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事前学習会                              担当：劉 思佳 

 

 

7 月 31日（水） 

第一回の事前学習会は、テスト期間だったので、7月 26日（金）と 7 月 31日（水）の 2

日間行われました。31日の参加者は 3人のみでした。新宿未来創造財団の杉原事務局長と

職員 3名、日独協会のタベアさんが出席されました。挨拶、説明の後に、参加者の自己紹

介を一人 2分程度で行いました。3人だけでしたが、熱意とドイツに関する経験の豊富さを

感じました。写真撮影の後、タベアさんよりベルリン市ミッテ区についての話がありまし

た。ベルリンの歴史とミッテ区の現状を聞きました。ドイツに対する興味がますます深く

なってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

日時・会場 内容 

7 月 26日（金）午後 2時～5時 

新宿文化センター 第 3会議室 

①自己紹介（0.5H） 

②派遣スケジュールについて（事務説明・旅行会社説明）（1H） 

（新宿未来創造財団文化交流課 樋口遼太、渡辺三恵） 

③講義 「ベルリン市ミッテ区ってどんなところ？」（1.5H） 

（日独協会 タベア・カウフ氏） 
7 月 31日（水）午後 2時～5時 

新宿文化センター 第 4会議室 

8 月 5日（月）午後 2時～6 時 

新宿文化センター 第 3会議室 

①自己紹介（0.5H） 

②ドイツ語レッスン（1H） （日独協会 タベア・カウフ氏） 

③講義「多文化共生を考える」「新宿区・ミッテ区を知る」（1.5H） 

（新宿区多文化共生推進課 神埼係長） 

（日独協会 タベア・カウフ氏） 

④派遣者ミーティング（1H） 

8 月 7日（水）午後 2時～6 時 

新宿文化センター 第 3会議室 

①ドイツ語レッスン（1H） （日独協会 タベア・カウフ氏） 

②講義：「映画」鑑賞→感想→ミッテ区の歴史に触れる（2H） 

（日独協会 タベア・カウフ氏） 

③派遣者ミーティング（1H） 

8月 8日（木）午前 10時～12時 

新宿区役所 302会議室 

 

 

 

 

 

 

①区長表敬（0.5H） 

②最終事務連絡（1.5H） 

 

 

 

 

 

 

 

≪自己紹介≫ ≪タベアさんよりお話≫ 



8 月 5日（月） 

この日は全員が集まりました。自己紹介の後、応募の動機、抱負を話しました。 

その後、ドイツ語の初心者(男子全員)は、タベアさんからドイツ語の発音と簡単な挨拶を

教わりました。勉強の後、新宿区、ベルリンの双方の多文化共生施策についての話を伺い

ました。ベルリンのミッテ区の人口の約 3割が外国人です。新宿区は約 1割で、ミッテ区

より少ないですが、日本語支援、外国交流、外国人相談と多言語情報の提供など様々な施

策で多文化共生に力を入れている現状も学びました。 

 

8 月 7日（水） 

 二回目のドイツ語レッスンです。数字の数え方、年齢の言い方、会計の仕方、別れる時

や感謝の言い方を勉強しました。ドイツの有名人の写真を選んで、勉強した言葉を使って

会話を練習していました。ドイツ語だけでなく、ドイツ文化も分かるようになって、面白

いと思しました。 

東・西ドイツの統一に関する映画「GOOD BYE LENIN！」を観て、ドイツの歴史を少し理

解しました。一つの国なのに、政治、経済、文化や民衆の考えの違いが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 8日（木） 

今日は中山弘子新宿区長を表敬訪問しました。酷暑なのに、派遣者たちはフォーマルな服

を着て、区役所に行きました。区長の挨拶、派遣団団長杉原さんの挨拶の後、我々は自己

紹介をしました。私は今回ただ一人の外国人として、日本人とは違う視点でドイツと日本

の多文化共生についての相異を見ようと思いました。その後、出発前の最終ミーティング

をしました。出発がいよいよ 10日後に迫っていることを実感しました。 

 

 

 

 

 

 

≪ドイツ語レッスン≫ ≪タベアさんと記念撮影≫ 

≪中山弘子新宿区長と≫ 



 

8 月 18 日  (日) ～1 日目～                               担当：劉 思佳 

 

6:30 新宿駅から 10:35 成田空港 

成田エクスプレスのホームに集合しました。メンバーの小林さんが怪我して松葉杖を使っ

ていました。成田空港まで 1時間半ぐらいかかりました。ドイツに行く実感が徐々に湧い

てきました。空港で、種々の手続きをしていたら時間が足りなくなったので、両替は着い

てからすることにしました。 

今回は飛行機を乗り継ぐため、まずは KLMオランダ航空でアムステルダム空港へ向かいま

す。メンバーは席が近くて、喋ったり、映画を観たり、本を読んだり、寝たりしていまし

た。12時間の長いフライトですが、早かったです。ヨーロッパの上空から、緑や川に囲ま

れている赤い屋根の建物や、発電用風車を見て、楽しかったです。 

 

《成田空港での集合写真》 

 

15:05（現地時間）アムステルダム空港着から 18:05テーゲル空港着 

アムステルダム空港は入国審査がとても厳しくて、欧米のテロ防止の緊迫した雰囲気を感

じました。両替をしました。日本より随分手数料がかかりました。 

小型の飛行機に乗って、ベルリンのテーゲル空港に向かいました。テーゲル空港は大きく

なく、手続きもほとんどありませんでした。ですが、メンバーの小林さんと桑原さんのス

ーツケースが無くなってしまいました。しかも、向こうと連絡もなかなか取れません。出

口では Oliverと Norbert、そして通訳の陽子さんが待っていてくれました。スーツケース

の件を話すと、Oliverと Norbertが電話してくれて、やっと連絡がとれました。空港の係



員のミスで、運び忘れてしまい、アムステルダムに残したということがわかりました。翌

日、無事ホステルに届けられました。 

予想通り、ちょっと寒かったです。Oliverと Norbertは二台の車でホステルに送ってく

れました。30分ぐらいで、ホステルに着きました。陽子さんと Oliverと Norbertはチェッ

クイン後、日程の簡単な説明などしてくれて、順調に各自の部屋に向かいました。その後、

初のドイツの晩ご飯を食べました。

 

《飛行機からのドイツの風景》 

 

  



8 月 19 日  (月) ～2 日目～               担当：中西 佑衣 

 

オリエンテーション 

ベルリンで初めての朝を迎え、出発時はどこかぎこちなかった一行の雰囲気はすっかり

和やかでした。わいわいと朝食をホステルで済ませ、

徒歩でプログラム全体の要となる Werk9（ミッテ区

の青少年施設）へ向かいました。 

Werk9 ではオリエンテーションとして、今回の 13

日間のテーマである“多文化共生“について、通訳

兼サポートをしてくださる陽子さんからお話があ

りました。 

                               

 

まず目をつぶって 3分間を心の中ではかり 3分経ったと思った人から目を開ける、とい

う方法で同じ国に生まれても一人ひとり違う感覚を持っているということを理解しました。

また、人間は自分の価値観によって様々なもの評価してしまうということを、私たちがド

イツの歩行者用信号が短すぎると言って驚いていたことを例に挙げて説明してくださいま

した。 

さらにこのオリエンテーションでは、中間報告までの重要なルールとしてシュッツエン

ゲルというものを決めました。シュッツエンゲルとは、誰にも悟られないように手助けや

サプライズをするというものです。団長と樋口さんを含めた派遣団のメンバー14人全員が

紙切れに自分の名前を書き、くじ引きをしました。 

この日はビールで有名な LÖWENBRÄU で昼食。ドイツの伝統料理であるシュニッツェルや

パスタを堪能し、みんな大満足の表情でした。 

《LÖWENBRÄU の前の信号は短い》              《初のシュニッツェル》 

 

《ホステルから Werk9へ》 

 



市内観光 

 昼食の後は、ベルリンで最も美しい広場と名高い

Gendarmenmarkt から音声ガイドのあるバスでベルリン

市内を観光しました。ベルリン市内には膨大な数の歴史

的な建物があり、バスに乗っていると次から次へとあら

われるので驚かされました。 

 

 

  《美しい広場とはしゃぐ筆者》 

 

