事業に参加します。そのため普通の旅では体験できないようなこともさ

せてもいただきます。その中でどのようなことを私たちは学び取り、新宿区民にどのよう

なことを伝えることができるのでしょうか。そのようなことを考えてこれからの活動に励

みたいと思います。 
さてどのような旅になるのでしょうか。今から楽しみです。  
 
 
 

7 月 23 日（月） 

文責：南部 
 
第 2 回目の事前研修からドイツ語研修が始まりました。私たちを指導してくださったの

は、日高先生という女性の方でした。明るく元気いっぱいで、 初から私たちにドイツ語

で挨拶をしてくれました。これからのドイツ語研修は楽しいものになりそうです。 
まずは、Guten Tag（こんにちは）や、Mein Name ist…（私の名前は）などの自己紹介

の仕方を学びました。まだ話したことのないメンバーもいたので、これをきっかけに名前

を覚え仲良くなることができました。 
次に、この研修でどんな表現を身につけたいかを皆で話し合いました。感想の述べ方や

日本の文化の説明の仕方、「電子辞書で言葉を打って説明してください（一種の筆談です

ね）」という表現まで様々なアイデアが出ました。大切なことは「ドイツではどんな表現が

必要になるかを考えながらドイツ語を勉強する」ということだと教わりました。 
 
 

 
 
 
 



7 月 25 日（水） 

文責：南部 
 

第 3 回目の事前研修では、ドイツ語での名前や職業、年齢の聞き方などを学び、ペアワ

ークでお互いに質問をし合って練習を重ねました。練習では何とか会話ができるようにな

ったのですが、もしも実際にドイツで質問をして、ネイティブスピードの答えが返ってき

たそれを聞き取れるのかどうか、少し不安になってしまいました。 
 
 
 

7 月 27 日（金） 

文責：佐藤 
 

第 4 回目の研修では 初に先生の青春時代の曲だという Dschinghis Khan（ジンギス・

カーン）を聴きました。挨拶の表現、Wie geht es Ihnen?とその答えかたを中心に学んだあ

と、前回の復習としてドイツ語での自己紹介を各自が行いました。また、Das ist Herr ...
など、人を紹介する表現も学びました。先生から、今までの授業で習った会話の発音をし

っかり身につけるように、というアドバイスをいただきました。ドイツ語には息の音（ch）
という日本語にはない音があって発音が難しいです。ろくに英語もできないのに、ドイツ

語を学ぶことは無謀であるように感じました。 
また、講習の 後にホームステイ先の情報をいただきました。家族の人数や年の近い人、

住所やメールアドレスを聞いて、期待が膨らみ実感が湧いてきました。ステイ先周辺の地

図もいただきましたが、慣れないドイツ語表記の地名が並んでいて戸惑いました。これか

らだんだん慣れていければ良いです。 
 

 
 

7 月 31 日（火） 

文責：加賀 
 
第 5 回目の研修では、授業の初めに日高先生が留学していた時の東西ドイツについて話

してくださいました。東ドイツが共産主義国のお手本と考えられていたこと、他の共産主

義国の人々は何故そのような国から亡命する人がいるのだろうと考えていたこと。当時東



ドイツでは「定年後に西ドイツの親族等を訪問してよい」という制度があり、先生がその

帰りの女性とちょうど列車で乗り合わせたこと、その方に葡萄をもらったが自分はなんだ

か申し訳なくてお返しにチョコレートを渡せなかったことなど、当時のドイツ経験があれ

ばこそのエピソードばかりでした。当時の東ドイツの日常は現在の私たちとは大きく異な

るものであるのだと気付き、出発までにそれについても勉強していくべきだと感じました。 
また、今回は全員が各自のホストファミリーの住所と地図を受け取りました。ドイツ語

の授業では主にお茶や食事の際の会話について練習しました。ドイツ料理の紹介もあり、

皆ベルリンへ行ってからの楽しみが増えたのではないでしょうか。 
 
この日でドイツ語研修は 後。先生からは、「間違いや失敗を気にせずに様々なチャレン

ジをして来て」という言葉を頂き、身の引き締まる思いがしました。毎回楽しくドイツ語

を学ばせてくださり、さらに貴重なお話をたくさん教えてくださった日高先生にとても感

謝しています。ありがとうございました。 
 
その後、前回の派遣メンバーの方々との交流会が行われました。先輩方はこちらが次々

と挙げる心配事や質問に答え、多くのアドバイスをくださいました。メンバーの皆さんが

口々に「とにかく楽しかった」、「勉強になった」と話していたのが印象的でした。この交

流会によって私たちの不安の多くが解消されたとともに、これまで漠然としていたミッテ

区への派遣の形が少しずつ見えてきて一気に期待が高まりました。このような機会をつく

ってくださった前回のメンバーの方々に感謝します。 
 
 
 

