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１ 今回の派遣プログラムへの全体的な感想をお聞きかせ下さい。 

 

・密度の濃いプログラムで、毎日が

充実していた。各見学先で細かい

説明を聞くことができ、非常に勉強

になった。Oliverと Norbeｒtをはじめ、

ドイツでの担当の方の人柄と用意し

て下さったプログラム内容により、と

ても満足できた。 

・多文化共生というテーマについて直接的に学ぶ機会は少なかったが、ホ

ームステイや青少年たちとの交流を通じて、間接的に学ぶ事ができ、本来

期待していたものが得られた。 

・提供されたものは楽しめたし、設定したテーマにもきちんと取り組むこと

ができた。 

・各訪問先でのお話を聞いたりホームステイなどを通して人間として成長

することができた。高校生のうちに海外へ行くことはかなり貴重な機会な

ので、参加することができてよかった。 

・体力面をもっと考慮してほしかった。それ以外の不満はほとんどなし！

素晴らしい旅でした！ 

・個人旅行や長期留学では経験できないような充実したプログラムの中で

現地の人との交流ができた。 

・今のベルリンに至る歴史だけでなく、現在のベルリンの同世代の人々と

も交流でき、申込の段階で予想していたよりもたくさんの経験ができた。 

・多文化共生について学ぶプログラムとのことだったが、実際に移民など

多文化共生についてのプログラムは移民の学生が町を案内してくれる、

「ROUTE65」というプログラム一つだけだった。 

・都会的な街だけでなく、ゴルミッツのような自然に溢れた地域、クロイツ

ベルクのようなベルリンの中心街とは雰囲気が大きく違う街にも足を運ぶ

ことができ、それぞれを比較しながらドイツらしさについて考えることがで

きた点が良かった。 

・豊かな内容があって、良かったと思います。特に、郊外の一泊はとっても

楽しかった。渡航費はちょっと高い気がする。 
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２ 今回のプログラムで特に印象に残っているものは何ですか？ 

 

・ザクセンハウゼン収容所：今まで知識としてしか知らなかったナチスの歴

史を目で見ることができた。 

・ホームステイ：語学力が十分でないため不安でしたが、たどたどしい英語

でも聞き取ろうとしてくれて、街のことや学校のことから政治まで、ドイツの

話をたくさん聞くことができた。 

ホームステイや青少年との交流、OliverやNoｒbeltとの交流。ドイツに住む

人々の声や生の情報を得る事は、一人旅や個人旅行ではなかなかでき

ないことで、派遣プログラムであったからこそこのような経験ができたのだ

と思う。 

 

ホームステイ。一人で外国に乗り込む感覚が楽しかった。 

 