 上部にガラス張りのドームを持つドイツ連邦議会議

事堂や、勝利の女神ヴィクトリアが頂上に輝く戦勝記念

塔、装飾が目を引くベルリン大聖堂、多数の著名人を輩

出したフンボルト大学、368mのテレビ塔など、解説を

聞きながらベルリンの雰囲気を味わうことができまし

た。 

                                  《ドイツ連邦議会議事堂》 

歓迎のディナー 

 市内観光の後は徒歩で名所をたどりながら、ディナーのために Park innホテルに向かい

ました。青少年課の Davids議員がいらっしゃるということで一同緊張気味でしたが、お会

いするととてもフレンドリーな方で、みんなもリラックスしてディナーを楽しんでいまし

た。 

この日のディナーは、プログラムのスポンサーをしてくださっていた Park innホテルの

方が、私たちのために特別に用意してくださったビュッフェでした。そのあまりの豪華さ

は信じられないほどでしたが、それによって改めて多くの人に支えられてこのプログラム

が成り立っていることを実感し、興奮しつつも感謝の気持ちを再確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  《お皿に山盛り…》             《Davids議員のご挨拶》 

  



8 月 20 日  (火) ～3 日目～        担当：折川 航暉・嶋 佳那子 

 

ミッテ区歴史博物館見学 

3日目の午前には、ミッテ区の歴史について展示しているミッテ区歴史博物館に行きまし

た。この建物は、昔は学校として使われていたもので、当時のミッテ区の生活などを見る

ことが出来ます。案内役は博物館の職員のオリバーさんです。 

最初に見た部屋はベルリンとミッテ区の成り立ちや歴史についての展示がありました。

ここでは、ベルリンがまだ”若い”街であることや、ドイツ統一やそこからのドイツ再統

一への歴史、この博物館が主に 1835～1910年までの産業の発達の中でのドイツ人の暮らし

を紹介していること、その他にもドイツの歴史について、オリバーさんが分かりやすく解

説してくださいました。 

次に見学した部屋では、『日常』という題名の絵を見ました。この絵には、当時のドイツ

人の暮らしが描かれています。バターの代わりにマーガリンを使っていたり、トイレが共

用だったりして、各家庭の経済環境が悪く、そのため衛生環境も劣悪で病気に感染しやす

い状況にあったことなどを、その絵から学ぶことが出来ました。 

奥に進むと、当時のドイツの暮らしを再現したエリアがありました。ここではオリバー

さんが道具を手に取って使い方やそこからわかる時代背景を教えてくださいました。 

二階にのぼると、当時の教室を再現した部屋があり、ここでは当時の机や黒板がそのま

ま保存されていました。もうひとつの部屋には、天井に昔のミッテ区の巨大なジオラマが

あり、昔のミッテ区のことをオリバーさんが説明してくださいました。 

 

   

《『日常』の絵》           《オリバーさんの説明を聞くメンバー》 

 

事前学習で学んだものとは一味違ったドイツ人目線でのミッテ区について知ることができ、

大変貴重な経験となりました。



昼食・Davids 議員訪問 

Davids議員のお話を伺うために訪問した区議会庁舎の

食堂で、お昼ご飯を頂きました。好きな料理を選ぶビュ

ッフェ形式。ジャガイモやアイスバイン等、ドイツらし

い料理もたくさん！みんなで美味しくいただきました。 

昼食の後 Davids議員にお会いし、ミッテ区の政治·教

育制度などに関するお話をしていただきました。 

派遣団の中には大学で政治を学んでいるメンバーも 

いるため、熱心にメモを取りながら聞いている姿が見受

けられました。 

多文化共生というテーマに関して特

に印象に残ったのは、言語文化宗教

の多様な人々が住むミッテ区では、

人々が互いにコミュニケーションを

とることのできる環境の整備が重要

であり、同時に難しくもあるという

点です。ミッテ区は、移民背景のあ

る子供たちのためのドイツ語教育の

充実を目指しているとのことでした。 

 

 

 

 

一方、青少年のための取り組みに関しては、青少年

が学校以外の場所で活躍するためのプロジェクトが充

実している、という話が興味深かったです。サッカー

場などのスポーツ活動施設だけでなく、Werk9のような

文化活動施設もあり、各々が好きな活動や得意な活動

を行うことのできる環境が整っているように感じられ

ました。 

 

 

 

 

 

 

《食堂にて。“Das, bitte!”で盛り付けてもらいました》 

《会議室の様子。ドイツのお菓子や果物も！》 

《Davids議員にいただいたベルリンのマークの襟章》 



ベルリンの壁メモリアル見学 

区庁舎を後にして私たちは、ベルリンの壁メモリア

ルを訪問しました。ここは、東ベルリンと西ベルリン

を隔てていた壁の跡地の一部です。 

 

 

ベルリンの壁は東西冷戦の時代、東ドイツ政府によ

って、周りを西ドイツに囲まれている東ベルリンを防

御するためという名目で建設されました。壁の建設の

ために強制退去させられる家や、破壊される墓地もあ

りました。また、家そのものが壁の代わりにされたこ

ともあったそうです。 

 

社会主義の東側からは、その苦しい生活に耐え兼ねた多くの人々が脱走を試みました。

そのため冷戦当時は、監視役が東ベルリンから人が逃げ出さないよう 24時間体制でパトロ

ールを行いました。はじめは監視役になった東ベルリンの若者が

脱走することも多かったのですが、2人組体制を導入し、お互い

を秘密警察かもしれないと思わせることで任務を遂行させまし

た。監視役が逃亡者を発見した場合には、警告や威嚇射撃を行う

マニュアルになっていました。しかし実際には、精神的に追い詰

められて崩壊し、逃亡者に対し 100発前後撃つ監視役もいたそう

です。脱走を試み射殺された人、転落などの事故で亡くなった人

など、多くの命がベルリンの壁で失われました。 

 

 

 

冷戦当時を知るベルリン人でも、西ベルリン

にいた人と東ベルリンにいた人では大きく認識

が違います。西側出身のガイドの方と、東側出

身の Oliverや、Norbert両方の冷戦に対する当

時の思いを聞くことができて、興味深く感じま

した。 

 

 

 

《”ベルリンの壁メモリアル”》 

《現存する壁の一部》 

《壁の周りの献花》 

《西ベルリン出身のガイドの方の説明》 



Wedding での夕食「ケバブ」 

三日目の夕食に食べたのはもとはトルコの郷土料理で、いまやドイツの郷土料理ともい

われるケバブです。みんなお腹を空かせて入店し、「肉だ肉だ」とテンションをあげている

と、予想以上の肉の山が、目の前に運ばれてきました。陽子さんが「この料理は、移民背

景のあるドイツ人の多く住むここベルリンの名物だ」と教えてくださいました。店員さん

と Oliverや Norbert が笑っているのを見ると、ついこの前までベルリンの壁があったとは

思えず、料理での異文化交流も面白いのではないかと思いました。 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

    

 

 

 

《ボリュームたっぷりのケバブ》           《夕食を食べたお店「Saray」》 

 

  



8 月 21 日  (水) ～4 日目～          担当：千住 貞保・渡邊 佳奈子 

 

朝 

 ベルリンを全力で楽しんでいる男 3 人は 5 時に起床し、

近所のブランデンブルク門と連邦議会議事堂を観に行き

ました。今日のテーマは「ドイツの歴史」。9：30に Werk9

に集合し、ベルリン市の郊外にあるザクセンハウゼン収容

所には、日本では考えられない時速 120㎞を出す車で向か

いました。また引率の樋口さんのお誕生日だったため、車

内でドイツ流のお祝いをしました。            《Reichstag は大きかった！》 

 

ザクセンハウゼン(Sachsenhausen)強制収容所 

 ベルリンから北へ 35㎞の Oranienburgに建てられた強制収容所。1933年のナチス台頭か

らわずかな時をおいて前身となる建物が建設され、収

容人数の増大に伴ってその施設を拡大させていきま

した。ここは他の収容所の模範とされ、多くの社会不

適応者とされた人々やユダヤ人が連れてこられたと

言われています。ここでは、まずスライドによる施設

の歴史紹介を受け、その後ガイドの方に施設内を案内

して頂きました。 

 

《記念博物館の入り口》        

 はじめはＳＳ（ナチス親衛隊）の住居だった建物を

横目に、収容された人々が歩かされた道を歩きました。

ＳＳは収容所の監視役で、囚人の食べ物・服装から殺

し方まで詳細を、ＳＳのコマンドに報告していました。

収容者はＳＳのコマンドのところで、犯罪者、政治犯、

ユダヤ人などと分類され、名前を失い番号となります。 

 