8 月 3 日（金） 

文責：長島 
 

第 6 回目の研修では濱谷先生を迎えて、｢多文化共生を考える―ドイツにおける外国

人政策の現状とその背景―｣について講義をしていただきました。この日は大学生もテ

ストが終わり夏休みに入ったためか、ほとんどのメンバーが出席し講義を受けました。 
講義ではドイツの概要、国籍法、ドイツと外国人の関係をはじめ、多文化共生につい

ても教えていただきました。特に多文化共生については、共生と共存は異なるものであ

ること、外国人をドイツ人に同化させることが共生ではないこと、外国人・ドイツ人双

方の努力が必要であることを教わり、それら一つひとつの言葉が印象に残っています。 
今回のドイツ派遣のテーマは「多文化共生を考える」ですが、この講義を受けるまで

は「多文化共生」というものをとても抽象的なものでよく分からないというもののよう



に感じていました。しかし、数値で外国人登録数や外国人労働者を見ることによっても

多文化共生がどのようなものなのか少しずつ理解することができ、自分の中で考えを深

めることができました。 
 

 

8 月 10 日（金） 

文責：中山 
 

今日は中山新宿区長への表敬訪問の日です。面会は 11 時からの予定だったので、その 15
分前に区役所ロビーへ集合。もちろんのことながらみんなスーツなどフォーマルな格好で

集まりました。少し雑談しているうちにすぐに時間になり、区長室に案内されました。当

然入るのは初めてなのでそれだけで緊張感が高まってきてしまいました。 
いよいよ区長が登場し、簡単に挨拶。気さくに話してくださって一安心です。続いて派

遣者全員が簡単な自己紹介と今回の派遣に関する抱負を語りました。緊張していたようで

すが、一人ひとりしっかりと話ができていてさすがだなと思いました。 
 
区長の話では、新宿区は外国籍住民が多いことを強みとして、積極的に国際交流活動や

そういった住民に対するサポートをしていきたいとのことでした。 
 

後に数分フリートークをする時間がありました。 
「新宿区は、駅の西口はオフィスビル街、東口は歌舞伎町や商業地区、それに加え大久保

のように韓国の方が集住している地域や早稲田周辺の大学生街と様々な側面があり、もと

もと外国人を受け入れる下地が十分あったのではないか」という話をすると、「新宿は元々

宿場町として様々な人が行きかう町として発展してきた経緯があり、様々な人や文化を受

け入れる力が元々備わっていたのでしょう」という事でした。なるほど。 
 
区長は前回の派遣の際にミッテ区を訪問しておられるようで、今回の派遣に関してもと

ても期待しているとのことでした。自分たちが新宿区を代表してドイツへ行くのだという

ことを再確認した 1 日でした。しっかりせねば。 
 

 
 
 
 