ホームステイ。ホストファミリーのみなさんと会話をするとき、「何について

話しているんだろう。」「質問は何となくわかるし、日本語では言えるのに

…。」という場面が多々あり、その度に、巧みな英語力が自分にあればよ

り質の高い会話になっただろうとひしひしと感じた。この経験が、英語をも

っと勉強しようと思った大きなきっかけになった。 

 また、異なる地に住むドイツの人と互いの国の制度や文化の違いについ

て話したときは、新鮮な刺激を受けた。そして話を掘り下げて行くに連れ

て、他の文化を共有する楽しさを感じた。「多文化交流」がこの研修の大き

なテーマだったが、ホームステイなどを通して、このテーマに生で触れるこ

とができた。 

Gollmitzでのプログラム。 

空気も景色もきれいで宿のお部屋もかわいくて本当によかった。 

ご主人のカイさん、ヤーナさんもあたたかく、お母さんのようで別れ際は寂

しくてたまらなかった。Gollmitzでもう少しゆっくりしたかったなぁ。 

ホームステイも家族構成や家族の人柄など、自分の実家のようで本当に

楽しく、リラックスできた。今回の旅で実家がいっぱいできた気分でした。 



・青少年たちと一緒に行ったキャンプ 

自然の中でパン作りと BBQ をし、絵本に出てくるような素敵なロッジに泊

まり、贅沢なキャンプだった。また、青少年たちと一日過ごせたことで

WERK9について、日本・ドイツの文化についてなどじっくりと話し合うことが

できた。 

・ホームステイ 

今回初めてホームステイをしたため、行く前はどうなるのか不安があった

がホストファミリーは大変優しく常に私のことを気遣ってくれた。週末には

バルト海付近まで車で行き、ガーデンパーティーに参加し 40 人以上の老

若男女が、皆一晩中飲み食べ、踊り続けてた。そのようなパーティーに参

加したのは初めてで多少緊張しましたが、日本では絶対に経験できない

国際交流ができた。ホストマザーの作ってくれたドイツ料理も大変おいし

く、印象的だった。 

・ホームステイで、ベルリンの青少年と多く交流ができたこと 

・区長や議員の方とお会いするという、貴重な機会を設けていただいたこ

と 

・市内観光や美味しい食事など 

・ミッテ区博物館やクロイツベルクの移民博物館 

事前学習でドイツの歴史や移民問題について多少は頭に入れてはいたも

のの、やはり現地で現地の人の話をお聞き出来たことは貴重な経験にな

ったと感じた。まだまだ勉強不足だと痛感させられた。 

・ゴルミッツでのキャンプ 

私は今まで、あんなにも自然に溢れ、空気が澄んだ場所へ行ったことはな

かった。慣れない土地での連日のハードスケジュールに身も心も疲れてい

たところだったので、広大な場所でゆったりとしたことで、エネルギーをチャ

ージできた。また、日本の青少年同士やドイツの青少年とも交流を図れた

ので、印象に残っている。 

・ホームステイ 

ホームステイは私にとって初めての体験だったので、どれもが勉強になっ

た。 

 

  



 

 

３ １２泊１３日間の派遣期間はいかがでしたか？ 

 

・ホームステイの 4日間も含めた 13日間、

誰も体調を崩す事なく過ごせたので 13 日

がちょうど良かった。 

・この期間での活動がとても充実したもの

だった。でも、あともう少しベルリンにいた

かった！という気持ちは当然残った（笑） 

・プログラムの序盤がかなりたてこんだスケジュールで体力的に厳しい部

分も多かった。もう少し日にちを増やしてしっかり学習するスタイルでもよ

かったのでは？と思う。 

・正直もっといたかった。でも、体調を崩し始めた子もいたので 2 週間ぐら

いが体力的にちょうど良いのかと思った。もっといたい!と思えるくらいのほ

うが、また行こうという気持ちになれる気がする。 

・日本へ帰る頃は、寂しさのあまり、日本に帰りたくないと感じ、プログラム

がもっと長かったら良かったのに、と思った。しかし、今回のように毎日が

ハードスケジュールで進んでいくことを考えると、体力的にはちょうど良い

期間だと思う。 

・ちょうどいい。博物館の見学がちょっと多いかなと思いますが、個人の好

み。 
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４ 宿泊場所（シティホステルベルリン）はいかがでしたか？ 

・シャワーとトイレが各部屋にあって良か

った。突然電源が使えなくなる、wi-fi が

繋がりにくい、狭くて行動がしにくい等の

点は少し残念だった。 

・4 人一部屋ということに問題はなかった

が、洗面台、お風呂、トイレが一つしかな

かったので、朝晩はバタバタした。特に、

帰りが夜遅かったので、全員お風呂に入り終えるのが深夜を過ぎている

事もしばしばあった。 

・洗濯機が時間外は使用できないという予想外の問題もあったが、ゆっく

りと休むことのできる良いホステルだった。 

・きれいだったがシャワールームがべとべとになってしまうのだけは何とか

したかった。 

・ホステルの方の対応、立地、食事は大変満足です。しかし、部屋のシャ

ワーカーテンが役に立たずシャワー室がビチョ濡れになったこと、水道が

つまり水が流れなかったことが少し不満。 

・部屋は清潔で、ご飯もおいしかったので満足。さらに、駅やスーパーが近

くにあり立地も良かった。強いて言えば、廊下のトイレや階段が真っ暗で

あったことが怖かった。またwi-fiがもう少し繋がりやすかったらなお良かっ

た。 

・四人部屋で、人数がちょっと多かった気がする。でも、招待されたので、

ほぼ満足。 

 