重要なのは、収容者に希望を失わせることでした。 

 その道を抜け、TOWER・Aと呼ばれる収容所の入口に

向かいました。入り口には有名な「ＡＲＢＥＩＴ Ｍ

ＡＣＨＴ ＦＲＥＩ」の文字が。「働けば自由に」とは

禍々しい皮肉でした。実際は、収容された人々は厳し

い労働や虐殺により平均 6～8週間で亡くなりました。 

 

《収容所のスローガン「働けば自由に」》 

《説明を受ける青少年たち》 

 



どれだけ働いても、自由になることはできなかったのです。鉄門を抜けると、巨大な塀に

囲まれた広大な広場に出ました。ここでとられる 1日 2回の点呼には、病気でも怪我でも、

たとえ死んでいても、必ずいなくてはならなかったそうです。収容所にあった建物の多く

は破壊されてしまいましたが、残っているバラックの一つで、収容された人々の生活につ

いて展示がされていました。一つのバラックに、多様な国籍の人々、多様な宗教の人々が

押し込められ、食糧等をめぐり対立が起こることもあったそうです。 

最後に STATION・Zと呼ばれる銃殺壕と焼却炉を見学しました。たくさんの人間を効率的

に殺す、システマチックな大量殺戮。それがナチスの目指す形でした。銃殺するにしても、

ＳＳはユダヤ人に身長を測ると嘘をついて立たせ、後ろに空いている穴から撃ったそうで

す。ＳＳも一人の人間であり、囚人の目を見て殺すことは難しかったのです。 

この収容所を訪れたことで、ドイツが戦争の加害者としてのナチスの歴史を紡いでいる

ことがよく分かりました。 

 

《バラック》           《劣悪な衛生状態の浴槽とトイレ》 

 

ランチ 

 ランチはピクニック。サンドイッチと甘いパンのラ

ンチボックスを、収容所の外に出たところでいただき

ました。近くの出店で売っていたソフトクリームも買

っていただき、気持ちの良い青空の下での食事となり

ました。 

 

市内観光                        《ソフトクリーム！》 

ピクニック後は再び時速 120㎞の車に乗り、次の目的地ハ

ッケンシャー・ホフ(Hackeschen Höfe)へと向かいました。

そこでは初の自由時間が与えられ、それぞれが建物に囲まれ

てできた中庭（Höfe）が特徴的なショッピング街で買い物を

楽しみました。特に人気が高かったのは、アンぺルマンショ

ップ。東ドイツ時代の信号機に採用されていた可愛らしいキ

ャラクターをモチーフとした人気商品が多く取り扱われて 

《念願のカリーヴルスト！》    いました。 



オットー・バイト（Otto Weidt） 

土産を両手に集合時間ぎりぎりで次に向かったのは、

外壁が落書きだらけ（若者アートらしい）の一見博物館

とは思えないオットー・バイト博物館です。かつてオッ

トー・バイトという人物が、主に盲目のユダヤ人が強制

収容所に送られないようにかくまった工場でした。 

 

            《アーティスティックな外観》 

立派な髭をした館長さんもいらっしゃいましたが、館

内では女性ガイドのアンドレアさんに案内してもらいま

した。ナチス時代のユダヤ人政策の話、館内に展示され

ていたオットー・バイトや彼がかくまったユダヤ人たち

のストーリーを丁寧に説明してくださいました。 

《ガイドのアンドレアさん》 

 ヒトラー政権時代、激しい差別が存在したにも関わらず、オットー・バイトは、主に盲

目などの障害を持ったユダヤ人を、彼の所有するナチスの武器を磨くためのブラシを作る

工場でかくまうことで、彼らを迫害から守ったのでした。当時、迫害があったにも関わら

ず、多くのユダヤ人はヒトラー政権が長くは続かないと考え、ドイツに留まっていました。

さらに、盲目のユダヤ人は海外に逃げたくても逃げられない、という事情がありました。

9,000人のユダヤ人がベルリンでかくまわれましたが、結局 1,700人しか生き残らなかった

そうです。 

オットー・バイトは時には賄賂を用いて、ユダヤ人が強

制収容所に連れて行かれないように便宜を図ったり、たと

えユダヤ人が収容所に連れて行かれてしまったとしても、

暗号の隠された手紙をやり取りすることで食料を送ったり

したそうです。館内で特に印象的だったのは秘密の隠し部

屋でした。中は暗くて何もありませんでした。        

                            《ユダヤ人をかくまった隠し部屋》 

 

ユダヤ人のお墓 

 

 博物館のすぐ近くにユダヤ人のお墓がありました。時間の

関係で入れませんでしたが、男性はキッパという帽子を、女

性はスカートを身につけるのがユダヤ人の礼儀だそうです。 

 

《墓地の入り口》 



バーベキュー 

 Werk9に戻り、夕食はバーベキュー。少しの緊張と期待を胸に、それぞれのホストファミ

リーと初対面。自己紹介からはじめ、休日に回りたい場所やドイツにきてからの感想など

を各々ファミリーに伝えました。言葉の壁によるぎこちなさはあったものの、一緒に食事

をし卓球などで遊ぶ中で少しずつ打ち解けていきました。ホストファミリーと過ごす週末

に期待を膨らませつつ、この日のプログラムは終了しました。 

 

《外でのバーベキュー》   《ホストファミリーとの交流》   《卓球に言葉はいらない》 

 

感想 

とにかく盛りだくさんな一日で、移動距離も多く疲れましたが、とても充実した一日で

した。ザクセンハウゼンでは悲劇の歴史について現地でガイドの説明を受けることで、よ

りそれを実感することができ有意義であったし、またオットー・バイト博物館ではナチス

のユダヤ人排斥政策に反対し、実際にユダヤ人をかくまった人物の偉業と努力を学びまし

た。どちらも「理解できない」歴史の産物ではありましたが、ナチスの暗い歴史を繰り返

してはならないというその姿勢には脱帽せざるを得ませんでした。また最後にホストファ

ミリーとの初交流を果たしましたが、より次の日が楽しみになりました。(千住) 

 

収容所の門をくぐりホロコーストの行われた場所に立ったとき、悲しさとも虚しさとも

言い表せない感情が自然とこみあげてきました。精神障害者を抹殺しようとする考えはナ

チスが政権を取る以前からドイツにあったものです。遺伝的性質や人種によって人に優劣

をつけるという考えは、いつの時代にもあります。ある時代にある国で起こった特異な出

来事として捉えるのではなく、これからも見

つめ続けなければいけない問題であると思

いました。ホストファミリーとの対面は緊張

しすぎて食事がのどを通りませんでしたが、

優しい方々ばかりで安心しました。 

(渡邊) 

 

 

                        《街中で見かけたアンぺルマンカ―》 



8 月 22 日  (木) ～5 日目〜                担当：豊島 優・小林 舞衣 

 

Gollmitz ミニ・スタディツアー 

 Berlin から車で 2 時間ほどの所に位置する Gollmitz へ、

Werk9の青少年数名と共に行きました。日本で言うと、新宿と

河口湖くらいの距離とイメージでしょうか。緑豊かで、Berlin

よりも、少し空気が冷たくて澄んでいました。 

 このミニ・スタディツアーの目的は、ドイツの自然を堪能す

ること、昔ながらの環境を生かしたパン作りを学ぶこと、そし

て青少年との交流です。 

 

 まず、Gollmitz についてすぐ、レストランに立ち寄りまし

た。昼食の時間まで少々時間があったので、近くの湖の畔で

ゆっくり過ごしました。 

 天気の良い、暖かい日とは言え、湖の水温は非常に冷たか

ったのですが、そんなことはお構いなし。Norbert、Oliverそ

して青少年の〇〇はおもむろに水着に着替え、気持ちよく飛

び込んで行きました。Davids議員を訪問した際、Berlinで一

番人気のスポーツは「水泳」という話がありましたが、納得

してしまいました。 

 ここのレストランではドイツの伝統料理である Schnitzelを

堪能しました。また Kibaと言うさくらんぼとバナナのジュースもみんなで挑戦してみまし

た。とても美味しかったです！ 

この日の私たちの宿は、赤いれんが造りの文化財にも指

定されている、とても雰囲気のあるところでした。 

 水車、水車のエネルギーによる脱穀・製粉の様子を見学

させて頂きました。そのカラクリを理解するのは正直難し

かったですが、途中伝言ゲームなども挟みながら楽しく見

学しました。 

また、その製粉された小麦からつくるパン焼きも体験さ

せてもらうことができました。きれいに丸めるのに苦戦し

ながらもみんな笑顔で粉にまみれていました。 

 