8 月 19 日（日） 

                               文責：青柳・上原 
 
6：45 新宿駅に集合 
早朝、新宿駅 3 番線ホームにてメンバー12 名と引率の須磨団長、森田さんが集合しまし

た。早朝ということもあり大きなスーツケースを持ったメンバーは皆とても眠そうな雰囲

気で、これから始まる旅がまだ夢のようでした。1 人 2 人とメンバーが次第に揃い、時間通

りに全員集合できました。 
 
7：07 成田エクスプレス出発 

新宿からＮＥＸ7 号にて成田空港へと出発です。見送りに来て下さった、しんじゅく多文

化共生プラザの皆さんに見送られ私達は成田エクスプレスに乗り込みました。車中では研

修で仲良くなったメンバーと語り合ったり、今後ドイツでの研修を進めていくための作業

分担や割り当てなどを話し合い、わくわくドキドキという感情が少しずつ高まっていくの

を実感しました。 
あっという間に約 1 時間半が過ぎ、成田空港に到着です。到着後チェックインカウンタ

ーに向かい京王観光の長谷川さん誘導のもと荷物を預け出国審査をし、出発まで余った時

間は免税店を見たり休んだりと各自空港での時間を楽しみました。 
 
10：55 ロンドン・ヒースロー空港に向けて出発 
ドイツに行くためにはロンドンを経由するため、まずはヒースロー空港を目指します。

今回乗ったブリティッシュエアウェイズはとても乗り心地がよく、個々の座席に着いた液

晶画面と足置きは長いフライトの良きパートナーになること間違いなしのアイテムでした。

また機内食の味もそこそこで、何よりも感動したのは日清のカップヌードル（シーフード

味）が常備してあり自由に食べることが出来た事でした。これにはメンバー一同喜び、

後の日本食だとありがたくごちそうになりました。 
 
14：55（イギリス時間） ロンドン・ヒースロー空港到着  
 長いフライトを終えて、ようやくロンドンに到着しました。メンバーは機内であまり動

けずに疲労が溜まっていたにもかかわらず、ドイツまであと少しという喜びと期待で何だ

か爽快な気分でした。予定では約 3 時間後の 18 時発の飛行機でドイツに向かいます。しか

し前のフライトが押したために私たちの乗る便にも遅れが生じ、結果このヒースロー空港

で約 4 時間待たされることになってしまいました。前後の審査時間を省いても自由時間は

約 3 時間もあり、メンバーは免税店で買い物をしたり、日本の家族や友人に手紙を書いた

り、カフェで休憩したり、たっぷりとヒースロー空港を満喫しました。 



 
19：00 ドイツ・テーゲル空港に向けて出発 

ヒースロー空港からテーゲル空港に向かいます。ようやく乗れた飛行機はロンドン行き

と違い比較的小型のものでした。これはＥＵでよく使われ、いわば日本の国内線のような

飛行機です。機内に乗り込み座席を確認し、浮かれて写真を撮っているとキャビンアテン

ダントさんにきつく叱られてしまいました。どうやら機内は撮影禁止のようです。慌てて

カメラをしまいつつ、いざドイツに向けて出発です。短いフライトにも関わらず機内食に

はきちんとサンドイッチが出され、あっという間の 1 時間でした。 
 
21：45（ドイツ時間） テーゲル空港に到着 
 ようやくドイツに到着です！！ 
 日本を出発して約 20 時間、今回の目的地であるド

イツに無事到着しました。ここでの入国審査は簡単で

すぐに外へと出ることが出来ました。ゲートをくぐる

と今回の旅でお世話になる Steffen と Norbert、通訳

の大西さんが出迎えてくれました。以前ベルリンを訪

れた先輩から 3 人の話は聞いていたので何だか勝手に

親近感を感じてしまいました。テーゲル空港から宿舎

となるハウスホロンへは Steffen と Norbert の車、タ

クシーの 3 台で向かうことになりました。ここで驚い

たのは、タクシーのほとんどが大型のベンツだという

ことです。話には聞いていたものの、ベンツの多さに

びっくりしました。 
 
22：30 ハウスホロン到着 

車に乗って約 20 分でハウスホロンに到着しました。夜遅くなったにもかかわらず、ハウ

スホロンでは日本語を学び今回ホストファミリーにもなってくれたOlgaと寮母のおばさん

が夜食の用意をして待っていてくれました。暖かく迎えてくれた Steffen、Norbert、大西



さん、Olga、寮母のおばさんと自己紹介や挨拶をした後、皆で夜食を食べながらしばしの

団欒を楽しみました。食後、ハウスホロンでの諸注意を受け、明日の予定を話した後、2 階

の部屋へと移動しました。2 階には Steffen と Norbert の部屋と女部屋 2 つに男部屋 1 つ、

また男女別のシャワールームがありました。各自部屋に行くと疲れがどっと出たのか、シ

ャワーを浴びてすぐに就寝しました。 
 
 

 
 
感想 
初日はとても長い 1 日でした。フライト時間だけでも約 14 時間という疲労に加えて早朝

出発、深夜到着というハードスケージュールは本当に大変なものでした。しかしこの長い

時間を一緒に過ごしたメンバーとの距離は出発前と比べるととても縮まったなと感じます。

また、これからお世話になる Steffen、Norbert、大西さんがとても暖かく出迎えてくれた

ことに感動し、これから始まる 13 日間の旅にさらにわくわくしてきました。 
この日はみんな疲れてしまいすぐに休んでしまったけれど、明日から始まる旅に期待し

ながら、長い長い 1 日が終わりました。 
 
 
 

8 月 20 日(月) 

                                文責：浅見・大友 
 
9：30 オリエンテーション 

ハウスホロンで行われた朝のオリエンテーションでは、引率者の Steffen と Norbert
から今回の滞在の内容を詳しく聞きました。ドイツでの滞在の内容を初めて詳しく聞いて、

私達は派遣の内容がとても充実したものであることに驚き、責任と自覚が湧いてくるのを

感じました。しかし同時に、大きな不安と派遣への期待も感じました。 
 



13：30 ベルリン市内観光 
バスと電車を乗り継いでベルリン市内に行きました。国会議事堂の近くの公園で、ハウ

スホロンで作っていただいた弁当を食べました。 
食事の後は Steffen の知人のアンドレさんのガイドで、ベルリンの市内を歩きまし

た。古典的な建造物から近代的な建造物まで様々な種類の建造物が見られてとても面白か

ったです。途中にはベルリンの壁のあった位置を示した石や戦没者メモリアルなどもあり、

平和そうに見えるドイツが昔確かに東西に分かれていたことが色濃く表れていると感じま

した。 

   

  
 