 

５ ドイツで使ったおこづかいはいくらでしたか？ 
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６ 自由行動の時間は多かったですか？少なかったですか？ 

・お土産を買う時間に充てていた

人が多かったが、ベルリンは美術

館や博物館がたくさんあるため、

もう少し自由時間が多ければ興

味に沿って行動できたと思う。 

・自由行動はほぼないと考えてい

たので、半日で博物館に行き、お土産を買い、で十分。 

・ベルリンの街を一通り楽しむことができた。 

・もう少し回りたい気持ちもあったが、あまり長過ぎても退屈してしまうので

適当。 

・まとまった自由時間をもらえたのはよかったです。高校生男子二人とはし

ゃぎまわったのはいい思い出になった。 

・前半であと少し自由時間が欲しかった。博物館や収容所に行き、見たこ

と聞いたことを消化する時間が欲しかった。ホステルに帰る時間も遅かっ

たから夜やろうと思っても疲れて寝てしまって。。。 

プログラムをお昼からにする日を一日作るだけでも、自主学習する時間や

体を休める時間に充てられると思う。 

・初めての土地で、ただでさえ土地勘が無く移動に時間がかかるため、朝

から夜まで丸 1 日は自由行動に充てても良いのではないかと思った。今

回は 8月 27日の午前中の予定が二転三転し、クロイツベルク博物館に行

きたい人とそうでない人に分けたことは多少問題があったのではないかと

感じている。一回目の予定変更の際に全員がクロイツベルクの移民博物

館に行くことになったので、今回のプログラムのテーマを達成するために

は、そこへの訪問が不可欠なのではないかと感じて訪問した人もいるので

はないかと思う。あらかじめ自由行動の予定をたてていた人にとっては少

し物足りない自由行動になったかもしれない。しかしながら、クロイツベル

クの移民博物館は、詳細な情報まで知ることができ、27 日に関しても個人

的には満足している。 

・少し少なかったと思います。 

予定と違って、一日の自由行動があって、ありがたかった。もし、夜にちょ

っと早く戻れれば、ベルリンの夜の生活をもっと体験できていいと思う。 
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７ 最後に、新宿区とミッテ区との交流をさらに充実させるため、 