 

 

 

《Gollmitz のレストランから臨む湖》 

 

《湖で遊ぶ Oliver たち》 

《赤煉瓦の宿》 



さて、焼きの作業はご主人にバトンタッチ。パンを焼く竃に温度計はありません。余熱

をどのくらいに調節するか、ここが職人の腕の見せ所の様で、撒いた小麦粉の様子から温

度を計っていました。この「感覚」に頼って仕事をするところに感動しました。 

  

 パンが焼ける間、しばし歓談の時間ができました。

最初は、日本人は日本人同士で固まり、なかなか Werk9

の青少年と会話をすることができませんでしたが、一

人が話しかけると、そこから輪が広がっていきました。

私たちの輪ではもっぱらベジタリアンについての話題

が中心となりました。ベジタリアンは本当にお肉を食べ

ないのか、栄養は足りるのかなどなど…。青少年の中に

も 2人ベジタリアンの方がいたので、詳しく話すことが

できました。「食」文化の交流でもあったのかなと思い

ます。 

 

  

 

 

 

夕食は、焼きたてのパンと、ソーセージなどの BBQ

でした。昨晩も BBQでしたが場所も変われば問題あり

ません。 

 思えば、ドイツに来てから毎日お肉を食べている様

な…美味しかったのでそんなことも忘れてほおばっ

てしまいました。 

  

 

 

夕食の後のアウトドアといったら！キャンプファ

イヤー！ということで、全員で炎を囲み、日本のうた、

ドイツのうた、どちらも歌えるうた、とにかく沢山の

うたを歌い、Gollmitzでの夜を過ごしました。  

 

  

《↑青少年との交流の様子↓》 

《竃で焼いた黒パン》 

《オリジナル曲を披露してくれた Oliver》 

 



8 月 23 日  (金) ～6 日目～                 担当：佐竹 瑛理奈 

 

チョコレート工場 

 まばゆい太陽の光と「コケッコー」というニワトリの鳴き声で、すがすがしい朝を迎え

ました。そろそろ日本の青少年たちも疲れが溜まってくる頃かと思いきや、朝食まで時間

があったため、宿の周りをお散歩しました。Gollmitz はとても自然が多く、空気もきれい

な所なので、心が晴れるような感じがしました。 

 お腹いっぱい朝ごはんを食べ、いよいよ宿のご夫妻とのお別れが近づいてきました。青

少年のうちの一人が、宿のご主人に「結婚式をここで挙げたい！」と伝えていたそうで、

最後のご主人のご挨拶で「ぜひ待っているよ！」とのご返答を頂くことができました。 

 2日間お世話になった宿のご夫妻との別れを惜しみつつ、チョコレート工場へと向かいま

した。道中、トムさんという方の農家に寄り道をしました。そこには馬がいたり、不思議

な形の実がなった木が生えていたりと、日本では見られないような珍しい光景が広がって

いました。 

少しの間車に揺られて、いよいよ青少年たちが楽しみにし

ていたチョコレート工場に到着しました。ここは、工場だけ

でなくカフェやパン屋さん、アイスクリーム屋さんも併設さ

れた施設でした。建物内に入るやいなや、チョコレートを手

作りで作っている光景が目に入り、青少年たちは歓喜の声を

上げていました。工場の職員の方に、チョコレートの製造過

程を説明していただきました。チョコレート工場内に商品と

して展示されていたチョコレートは、小さくて精巧なものから、大きくて立派なものまで

多様な品ぞろえでした。どうしたらこのような立派なチョコレートができるのだろう、と

熱心に説明に耳を傾ける日独の青少年たちの姿がとても印象的でした。チョコレートを作

る上で最も重要なことは、加工前のブロックチョコレートを溶かす際に良くかき混ぜるこ

とだそうです。また、溶かしたチョコレートを型

に流し入れ、冷却するとツヤが出て見た目もきれ

いに仕上がるそうですが、この作業を怠り、温か

いままで放置をしてしまうと、蒸気で水滴が付着

してしまうそうです。 

一通り説明を受けたあと、青少年たちはチョコ

レートの試食をしたり商品を眺めたりして、ドイ

ツのチョコレートのおいしさや、作品とも言える

商品たちの素晴らしさに感激の声を漏らしていました。 

 

 

《チョコレート作りの様子》 

《色々なチョコレート》 



さらに、併設されていたカフェとアイスクリーム屋さんでそれぞれコーヒーとアイスク

リームを注文し、おいしく頂きました。コーヒーは 3 種類あり、全てとても濃く刺激が強

かったのですが、大変おいしかったです。また、アイスクリームは 12種類あり、日本では

なかなか味わうことのできないようなフレーバーもありました。中でも私が最も驚いたの

が、水色をした“Himmelblau”という種類のアイスクリームです。これはミルク味のアイ

スクリームとのことですが、私には炭酸の抜けたサイダーの味がしました。 

 

小さなお城 

 チョコレート工場でおいしいチョコレートやコーヒー、アイス

クリームに満足した私たちは、次にチョコレート工場の向かい側

にある“Schloss Boitzenburg”という小さなお城の見学をしま

した。ここは、1537 年～1538 年に建てられたお城で、ベルリン

の壁が崩壊する前は旧東ドイツの兵士の休憩場所として使用さ

れていたそうです。また、第二次世界大戦中は日本の領事館とし

ても使われていたとのことです。現在はホテル、レストランとし

て利用されており、結婚式会場としての役目も果たしているそう

です。 

 お城の外観を見学し終えた私たちは、お城の前に広がっ

ている野原で思い思いの時間を過ごしました。芝生の上に

寝そべってリラックスしている人もいれば、ドイツの青少

年たちと元気におしゃべりをしている人もいました。また、

みんなで芝生の上で元気よくジャンプをしたり、人文字で

“BERLIN”を作ってみたり、青少年同士で楽しく交流を深

めました。 

お腹が空いてきた私たちは、次にレストランで豪華な昼

食を頂きました。どれもドイツらしさのある料理で、ドイ

ツの名物料理を一度に頂けて、大満足でした。 

また、レストランの奥さんがお店の中でドイツの野菜を紹介

してくださいました。ピーマンやトマトひとつをとっても、様々

な色・形をしており、中には「本当にトマトなの!?」と疑って

しまいたくなるようなものもありました。 

お昼を食べ終え、2時間ほど車に乗ってホステルへと戻りまし

た。いよいよホームステイが始まります。ホストファミリーが

ホステルにお迎えに来るまでとてもドキドキしながら待ってい

ました。3 日後にまた会えることを楽しみにして,“Tschüs!”(バイバイ!)と元気よく言っ

てお別れしました。  

《お城の前でジャンプ！》 

 《Schloss Boitzenburg》 

《様々な種類のトマト》 



8 月 26 日  (月) 〜9 日目〜                 担当：浅野 真梨子 

 

中間報告 Werk9 にて 

 中間報告は、通訳の陽子さんが企画してくださり、活動を振り返る貴重な時間になりま

した。ここで行ったのは、２つのアクティビティーです。 

 まずは、陽子さんや職員の方々がくださったお菓子を全員で分けました。これは、お菓

子を分け合って食べる過程で、どのような役割をそれぞれ担うか考え、行動しなければな

らないということを学ぶ意図で行われたものでした。その時は誰が何をやるか話し合って

決めなくても自然と率先して切り分ける人、一人何個食べるか数える人と役割分担できて

いました。これは日本語だからこそ、また既に知りあい同士だからこそできるのかもしれ

ません。違う国の言葉、文化を持った者同士だとお互いの違いも受け入れながら意思疎通

を図ることが必要になるということに気づかされました。 

 そして、常にどういった役割で貢献できるのか見つめ直すきっかけにもなったと思いま

す。次に行ったのが、はじめのオリエン

テーションで決めたシュッツエンゲル 

※1（守護天使）の発表でした。それぞれ

が目をつぶって自分のシュッツエンゲ

ルが肩をたたき、シュッツエンゲルにプ

レゼントを渡しました。シュッツエンゲ

ルの登場に毎回盛り上がり、それぞれが

感謝の気持ちを伝え、中間報告を終えま

した。 

《この赤いソファーで輪になり、中間報告を行いました》 

※1 滞在中、指定された人に対し悟られないよう手助けをするというゲーム 

ルート 65プロジェクトの青少年との Wedding 地区観光 Wedding にて 

 Wedding地区という、移民の多い町を Wedding地区に住む青少年に案内してもらいました。

シリア系移民のシャディー、パレスチナ系移民のアデュア、そしてトルコ系移民のレンア

の 3 人が歩いて町を紹介してくれました。これは、ミッテ区が依頼して青少年が行ってい

るプロジェクトで、ホームページもあります。 

(参照：http://www.jugendtouren-berlin.de/wedding/info-route-65.html)  