16：00 ロシアユースセンター 
ロシアユースセンターでコロストさんに移民に関する話を伺いました。私たちは移民＝

難民という漠然としたイメージしか持っていませんでしたが、話を伺うとドイツではそう

ではなく移民という存在を強く意識しているのだと思いました。 
移民という存在には確かに不利益な点も多くあるような気もしますが、それらを解決す

るには、移民側のその国を理解し文化に従おうとする心と、移民を受け入れる側の移民に

対する対応が重要だと話して下さったのが印象的でした。 
また、ここは初めて私達が訪れたドイツの移民に対する施設だったために分からないこ

とも多くあって、戸惑いましたが、とても有意義な時間を過ごしました。 
 



  

  
 
20：00 Werk9 にて夕食 
さよならパーティーで歌う『幸せなら手をたたこう』の練習をしました。 
その後ホストファミリーと対面し個々の家族とともに夕食を食べました。ここで初めて

ホストファミリーに会い、とても楽しい時間を過ごしました。 
 

  
 



感想 
 私達が過ごすドイツでの 2 日目です。私達 12 人、お互いのことを良く知らない状態でド

イツにやってきましたが、少しずつお互いのことが分かってきたように思います。知らな

いこと、見たことのない風景ばかりでとてもわくわくしていました。ロシアのユースセン

ターでは、知らないことばかり学ぶことができ、これから訪問する施設に期待で胸を膨ら

ませるばかりでした。 
また、夜に初めてホストファミリーに会いました。私のホストファミリーはとても優し

く、不安だったホームステイを早く体験したいと思うようになりました。まだドイツでの

生活は始まったばかりなので、これからたくさんのことを吸収して帰りたいと思います。 
 
 
 

8 月 21 日(火) 

文責：加賀、小林 
 

9：30 ハウスホロン 
 ベルリンに来てから 2 回目の朝を迎えました。まだベルリンの空気に慣れず皆そわそわ

して落ち着かないようにも見えました。午前中は Steffen、Norbert が用意してくれた異文

化体験ゲームをしました。メンバーを 3 つのグループに分けました。1 つ目のチームは日本

の「新宿大学」、2 つ目のチームは「ハンドランド国」の「ハンドランド大学」、3 つ目のチ

ームはゲームを観戦することになりました。ここで与えられた課題は「ハンドランド大学

が新宿大学にゲストとしていき、友好を深めるパーティーのポスター作成を 2 つの大学が

協力して行う。」というものでした。またそれぞれのチームには「国民性」について細かい

設定がありました。例えばハンドランドの国民は自然を身近に感じていて、手を使ってす

る仕事が重要だったり、ボディータッチが多かったり、No と言ってはいけなかったりと、

特徴的な国民性を持っていました。 
いざゲームがスタートすると、特徴的な国民

性のせいでなかなかポスター作りが進行せず、

結局はポスター作成というゴールまで達成し

ませんでした。終わったあと Norbert が解説を

してくれ、異文化との交流には相手を理解する

ことももちろんのこと、自分たちのことを伝え

ることも重要だと深く感じました。このゲーム

で学んだことはこの後の私たちのベルリンで

の活動に大きく役立ちました。 



その後「偏見」についてみんなでディスカッションをし、午前中が終わりました。ゲーム

とはいえ真剣にやったので皆の顔が引き締まった感じがしました。 
 
13：30 ハウスホロン出発 
 昼食をとった後、次の目的地、旧ユダヤ人居住地区のある Hackescher Markt へ向かい

ました。 
 
14：30 Otto Weidt の盲人作業所見学 
 Otto Weidt とは、第二次大戦中にユダヤ人をか

くまい、支援したドイツ人で、「ベルリンのシンド

ラー」と呼ばれています。彼の記念館へ行きまし

た。当時、仕事をしていないユダヤ人は強制収容

所送りにされていましたが、障害や病気を持つ

人々はなかなか仕事を持つことができませんでし

た。そんな人々を救ったのが、ブラシ工場を経営

する Otto さんでした。ここはその工場をそのまま記念館にしたもので、Otto さん達ユダヤ

人支援者に関する展示などがあり、当時使われていた機材や隠し部屋、収容所から送られ

てきた手紙も残されていました。 
 
15：30 旧ユダヤ人居住地区見学 
 記念館のガイドさんの案内で、周辺の街を歩きました。

ここでは現在でもユダヤ人に関する様々なものが残され

ていました。 
 まずは、地面に埋め込まれた小さな銅版。これは、ユダ

ヤ人一人ひとりの名前や生

年月日、そして送られた強制

収容所や亡くなった年などが刻まれたメモリアルでした。大々

的な慰霊碑ではなく、たった一人を忘れないために作られたメ

モリアルを、通りを歩く内に何枚も見つけることができました。 
 第二次大戦中に荒らされた旧ユダヤ人墓地や、現在も子供た

ちが通うユダヤ人学校、また遠目にですがシナゴーグも見えま

した。学校は高い柵で囲まれていましたが、現在でもユダヤ人

の安全を守るために厳重な警備がされているということでし

た。 
 
 