ご意見をお聞かせ下さい。 

報告書を日本語で作成するだけでなく、ページ数は少なくても英語でミッテ

区側に提出した方が良いのでは、と思います。ミッテ区の青少年が日本に

来るときも、どのプログラムが良かったのか、改善点はどこか、英語で報

告してもらうことが必要ではないでしょうか。そうすることで交流が更に良

いものになることに加え、外国人の視点から新宿区の良い点を再発見で

きるのではないかと思います。 

可能なのであれば、ホームステイは続けるべきだと思います。一緒に生活

して見えてくる事も多かったので、是非続けて欲しいと思っています。 

また、Route65 の青少年とモスクで話した様な、意見交換の時間がもっと

あればいいのになと思いました。 

青少年を実際に現地に派遣するというこの素晴らしいプログラムを今後も

継続させてください。新宿区にしかできないことだと思います。 

一人暮らしなのでホームステイの受け入れは難しいですが、できることは

したいと思っています。新宿区の青少年とミッテ区の青少年がたくさん関

われる機会を設けてあげてほしいです。歴史学習や文化学習も大切だと

は思いますが、お互いをひとりの人間としてみることで自然とお互いの

国、地域に興味も湧くと思うので。 

今回出会ったミッテ区の青少年たちとの交流をこれからも続けていきたい

と思います。 

今回お世話になった青少年にはぜひ来年新宿区に来てもらいたいし、そ

の時は私が彼らを案内したいです。ミッテ区と新宿区の青少年同士の絆

を深めることで、よりよい交流プログラムを次の代へ提供できると考えま

す。ですから、新宿区とミッテ区の青少年同士が再会できるようなプログラ

ムを考えるといいと思います。数回会うことで、より密な関係が築けると思

います。 

ベルリンの青少年の東京への意識の方が、自分を含む東京の青少年の

ベルリンへの意識よりも、高いように感じられた。相互派遣交流プログラム

を持続的に行っていくには、意識が同じくらい高いことが理想的である。新

宿区の青少年が、ベルリンに興味を抱く機会をより設けるとよいのではな

いか。 

ミッテ区側が思い描いているプログラムの目的と、新宿区の掲げているプ

ログラムの目的が違いすぎるのではないかと思いました。新宿区は多文

化共生を学ぶプログラムとして HP に掲載していましたが、ミッテ区側はこ

のプログラムの目的を青少年交流として組んでいたため、多文化共生都

市から学ぶことを目的として行った立場からすると、少なからず違和感の

あるプログラムでした。ただ、青少年の交流を目的として行くプログラムで



あるならば、様々な青少年と交流することのできる、一貫性のあるプログ

ラムだと思いますし、結果的にドイツの青少年からさまざまな刺激を受け、

楽しめました。ぜひこの活動を続けて行ってほしいと思います。ほんとうに

ありがとうございました！ 

まず、今回このような貴重なプログラムに参加する機会をくださって、あり

がとうございました。本当に充実した 2週間となりました。ずっと続いている

プログラムなので、これからも継続していくことが重要だと思います。陽子

さんやオリバー、ノーベルトは継続的に日本の青少年を受け入れて、また

ドイツの青少年とともに日本を訪れているようですが、新宿区の職員さん

も、そのように継続的に関わる方がいらっしゃるとさらに良い交流になるの

ではないかと感じました。 

また、「多文化共生」というテーマは良いと思うのですが曖昧なところが

あるので、そのテーマを大きく掲げた上でもう少し具体的なテーマも設定

すると青少年も目標が見えやすいのかと思いました。高校生や大学生は

大人と子供の間の微妙な時期なので、多少学習をサポートすると良いの

ではないかといった意味での意見です。 

もうひとつ、せっかく新宿区とミッテ区という行政のバックアップがついた

プログラムですので、連邦議会議事堂や省庁など許可が無いと足を踏み

入れることのできないような場所へも行くことができたらさらに良いと思い

ます。 

しかし、これらの意見は「欲を言えば」というレベルであり、今回のプログ

ラムは大満足の内容でした。今回のプログラムで出会った青少年たちは

みんな優秀で面白い人たちばかりなので、せっかくの御縁、これからも互

いに高め合うことができれば良いと思っています。また、ドイツでできた友

人たちとも積極的に連絡を取っていきたいと思います。今回のプログラム

で得た貴重な経験を無駄にすることがないよう、様々な場面で生かしてい

きたいです。私に協力できることがありましたら、ぜひお手伝いさせていた

だきたいと思っております。事前研修から旅行中を含め、私たちを優しく見

守り、サポートしてくださった職員の方々に、厚く御礼申し上げます。あり

がとうございました。 

博物館の見学だけでなく、話をしながら相手の国の文化を体験することが

より楽しく、印象的でした。また新宿にしてもミッテ区にしても紹介したいこ

とは 10 日間前後では終えられないほどたくさんあると思うので、きついス

ケジュールを立てるより、もしろ、2,3 点を選んで、紹介したほうがいいかな

と思います。 

今度ミッテ区の人が来るときは自由行動、文化体験（茶道など）を増やし

たほうが良いと思います。 

 