 彼らはここが Ghetto(スラム街)だと言っていましたが、そのような雰囲気はあまりなく、

様々な言語で書かれた看板があり、多様な人種の人々を見かけました。また、Abitur(大学

入学の資格試験)に受かる人はここでは Ghetto Streber(ガリ勉)と呼ばれるほど、教育水準

は高くなく、町にひとつだけしか Gymnasium(大学入学を目指す人の中高等学校)はないそう

です。 

  

http://www.jugendtouren-berlin.de/wedding/info-route-65.html


そして、ここで様々な移民が調和して暮らしているという象徴的なことが、各マンショ

ンの部屋のベランダに設置してある衛星放送のパラボラアンテナが様々な方向を向いてい

ることです。この方向によって、どこの国から来たかわかるそうです。 

 また、町のモスクも訪問しました。モスクでは一部の極端な思想をもったイスラム教徒

のイメージによってイスラム教が間違った解釈をされていることについて、彼らが思うイ

スラム教について丁寧に説明してくれました。実際に生活すると、違う文化を受け入れ生

活することは簡単なことではないと思いますが、長い歴史の中で共生してきた Wedding 地

区で生まれ育った彼らの話を聞いて、やはり個人レベルで違う文化に触れ、受け入れる機

会と、お互いの文化を尊重する気持ちが必要だと感じました。町中にモスクがあったり、

看板が違う言語であったりすることでお互いの文化を尊重し合い、共生する様子を見て、

多文化共生について考えさせられました。 

 

《案内してくれたトルコ系移民のレンア、パレスチ

ナ系移民のアデュア、シリア系移民のシャディー》 

 

 

《町中のモスクで説明をうけ、イスラム教と多文

化共生について様々な質問が飛び交いました。こ

れが行われている間も市民の方が礼拝に訪れてい

ました。》 

 

《町に一つしかない Gymnasium の校庭での集合写真。

案内してくれた３人の母校です。ちょうど昼休みの時

間で、生徒がたくさんいました。》 

 

 

  



8 月 28 日  (水) ～11 日目～            担当：岩下 峻也・桑原 月穂 

 

ミッテ区長表敬訪問 

この日はミッテ区役所の Dr.Hanke区長を表敬訪問しました。区長にご挨拶するため、私

たちは正装して区役所へ向かいました。緊張していましたが、お会いしてみると区長さん

の優しそうな人柄に安心しました。お菓子や飲み物も用意してくださっていて、その上ベ

ルリンの市章が描かれたマグカップもプレゼントしていただきました。 

私たちの自己紹介のあと、区長さんから「ベルリンの歴史」や「ベルリンの移民問題」

についてのお話がありました。とても興味深い内容で、関心を持って聞くことができまし

た。区長さんは私たちに「ベルリンのメッセンジャーとなって下さい」とおっしゃいまし

た。ミッテ区と新宿区の友好関係やそれぞれの文化の違いについて、改めて理解し合うこ

とができた表敬訪問となりました。 

区役所を出た後には、記念撮影を行いました。区長さんは私たち一人ひとりと個別に写

真を撮ったり、握手してくださったりと、丁寧に対応

してくださいました。そのあと、初日の Tegel空港か

ら私たちに同行してくださった通訳の大西陽子さんと

はここでお別れをしました。バスに乗って行くまで手

を振り続け、名残惜しい気持ちでいっぱいになりまし

た。 

昼にはカリーヴルストを食べました。ガイドブック

で人気カリーヴルスト店に１位として紹介されている

Konekeで、おいしくいただきました。そこで食べた         

カリーヴルストの味は今も忘れることができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪室内の様子≫ 

≪ベルリンの市章が描かれたマグカップ≫ ≪Dr.Hanke 区長との集合写真≫ 

 



さよならパーティー 

 昼食後ホステルに戻り、さよならパーティーに向けて準備を開始しました。思い出の写

真をまとめたスライドショーの作成、出し物や青少年たちへのプレゼントの準備など各々

が自分のすべき仕事に取りかかりました。ベルリンに到着した日からあっという間にさよ

ならパーティー当日を迎えた気がしました。それほど毎日が充実していたのだと思います。

準備を終え、日本から持ってきた浴衣や甚平に着替え、会場である Werk9に向かいました。 

Werk9内もパーティー仕様にテーブルや椅子が並べられ、ビュッフェスタイルで食事が用意

されていました。各テーブルに一つずつ灯されたキャンドルが大変お洒落でした。浴衣や

甚平姿でやってきた私たちに青少年たちや Oliver、Norbertは大変素敵だと感激した様子

でした。パーティーが始まる 30分程前になると徐々にホストファミリーや青少年達が集ま

ってきました。自分のホストファミリーがやってくると入口で大きくハグをし、Hallo!と

笑顔で再会を喜ぶ顔が見られました。 

会場がにぎわい始めた 19時半すぎ、さよならパ

ーティーが始まりました。このパーティーには 2

週間お世話になったホストファミリー、青少年の皆

さんなど多くの方々が集まってくださいました。

Oliver、Norbert、杉原団長の挨拶の後、私たちの

出し物の時間となりました。まずは、日本の文化や

歴史に関する○×クイズ。正解数が多かった上位 3

人には日本からのお土産をプレゼントしました。 

 

続いて、ベルリンで撮影した思い出の写真について一人ずつ発表しました。ホストファ

ミリーとの写真、水車小屋での写真、街中の写真

など、充実した日々を振り返る良い発表になった

と思います。拙いドイツ語ではありましたが、皆

さん一生懸命聞いてくださり、大変嬉しかったで

す。出し物の後はホストファミリーと共に食事を

楽しみました。ホストファミリーとの会話も弾み、

会場内は笑い声が飛び交っていました。 

21時、パーティーも終わりに近づいてきまし

た。杉原団長からお世話になった Oliver、

Norbert、青少年たちへ一人一人プレゼントが贈呈され、最後に私たちから感謝の気持ちを

込めてゆずの「また会える日まで」を合唱しました。日本語で歌う私達に合わせて、スラ

イドでは思い出の写真と共に、ドイツ語訳を流しました。貴重な体験をたくさんさせても

らい、充実した 13日が過ごせた感謝の気持ちを全員に伝えたいと思いながらこの歌を歌い

ました。 

≪プレゼント贈呈≫ 

≪会場内の様子≫ 



パーティーが終わった後、ホストファミリーと写真を撮ったり、プレゼント交換をした

りと残された時間を存分に楽しみました。私は「また、ベルリンか東京で必ず会おう」と

約束し、ホストファミリーを見送りました。 

青少年、ホストファミリーを全員見送った後、私たちはホステルへ戻りました。 

 

 

 

  

≪浴衣で記念撮影≫ 

≪ホストファミリーと≫ ≪ゆず 「また会える日まで」披露≫ 

 



8 月 29 日  (木) ～12 日目～               担当：劉 思佳 

 

帰国 

いよいよベルリンを去る日です。午前 10時にチェックアウトの手続きをしてから、Oliver

と Norbertに車でテーゲル空港に送ってもらいました。別れる前に、全員 Oliverと Norbert

とハグを交わし、感謝と寂しさで涙のお別れとなりました。二人は我々が見えなくなるま

で手を振ってくれました。 

ベルリンに来た時と同じように、アムステルダムを経由して東京に戻ります。夜でしたの

で、みんなは少し話したり、映画を観たり、機内食を食べたりした後、すぐ寝てしまいま

した。 

翌日 12時に東京に着きました。成田エクスプレスに乗って、新宿に向かいました。新宿

駅で、新宿区の皆さんが迎えにきてくれました。解散の前に、またいつか集まって、食事

したり、遊びに行ったりしようと約束しました。 

全く知らない 12人でしたが、12日間の旅ですっかり仲良くなっていました。ベルリン・

ミッテ区の旅は無事終了となりました。 

 

  

《さよなら、ドイツ！》 

 

 

  



 

 

 

マイページ 
-ホームステイ・感想- 
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浅野 真梨子 

 