16：30 自由行動 
 この街を自由に散策しました。近くのショッピングモールに行く人、シナゴーグを近く

まで見に行く人などがいて、皆早くも個人行動に慣れてきたようでした。 
 
18：00 集合、ハウスホロンへ 
 夕食後には、さよならパーティーの準備などのミーティングをしました。共同生活の中

で、12 人がますます仲良くなってゆくのがわかりました。 
 
 
感想 
 異文化の対立という経験がほとんどない私達にとって、午前のゲームはとても新鮮なも

のでした。「偏見は、その根源を探ることが大切だ」という Steffen、Norbert の言葉によっ

てゲームを自分がどう還元するかを一人ひとりが真剣に考える、とても有意義な機会にな

りました。また、「多文化共生」の実際の現場を見る今回の派遣において、非常に大きな意

味を持ったのではないかと思います。 
  午後は、戦時中のユダヤ人の現実を少しだけ垣間見ることができました。地面のメモリ

アルがとても切実で、心に残るものであったように思います。また、学校の警備体制を見

て、現在でも難しい問題が残っていることを知りました。ガイドの方が「いつかこんな厳

重な警護が無くなることが、理想ですね」と話していたのが印象的でした。 
 
 
 

8 月 22 日（水） 

文責：片桐・佐藤 
 

12：00  Fried-rich Str.駅集合 
午前中は、各自自由行動でした。集合の後、ベルリン名物の「CurryWurst」というカレ

ー粉とソースのかかったソーセージをみんなで食べに行きました。 

     



14：00 博物館見学 
ベルリンの中心にあるクロイツベルクという街に行きました。そこでは、トルコ人のゴ

ッチェンさんが移民に関する博物館を案内してくださいました。今回は、とくに 18 世紀以

降ベルリンに移住してきた人々についての展示が開催されていました。 
  

  
 

15：00 クロイツベルク見学 
博物館を見学したあとはゴッチェンさんに歩きながら街を紹介していただきました。街

の中にはトルコ語やアラビア語で書かれた看板が多くありました。途中ゴッチェンさんが、

ドライフルーツやナッツを袋に入れたものを買ってくださって、みんなで分けて食べまし

た。街の中心にある映画にも使われた建物や、トルコ人の子供が通う幼稚園、住民の憩い

の場となっていた公園や、ベルリンの壁が建てられていた場所、クロイツベルク全体を回

りながらゴッチェンさんは丁寧に説明をしてくださいました。 

   

   



17：00 モスク見学 
また、モスク（イスラム寺院）にも入れていただきました。モスク内では、イスラム教

の方に失礼にならないように、全員、長袖、長ズボンに靴下を着用することになっていま

した。実際にイスラム教徒の方たちがお祈りをしていて、とても神聖な場所でした。そし

て、夕食にはみんなでトルコ料理を食べました。 

   
 
20：00 ハウスホロン着 
ハウスホロンに帰ってからは、近くのスーパーで買出しをしたり、テレビでドイツとイ

ングランドのサッカーの試合を見たり、ビリヤードをして遊んだり、ハウスホロン 後の

夜をみんなで楽しみました。 
 
 

感想 
博物館は、移民の背景が分か

りやすく説明されており、また、

写真や当時の使っていたものが

展示されてあり興味深いもので

した。クロイツベルクは、外国

人が多く住むことから、観光ガ

イドブックでは旅行者が立ち入

るには注意の必要な街とされて

いるようです。私たちが見学に

行く前にも貴重品の管理に関し

て注意を受けました。確かに狭

い街の中でドイツ以外の様々な文化が混在していることで若干雑然とした印象を受けるも

のの、通りにいる子どもの笑顔やお店のおじさんの陽気さを見ると、言われているほどで

もないのかなと思いました。実際にクロイツベルクを歩いて見学することで、そういった

新しい一面を発見することができ、とてもよい機会になりました。 



8 月 23 日（木） 

 
文責：鈴木・中山 

終日 
バルト海で「異文化野外体験」が行われ

るとのことでした。ベルリンを離れ、バル

ト海近くのユースホステルに泊まるための

一泊分の荷物を持ってホロンから 2 台の車

に分かれて出発しました。バルト海までは、

街を抜けて農場のような自然が多く、1 度

休憩を取ってバルト海まで行きました。 
 
 

「異文化野外体験」には、ベルリンや、EU 諸国などからや

ってきた主に音楽系のアーティストが集まっていました。彼

らの 終目標であるプロモーションビデオの作成というプロ

ジェクトに参加させていただきました。浜辺では多くのアー

ティストが活動しており、私たちもそれに参加させていただ

きました。 
  
 
 
 
 

 
 