ホームステイ 

 21 歳の Tina と 29 歳の Steffen の若いカップルの家にホームステイをしました。２人と

も音楽が大好きで Tinaは Werk9で働くかたわら、ボーカルとしてバンドでライブも行って

いて、Steffenともバンドを組んでいます。作詞作曲もする Steffenは、平日はドイツ連邦

政府の労働局で働き、趣味としてギターをひいているそうです。２人とも音楽が大好きな

ので、常に家では音楽が流れていて、時々曲にあわせて歌いながら踊る陽気で寛大な２人

との時間はほんとうに楽しかったです！ 

 この２人の家へのホームステイでは、ベルリンの若者が過ごす休日をかいま見ることが

できました。まず、土曜日の朝は離れて暮らす家族とも集まって朝食を食べる習慣がある

らしく、Steffen のお姉さんが家にきて一緒に３時間近く話をしながら朝食を食べました。

ベルリンの若者のアルコール事情、ドイツの労働市場について、日常のおもしろい話、食

べ物のこだわりなどなど様々な話題をふってくれて、日本とは違ったところを発見し面白

かったです。 

《Steffenのお姉さんと、Tinaと Steffen。お姉さんはおとなし

いのにシュールな面白いことを言う楽しい人でした。》 

 

Suppe und Mucke という、音楽フェスにも行きました。

ここでは大きな広場に設立された多くのステージでバ

ンドが演奏していますが、夜 7時半位から 22時過ぎま

では Werk9のバンドが演奏していました。このバンドは

すべてアドリブで曲を演奏していますが、Tina が途中から飛び入り参加したことで、アド

リブもかなり盛り上がりました。見ているお客さんは踊りまくって途中タバコをすったり、

自由に各々が楽しみます。 

 

←《メインステージの一つでみた Tanga Elektra というバンド》 

そして、近くの湖にサイクリングに行ったり、ドイツ

料理を一緒に作ったりもしました。ドイツ料理は量が

多く、普段よく食べる方ですがかなりお腹いっぱいに

なりました。食後は２人の生セッションを聞きました。

２人の声はどちらもさすがフェスで歌っているだけあ

るなというすばらしい歌唱力はさることながら、丁寧に歌うので歌詞の一つ一つが心に響

きほんとうに感動しました。 

 

 



《３人でサイクリングした時の湖。10年以上自転車に乗っていなか

ったわたしにスーパーの駐車スペースで初日に特訓をしてくれて、

乗れるようになりました。》 

 

《３人で作ったドイツ料理。

ドイツでは男女とも料理する

のが普通だそうで、Steffen

もかなりの職人です。いつも流れている音楽が、とまったのがこのと

き。肉巻きの煮込みの味付けをしているときだけ、Steffenは集中し

たいから音楽を消してと言っていました。》 

 

《２人の生セッションの様子。Elvis Presley の In a ghetto と 

John Lennon の Imagine のカバーに本当に感動しました。Steffen

の自作の歌にはフランス語もでてきて、第２外国語を小学校の時

点から習うというドイツ人の語学力にも驚きました。》 

 

旅の感想 

 今までに私費留学でドイツに留学をしていましたが、今回のプログラムでは、全く違っ

た貴重な経験をすることができました。 

 大学生ではなく、様々な年齢、背景、職業を持った青少年と交流する機会が多いのがこ

のプログラムの特徴だと思います。このようなベルリンの青少年と交流する機会のなかで

も、特に実際に自ら音楽をつくって音楽フェスで披露するホストファミリーを見たり、青

少年と様々な話題について話をしたりしたことが心に残っています。若者が政治に関して

も、経済に関しても自分の意見を持っていてそれを表現していること、そして音楽など文

化に触れる経験ができる場が多いだけでなく、自ら創りだしていることに感銘をうけまし

た。まさに、このような若者の主体的に文化や社会をつくっていこうとする姿勢こそが、

ベルリンが第二次世界大戦での破壊や東西分裂を乗り越え、新しい都市を形成していって

いる原動力となっており、ベルリンを多くの人を惹き付ける魅力的な都市にしているのだ

と感じました。 

 そして、日本において自分もそのような意識を持たなければならないと気づかされるき

っかけとなりました。社会に出る前にこのような経験を通していい刺激をうけられてほん

とうによかったです。職員の方々、ホストファミリー、一緒に行ったメンバーをはじめと

する、この機会を与えてくれた、そして旅を充実させてくれたすべての人に感謝したいで

す。ほんとうにありがとうございました！ 

 

  



岩下 峻也 

 

ホームステイ 

 私はホームステイでパンコーPankow に

住む Leisterer 家にお世話になりました。

私が泊まった家は、体は大きいけど笑顔が

素敵でとても優しいお父さんの Dirk、遊ぶ

ときは一緒に楽しんでくれる美しく可憐

なお母さん Katrin、14 歳だけど 2 歳年上

の私より大人っぽい Janekの 3人暮らしで、

20 歳のお姉さん Annemarie と彼氏の Carl

は別の家で暮らしています。 

 8月 24日には Dirk、Katrin、Janekと私

の４人でポツダム Potsdamに出かけました。

ベルリンに隣接するポツダムは湖や森に囲まれ、宮殿や庭園が点在する世界遺産の町です。 

その代表とも言える「サンスーシ宮殿」Schloss Sanssouciはフリードリヒ 2世が愛した非

常に美しい宮殿です。彼はこの宮殿を 1745〜47年に夏の居城として建て、35歳のときから

74 歳で亡くなるまでのほとんどをこの宮

殿で暮らしました。階段状のぶどう園の上

に建つロココ様式の華麗な宮殿の姿は特に

美しかったです。彼は寒冷で痩せた土地で

も育つジャガイモの栽培を奨励したことで

有名ですが、この宮殿の右側にある彼のお

墓にはジャガイモが供えられていました。

290ha の広さのサンスーシ庭園内には、サ

ンスーシ宮殿の他に、東洋趣味の中国茶館 

Chinesisches Teehausなどの離宮やバロッ

ク様式

の大宮殿である新宮殿 Neues Palaisなどが点在します。

私たちは新宮殿の近くのレストランで昼食をとりまし

た。私はずっと食べたかったカリーヴルスト Currywurst

を食べました。カリーヴルストは有名なドイツ料理の一

つで、食べるとジューシーなソーセージにカレーのスパ

イスが効いていて、クセになるおいしさでした。 

 

 

《ホームステイ先の Leisterer 家》 

 

《人生初のカリーヴルスト》 

 

《サンスーシ宮殿にて》 

 



午後にはオランダ人街 Holländ. Viertel を歩きました。

ここは 18 世紀に祖国を追われたユグノーのオランダ人たち

が住んでいた街で、赤レンガの家並みが続いています。特徴

的な屋根の形はオランダ特有のものだそうです。通り沿いに

はかわいらしいお店が並び、チョコレートミントのアイスを

食べながら散歩したのが楽しかったです。 

 

その後、1945 年のポツダム会議の舞台であるツェツィー

リエンホーフ宮殿 Schloss Cecilienhof へ向かいました。

中庭は赤い花が星形に植えられ、第 2 次世界大戦末期にア

メリカ、イギリス、ソ連の首脳会談が開かれた部屋は当時

のままに保存されていました。湖のほとりにあるなど自然

に囲まれた素敵なロケーションで、空気を胸いっぱいに吸

うと心が癒されました。 

 

8 月 25 日の午前にはベルリン大聖堂に行き、ミサに参

加しました。ミサに参加するのは初めてのことだったの

で、とても新鮮な良い経験になりました。ドイツ語と英

語翻訳に苦戦しながらお話を聞きました。中でもパイプ

オルガンの演奏と合唱は魅力的で、楽譜を見ながら私も

音楽に合わせて口ずさみました。ミサのあとは、博物館

島の外観などを楽しみました。 

 午後は家に Annemarieと Carlが来て一緒にゲームや卓

球で遊んだり、知り合いの家族と一緒にアップルパイを食べたりしながら日本とドイツの

文化や政治の違いなどいろんなお話をしました。夕飯の後には映画を見て、ホストファミ

リーとの最後の夜をすごしました。 

 

旅の感想 

 2週間の旅はあっという間で、とても充実したものでした。初めての海外という環境でい

ろいろな文化や建築に触れたことで自分の興味の幅が増えたり、コミュニケーションの問

題に直に向き合うことでとても良い刺激を受けました。また、語学力不足などの反省点な

ど、新たな課題も見つかりました。自分と異なる環境で育ち、新鮮な考えを持つ外国人と

話すことの楽しさを感じ、私の人生の中でも特に印象深い素晴らしい経験となりました。 

 