 プロジェクトのメンバーとお別れをした後、夕食を食べに行きました。レストランでビ

ッグサイズの魚や肉料理を食べました。食後はミーティングをし、今回の派遣の前半を振

り返りました。ドイツに来てから一人ひとりが自分の意見をしっかりと言えるようになっ

た気がします。 
 その後、ユースホステルに行く前にもう 1 度海の方へ行き、夜のバルト海と星空を見ま

した。空には多くの星座と天の川が輝いていました。ユースホステルでは、ジュースやビ

ールを飲みながら、Steffen、Norbert、森田さん、大西さんと何人かのメンバーがドイツの

ボードゲームを教えてもらいながら遊びました。 
 バルト海では、ホームステイ前 後の日を一人ひとりが思い思いに過ごしました。 



感想 
この異文化野外体験では、言葉の通じない相手ともコミュニケーションをとることがで

きるのだということを学びました。バレーボールやバドミントン、相撲など、コミュニケ

ーションの手段は言葉だけではないのです。バルト海では、他のプログラムとは違い、一

人ひとりが積極的に多くの人とコミュニケーションを取れるとてもよい機会でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 月 24 日（金） 

文責：長島・南部 
 

 
朝 ハウスホロンへ移動 
ユースホステルから 2 時間弱ほどバスに乗っ

てハウスホロンへ移動しました。今日でハウスホ

ロンとはお別れです。今夜からのホームステイに

備えた荷造りをして、ミッテ区長表敬のために正

装に着替えました。 



14：00 区長表敬 
ホストファミリーとともに区長を表敬訪問しました。まずは日本人メンバーの自己紹介

をし、区長からベルリンの外国人に対する考え方を聞きました。また区長と私たちで意見

交換を行う機会も設けられました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
区長表敬の後 

区長表敬の後は各自ホストファミリー

と対面しました。週末はホストファミリー

と過ごすため、日本人メンバーとはしばし

お別れです。メンバーの顔には緊張の表情

とホストファミリーに会えた安堵の表情

が混在していました。 
 
 
 
感想 
 ハウスホロンを発つ時には、「この派遣も残すところ半分」と感じました。前半は、1 日

中歩き回るハードなスケジュールで、加えて慣れない土地ということもあり、メンバーの

間には疲労の色も見えましたが、同時に充実感をそれぞれ感じているようでした。 
 また区長表敬のときのメンバーの表情は、出発前に新宿区長を表敬訪問したときと比べ、

ずっとしっかりしていたように感じられました。ここまでのプログラムでさまざまな方か

らお話をうかがい、いろいろなものを見聞きしたことで、「移民とは何か」「多文化共生に

は何が必要か」という問題意識が私たちの間で高まっているようでした。 
 この週末のホームステイを通して、次週の見学やプログラムに生かしていきたい、と思

いました。 
 
 



8 月 27 日（月） 

文責：青柳・南部 
 

12：00 Fried-rich Str. 駅集合 
 午前中は各自自由行動でした。ホームステイをしていたメンバー全員と 3 日ぶりに再会

しました。土日しか離れていなかったのに、それまでずっと行動を共にしていたからか、「久

しぶり！」なんて言葉も飛び出しました。3 日ぶりに日本語で話せることに感動しているメ

ンバーもいました。全員で Zoo 駅に移動して、昼食にパスタとピザのお店に行きました。

もちろんメニューは全てドイツ語。大西さんの簡単な説明だけを頼りに、みんな直感で頼

むものを決めていました。とても量が多く驚きました。 
 
14：00 移民共生の代表者とのミーティング 
 移民共生の代表者である、チャックさんのお話をうかがいまし

た。チャックさんは区の職員とボランティアを兼任されていらっ

しゃり、移民共生で発生するさまざまなトラブルの事例と、その

解決方法についてとても詳しく話してくださいました。 
 お話をうかがった後には、積極的な討論が交わされました。 
 
 
17：00 コンパスミッテ見学 
 コンパスミッテとよばれる、就職や進路に問題

を抱える青少年へのアドバイザハウスを見学しま

した。そこではソーシャルワーカーが青少年の相

談を受けるのですが、ソーシャルワーカーの方が

青少年のことを知るだけではなく、青少年が自分

自身や解決しなければならない問題に向き合える

ように促すことが重要だと教わりました。 
 
18：30 ベルリンの壁のメモリアル見学 
 コンパスミッテの近くには、ベルリンの壁が一

部残っていました。東西分裂の歴史を忘れないよ

うに、現在でも保存されているのです。そこで知

ったことは、ベルリンの壁とは「1 枚」ではなく、

西側と東側に 1 枚ずつあるということです。西側

の壁は低くて薄いのに対して、東側の壁は頑丈で



高さは 3 メートル近くありました。そして 2 枚の壁の間の区域は「死のゾーン」と呼ばれ、

当時はそこに立ち入ったものは無条件に射殺されていたそうです。つい 20 年前まで私たち

がいる場所がそのような危険な状態にあったということは、とても信じがたいものでした。 
 
 
感想 
 週末のホームステイを経て、新鮮な気持ちでプログラムに臨むことができました。この

日は半日で 2 ヵ所を回るややハードなスケジュールでしたが、多文化共生に関するさまざ

まな事例や問題に触れることのできた 1 日でした。この翌日は懇談会、翌々日はさよなら

パーティーのため、この日は一人ひとりがホストファミリーとゆっくり夜を過ごせる 後

の日となりました。 
 
 
 