≪オランダ人の街並み≫ 

≪ツェツィーリエンホーフ宮殿≫ 

≪ベルリン大聖堂≫ 



折川 航暉 

 

ホームステイ 

ホームステイの一日目は、ベルリン周遊です。朝は少し遅めまで寝て、出発です。途中

でオリバーの息子ユストス御用達の散髪屋に寄ったりしながら公園にあるフリーマーケッ

トのようなところへ向かいます。ここでは、オリバーの奥さんコーネリアが朝ごはんに使

うスパイスや野菜を買ったりしました。その後、駅に向かう途中にもうお腹が空いてしま

ったユストスがホットドッグ屋に寄り、ホットドッグを食べました。 

ここからは電車に乗ってアレキサンダープラッツへ向かいます。アレキサンダープラッ

ツは、終日人で溢れているベルリンの中心地です。アレキサンダープラッツからは、テレ

ビ塔に向かいます。このテレビ塔は高さ 368 メートルを誇る、ベルリン・ミッテ区のシン

ボルです。しかしチケットを買うだけで入場には時間がかかるようだったので、しばらく

近くの教会などを見てまわることになりました。 

最初に見たのは聖マリーエン教会です。ここでは週末の演奏会に向けてのパイプオルガ

ンの演奏を聴くことが出来ました。石造りの教会だけあって、響きあってとてもいいハー

モニーが生まれました。次はニコライ教会です。教会のまわりには、何かのお祭りなのか

昔の格好をした人がいっぱいいて、まるで中世ヨーロッパのような雰囲気でした。しかし

中は博物館のようになっていて、入らずにベルリンの街を見ながら、テレビ塔に向かいま

す。テレビ塔の下のスターバックスで少し時間をつぶして、

ついに展望台へ。エレベーターに乗って、展望台につくと

目の前に広がるのは、ベルリンの街。上空から見るとたく

さんの教会や名所、町並みなどが一望でき、とてもいい経

験となりました。 

その後は、今夜のメインイベント、サッカー観戦です。

今夜の対戦カードは、我らがベルリンにホームを構える、 

ヘルタ BSC対フランクフルガーSVです。やはり天下のブ

ンデスリーガ、ファンの熱気が違います。試合の行われ

るオリンピアスタジアムは、ヘルタ BSCのホームであり、

ドイツカップの決勝も行われた由緒あるスタジアムです。

試合が始まる前には、席に置いてあった紙を持ってヘル

タサイドの観客全員で巨大なアートを作りました。 

 

試合が始まると、応援歌が響き渡り、観客も一気にヒートアップ。ファウルが出たり、

ゴールを外したりするたびに、観客も一喜一憂します。一体感も生まれて、ゴールしたと

きは知らない人とも握手をし、ハグもしていました。帰りの電車は、疲れてすっかり寝て

しまいましたが、とても充実した一日でした。 

《聖マリ－エン教会とテレビ塔》 

《試合開始前のオリンピアスタジアム》 

 



ホームステイ二日目は昨日の疲れもあってか、昼までゆっくり寝て遅めの朝ごはんを食

べました。今日はベルリン郊外の教会へ合唱のコンサートを聴きに行きます。大きな公園

を突っ切って小一時間かけて教会近くのカフェへ着いたので、お茶でも飲もうかと入ると、

バンドが生演奏していました。しかし、注文して 40分経っても品物が出てこないので、教

会へ向かうことに。入るとこじんまりしたおしゃれな教会で、出てくるのが楽しみになり

ました。演奏が始まると、荘厳な宗教曲から、明るい民謡まで楽しく聞くことが出来まし

た。帰りはドイツではおなじみ二階建てバスに乗り、駅まで向かい、家路へ。次の日は、

ユストスは学校、コーネリアはお仕事、僕とオリバーは集合と、みんな朝早くの出発だっ

たので早めに就寝。朝は男二人で朝食をとり、Werk9へ。その後その日の行程を終えて今夜

はコーネリアのお母さんのお誕生日会です。ベルリン郊外まで車を飛ばし、少し遅れての

参加。親族みんなが集まって、お祝いしました。みんな日本から来た知らない少年に温か

く接してくれて、とても感動しました。料理もとてもおいしくて、楽しい誕生日パーティ

ーとなりましたが、僕とオリバーは、先に帰ることに。すっかり日も暮れたベルリンの街

を眺めながら、ホームステイ二日目の夜が更けていきました。 

 

旅の感想 

今回この交流では、たくさんのことを学ぶことが出来ました。オリバーとは文字通り最

初から最後まで一緒で色んな話もでき、いろいろなことを教えてもらったり、教えたりし

ました。この交流を今回だけじゃなくこれからも続けて行きたいと思ったそんな体験でし

た。ベルリンの青少年が日本に来た時には、ぜひ日本を案内したいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《お世話になったオリバーと》            《コンサートを聴いたリュ－バルスの教会》 

  



桑原 月穂 

 

ホームステイ 

 私は 5 人家族の Feigl 家にホームステイをしました。両親、19 歳の兄、17 歳と 15 歳の

妹の大変仲の良い家族でした。特に 17 歳のルシーは私のことを気遣い、食事を作ったり、

私の行きたいところに連れて行ったりしてくれました。 

週末、私は彼らの友人宅で開かれるガーデンパーティーに参加させてもらいました。ド

イツの様々な都市から友人たちが 50 人ほど集まる盛大なパーティーだと聞いていました。

一体、どのようなものなのか少し不安を抱きながら、ホストファザーの運転で 4 時間かけ

てバルト海近くまで向かいました。バルト海の近くは自然に溢れ、友人宅の庭も大変広く、

緑がたくさんありました。家の前にはキャンピングカーが 10 台ほど止まっていて、「パー

ティに訪れた人はここで寝泊りするのだ」と聞き、驚きました。庭にはソファー、テーブ

ル、椅子、卓球台、ハンモックがあり、到着したときにはすでに友人達が多く集まってい

ました。 

友人達に自己紹介をしてから、食べて、寝て、話して、遊んでなど自由に皆と過ごしま

した。お酒を片手に話している大人達を見て、本当にドイツ人は昼間からビールを飲むの

だなと思いました。夜には音楽が流れ始め、自由に踊り始める人もいました。このパーテ

ィーは翌朝まで続きました。ドイツ人が 50人程いる中、たった一人の日本人であったため、

どう振る舞えば良いのか初めは戸惑いました。しかし、ホストシスターがずっと私のそば

で話をしてくれ、会話に参加させてくれたので皆

とも少しずつ話せるようになっていきました。 

帰りはバルト海に連れて行ってもらいました。私

は寒くて泳げませんでしたが、ホストファミリー

は冷たい海の中、気持ちよさそうに泳いでいまし

た。そして、また 4時間かけてベルリンへ帰って

きました。 

 

 

 

 

 

 

≪優しいホストファザーとバルト海にて≫ 

≪ホストシスターの友人たちと談話≫ 



最後の晩、ホストマザーがドイツの家庭料理

Knödel を作ってくれました。これはドイツ風のじゃ

がいも団子で、ふわふわもちもちとした食感のもの

です。時間をかけて作ってくれ、大変おいしく頂き

ました。食後、ルシーと家の近くを散歩しました。

二人でゆっくりと話をしながら湖の周りを散歩し、

お店を見て周りました。ホストファミリーは

“Tsuki,Tsuki!!”と、私のことを本当の家族のよ

うに接してくれました。ドイツ人の家庭で過ごすことはめったにできない経験です。ホス

トファミリーと共に過ごせたことで、ドイツ人の文化や習慣をより一層知ることができた

と思います。笑顔の絶えない Feigl 家の皆さんと出会えて本当に良かったです。彼らが日

本に来たときにはぜひ、私の家庭で過ごしてもらいたいと思いました。 

 