8 月 28 日（火） 

文責：浅見・中山 
 

9：15 Fried-rich Str.駅集合 
 全員で『移民の環境改善プロジェクト』についての話を伺いに行きました。 
 
10：00 『移民の環境改善プロジェクト』 

ここでは、自らも移民としてのバックグラウ

ンドを持つバイカラさんから話を伺いしました。

このプロジェクトは 2005 年に始動したばかり

で手探りの部分が多く、今後の方向性などは定

かではないとのことでしたが、彼らが目指して

いる目標や活動の意味は明確でした。彼らは、

自らの体験を生かし、移民の気持ちを理解した

上で、『区の職員と移民の架け橋』という役割を

果たしていました。バイカラさんは私たちからの質問に一つひとつ真剣に答えてくださる

顔と、カメラを向けたときの笑顔とのギャップがとても印象的な方でした。 
 
 
 
 



12：00 昼食 
 全員でトルコ料理の店に行きました。すごく大きなお皿

に大量に盛られたお肉やポテトで大満足でした。 
 
 
13：00 昼食終了（以後、自由時間） 
午後は自由行動でしたが、希望者はユダヤ博物館やベルリンの壁博物館に行きました。 

 
左：チェックポイントチャーリー           右：ユダヤ博物館 
 

18：00 Fried-rich Str.駅集合 
再び皆で集合し、懇談会の準備に取り掛かりました。 
 

19：00 懇談会＠ヴァインマイスターハウス 
懇談会とは、私たちがベルリンで体験したことをホストファミリーに発表し、それにつ

いて話し合うトークショーです。見学した場所、街の様子、ホームステイをして感じたこ

との 3 グループに分かれて、スライド写真を使ってよりわかりやすく発表しました。 
予想以上にたくさんのホストファミリーや、その友達がきてくれて、とても充実したも

のになりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21：00 懇談会終了後ビーチバーへ 
その後、皆で夜のビーチバーに繰り出しました。もちろん未成年はジュースで乾杯です。

他のメンバーのホストファミリーと交流する機会が今まであまりなかったので、ここでは

色々な方と話をして、あっという間に時間が経ってしまいました。帰り道、ひんやり冷た

い風で酔いもすっかり醒めました。 
 
 
感想 
滞在期間も残りわずか…今日も色々な体験をしました。午前中はドイツの移民の環境や

現状について考え、夜は、懇談会で各ホストファミリーと実りある交流が出来ました。そ

して、みんなで行ったビーチバーでは同世代のドイツの若者とわいわい話が出来ました。

本当に貴重な経験をしていると心から感じました。 
いよいよ明日で、ベルリンに丸 1 日滞在できるのは 後です。楽しかった！ もっとこ

こにいたい！ そんな気持ちで眠ることにしました。 
 
 
 

8 月 29 日（金） 

文責：青柳・上原 
 

9：30 Fried-rich Str. 駅集合 
 全員で Werk9 へ向かい、反省会をしました。 

まず、一人ずつホストファミリーと過ごし

た休日について報告をしました。住んでいる

地区も家族構成も異なるために実に様々な報

告がなされ、12 人それぞれが充実した休日を

過ごせたように感じられました。次に、移民

に関すること、施設に関することなど、当日

までの日程について率直な意見が求められました。そこでは「施設に関する基本

的な情報を事前に知っておきたかった」「データや組織構成についてまとめたレジ

ュメが欲しかった」といった意見が出されました。これらについて、Steffen は「皆

が下準備をしてくることは望んでいなかった。現地で学んで欲しいと思う」と答

えてくれました。あらかじめ知識を持って話を聞くのと、知識のない状態で話を

聞くのとでは感じ方が違うでしょう。ここでは後者の形式で、聞かせていただく

話に真剣に耳を傾け、肌・目・耳で感じることが大切なのだと強く認識しました。  



12：00 反省会終了（以後、自由時間）  
 
17：30 Stadtmitte 集合  

自由時間中、希望者は St.Bartholomaeus-Kirche に
パイプオルガンコンサートに行きました。トラムを降り

て歩いて数分のところにあったのはこぢんまりとした

教会。中に入ると人々が静かに座り、パイプオルガンの

音が教会中に響き渡っていました。さよならパーティー

を控えていたために曲目の全てを聞くことは出来ませ

んでしたが、心が浄化されるようなパイプオルガンの音

色が印象に残りました。  
  
 
19：00 Werk9 でさよならパーティーの準備開始  

        

 
20：00 さよならパーティー開始  

須磨団長や森田さん、Steffen、Norbert からの話やホストファミリーとの食事

の後は、日本から準備をして来た出し物をすることになりました。出し物の 1 つ

目は、「幸せなら手をたたこう」の合唱。ホストファミリーと一緒に歌えるように

と日本語に加え英語・ドイツ語の歌詞を用意したため、会場全体でとても楽しく

歌うことが出来ました。ドイツ語ではどうしてもうまく歌えませんでしたが、そ

れも気にならないくらいに、みんな笑顔。音楽の力で、国を超えて 1 つになれた

ような気がしました。  
2 つ目の出し物は「漢字カルタ」。半紙に筆で書いた大きな漢字 1 文字をホスト

ファミリーに見せ、彼らにはそれと同じ文字と関連する写真や絵が描かれたカー

ドを探し当ててもらいました。盛り上がるか不安でしたが、終盤にかけては私た

ちも一緒にカードを探してしまうくらい、大成功の出し物となりました。  
さよならパーティーを通して、あたたかく私たちを迎えてくださったホストフ



ァミリー、Steffen、Norbert、通訳の大西さんへの感謝の気持ちが伝わっていれ

ばいいなと思いました。  

     

 
 
感想  
ベルリンで過ごすのも 11 日

目となり、聞こえてくるドイツ

語、ドイツ語表記、景色にもず

いぶんと慣れてきました。その

反面、そろそろ日本に帰りたい

な、という気持ちが出て来るの

もこの頃。複雑な気持ちでこの

日を迎えたメンバーもいたの

ではないでしょうか。  
しかし、反省会で意見を出し

合うことによって Steffen や

Norbert がどれほど私たちのために尽力してくださっていたかが改めて伝わり、

彼らの想いに触れることが出来ました。そこで「今日ベルリンで過ごす時間をめ

いっぱい楽しもう！」と気持ちを切り替えられたことが、さよならパーティーの

成功につながったのでしょう。さよならパーティーの後は自宅に帰る人、夜のベ

ルリンへ出掛ける人、Werk9 の前でおしゃべりを続ける人とメンバーの過ごし方

は様々でしたが、

一人ひとりがベ

ルリンでの 後

の夜を満喫でき

たように思いま

す。  
 



 

8 月 30 日（木） 

 
 文責：大友・鈴木 

 
9：30  テーゲル空港集合 
空港では、Steffen や Norbert、通訳の大西さんをはじめ、お世話になったホストファ

ミリーとお別れをしました。   
 
10：55  BA＃991 にてベルリンを出発  

イギリスのヒースロー空港まで行きました。 
 

11：55 ロンドン・ヒースロー空港に到着  
ヒースロー空港では 6 時間も自由時間がありました。「イギリス土産」を買う人、カフェ

でゆっくり過ごす人、皆思い思いの時間を過ごしました。 
 

15：45  ロンドン・ヒースロー空港にて BA＃007 に乗り継ぎ 
成田空港までの飛行機に乗りました。機内では、この研修が終わってしまうことが実感

できずに過ごしていました。 
 

 

    

テーゲル空港にて 
 



 

8 月 31 日（金） 

文責：加賀 
 

11：00 成田空港着 
 飛行機の中では、各自ベルリンでの思い出や様々な感情をゆっくり整理できたのではな

いでしょうか。長い空の旅を終え、2 週間ぶりに帰国しました。 
 入国審査や荷物の受け取りなどを終え、 後に今後の予定についてのアナウンスなどが

ありました。解散する時には、私たち 12 人から須磨団長と森田さんへささやかなプレゼン

トをお渡ししました。飛行機の中で密かに書いておいた、お 2 人への寄せ書きです。 
  

 
 
 
 
 
 
 

12：30 解散 
 
感想 
 ベルリンでの 2 週間は、あっという間に

過ぎてしまいました。本当にたくさんの経験

や学習、感動がありました。どのような形に

せよ、一人ひとりの人生にとって必ず大きな

糧となるはずです。これをそれぞれがしっか

りと自分の財産にしていくことが、これから

の私たちの課題であると思います。 
 須磨団長、森田さんには本当にお世話になりました。プレゼントで私たちの気持ちが伝

わっていれば幸いです。どうもありがとうございました。 
2 週間を共に過ごした派遣メンバーとの別れは何だか寂しさがありましたが、一方で、こ

れからも報告会などのために集まれるのだと思うととても嬉しかったです。ミッテでの滞

在でかけがえのない仲間ができたことも、今回の大きな財産であると思います。 
この派遣に携わり、私たちに素晴らしい経験を与えてくれたミッテ区、新宿区全ての方

に心から感謝しています。本当に本当にありがとうございました。 