旅の感想 

 歴史的な場所を数多く見られたこと、青少年た

ちと交流できたこと、ホームステイができたこと、

この 13 日間のプログラム全てに満足しています。

見て回った全ての所でドイツ人のガイドが付き、

それを通訳の陽子さんが訳してくださいました。

その場ですぐに解説が聞けたことで理解を深める

ことができたと思います。 

時には Norbert、Oliver から彼らの意見や体験談を聞くことができました。ただ観光す

るだけでなく、同時に生のドイツ人の声を聞くことができたのも大変貴重な経験でした。 

Werk9の青少年たちは皆優しく元気で、すぐに打ち解けることができました。青少年やホ

ストファミリーとは雑談するだけでなく、彼らにドイツに来て気づいたことなどを質問す

ることができました。日本とドイツの文化や習慣の違いなどについて意見交換もでき、お

互いに新しい発見がありました。青少年の中には日本語を勉強している子もいて、彼らに

日本語を教え、彼らからはドイツ語を教わるということもありました。このように、互い

に学ぼうとする姿勢が異文化を理解する上で大切なのだと実感しました。今回のプログラ

ムに参加し、新しい出会いと発見が多くありました。ベルリンで出会った青少年やホスト

ファミリーとは今後も交流を続けていきたいと思います。彼らに日本の文化を肌で体験し

てほしいです。彼らが日本に来たとき、その手助けができたら良いと思います。 

 

 

≪最後の晩に食べた Knödel≫ 

≪Feigl 家の皆さんと≫ 



小林 舞衣 

 

ホームステイ 

今回わたしは West 家にホームステイをしました。渡航前

に足を捻挫してしまい、訪独中は松葉杖と車椅子での移動だ

ったため活動が制限されていましたが、わたしの移動のこと

も含めてプランニングしてくれたのでとても充実した日々

を送ることができました。3 日という短い時間ではありまし

たが、様々なところへ連れて行ってもらい、様々な人に会い、

ベルリンを 120％満喫できた最高の週末でした。 

ホストシスターの Charlotteは４つ下の女の子ですがとて

も大人っぽ

く、音楽の趣

味も一緒で

した。Lottiの姉の Johanna はわたしと同い

年で、既に友達と住んでいましたが遊びに来

てくれ、3 人で近くの Möhnesee へ散歩に行

きました。この湖は地名にもなっていて、

Berlin の中央とは打って変わって自然が堪

能でき、まるでビーチリゾートのようで人々

も思い思いに時間を過ごしていました。 

散歩を楽しんだあと、Berlin でとても

traditional なお祭り『Suppe und Mucke』

へ行きました。これはスープと音楽を楽し

むお祭りで、人々は各々のスープカップと

スプーンを持って出かけます。屋台では各

家庭オリジナルのスープを貰えるので、3

人で自分好みのスープを見つけては食べ、

見つけては食べを繰り返し、合計 5種もの

スープを飲みました。5 つ程ある仮設ステ

ージでは終始様々なジャンルの音楽が演奏

され、Werk9のメンバーのバンドもとてもかっこいい演奏をしていました！日本では味わえ

ないユニークなお祭りを夜まで楽しみました。 

 

 

 

《Lotti と BBQにて》 

 

《Möhnesee》 

 

《suppe und mucke で Beer を片手に!》 

 

 



日曜日は Norbert が少し遅めの朝食に招待してくれ、小さな Garten で彼女の Sara と一

緒に朝食をとりました。この小さなお庭は Berlin内にある分譲庭園で、寝泊りもできる小

さな小屋まであって、とっても素敵でした。Brotchen、色々なジャム、ハムにチーズ、フ

ルーツ、コーヒーにミルク。ドイツの朝食はフレッシュで品数も多いので大好きです！  

その後 Hanna、ホストママの Christina と

『Berliner Ensemble』という歴史ある劇場

でミュージカル風の演劇を見ました。ドイツ

語をすべて理解することはできませんでし

たが、衣装やメイクが派手で個性的で、とて

も楽しめました。その他にもスペイン料理を

食べに行ったり、わたしが日本料理を作った

りと West 家での日々は楽しく本当にあっと

いう間で、別れの時は名残惜しい気持ちでい

っぱいでした。 

 

旅の感想 

 わたしにとっては 3 度目のドイツでしたが、今回の旅のように明確な目的をもってドイ

ツを訪れるということはとてもいい経験になりました。これまででは見つけられなかった

多文化共生の形、ドイツそして日本という国の姿が見えた気がします。また今回、怪我の

せいで始まりから終わりまで皆さんにご迷惑をおかけしてしまいました。この場を借りて

お詫びと、このような経験を得る支えになって下さったことに感謝したいと思います。本

当にありがとうございました。 

 

 

 

 

《mit Sara,Lotti,und ich》 

 

《Mit Norbert》 

 

《さよなら Party にて》 



佐竹 瑛理奈 

 

ホームステイ 

 私にとって初めてのホームステイは、とてもドキドキしながら迎えました。ホステルま

で迎えに来てくれたホストファザーの Gerhard と共に彼の車に乗り込んで出発しました。

その際、ドイツの車に慣れていない私は、間違えて助手席ではなく運転席に乗ろうとして

しまい、始まりから恥ずかしい思いをしました。 

 Gerhardはドライブしながら街中をとても丁寧に案内してくれました。東西ドイツ分裂中

と統一後の街の様子の違いなど、そこに住む方にしかわからないようなことまで教えてく

れました。私も勇気を振り絞り、様々な質問を投げかけました。 

 家に帰ると、ホストマザーの Birgitが満面の笑顔で迎えてくれ、家の中を案内してくれ

ました。夕ご飯は、Birgit の友人の Aleke と素敵な庭で頂きました。ジャガイモを使った

料理がメインで、ドイツらしさを感じました。 

 夕食の後は、Birgit と Aleke と私の 3 人で夜の街を散歩しました。ドイツ語の授業でド

イツ人は散歩をよくすると習っていたので、実際に体験できてよかったです。 

 

土曜日は Birgit と Synagogue という場所で行われる

“Bar Mitzwa”と呼ばれるユダヤ人のセレモニーに参加し

ました。“Synagogue”とはユダヤ教の会堂を指し、“Bar 

Mitzwa”とは成人式のことです。式典の最中は様々な歌が

歌われたり、儀式が行われました。式の終りに、お客さん

が総勢で主役の子どもたちに大量のキャンディーを投げ

つけ、それを凄まじい勢いで子どもたちが拾う光景に、私

はとても驚きました。お昼ごはんは、“Jewish meal”というユダヤ人独特の料理を頂きま

した。 

 午後は、Gerhardも合流して船でベルリン市内観光に出かけました。2日目にバスと徒歩

で市内観光をしていたため、街の様子や建物の名前などある程度はわかっているつもりで

したが、もう一度案内してくれたことで、より理解を深めることができました。 

  

日曜日はホストシスターの Saskia と彼女の友達の Sophie

と一緒にMauer Parkで開催されたFlohmarktにいきました。

日本のフリーマーケットと似ており、出店者が思い思いの商

品を並べていました。その隣では、カラオケ大会が開かれて

おり、盛り上がっていました。一般人のイベントとしては規

模が大きいと感じました。その後は街を散策しながら、2 人が

通う学校に連れて行ってもらいました。お互いの普段の学校の様子を話しましたが、ドイ

《Jewish meal》 

《カラオケ大会》 



ツの高校は日本の高校に比べ、選択授業が多く自由度が高いように感じました。また、私

がホームステイをしている間、Saskiaは毎日テストがあったようで大変そうでした。 

夜になると、別の家に住んでいるホストブラザーの Laurin と彼のパートナーの Johanna

そして彼の友達の Clemens が遊びに来て、夕ご飯を頂きました。緊張している私に 3 人は

優しく話しかけてくれて、なんとかコミュニケーションをとることができました。彼らは

特に着物や漢字に興味を示しており、私は拙い英語でそれらについて必死に説明しました。 

ホームステイの最後の夜は Gerhard と Birgit そして

Saskia とともに過ごし、私のリクエストで Saskia のギタ

ーと歌を聞かせてもらいました。その素敵な歌声に涙が出

そうになりました。私が、日本から持ってきた浴衣を

Saskia にプレゼントすると Saskia だけでなく Gerhard と

Birgitも大喜びで、私も嬉しさでいっぱいになりました。 

 

 

旅の感想 

 海外での長期滞在は初めてのことで、加えて日本語の通じない地域へ行くことも初めて

だったので研修が始まる前は不安で胸が押し潰れされそうでした。しかし、いざドイツに

到着すると Oliverや Norbertをはじめとするドイツの方々はとても優しく、時におちゃめ

で大胆で、本当に良い方々に囲まれて、充実した日々を過ごすことができました。ドイツ

の青少年との交流においてはもちろんですが、それだけでなく、博物館などの見学やミッ

テ区の議員さんや区長さんの前でのスピーチの際にも、自分の意見や疑問点を持ち、それ

をしっかりと述べられることが重要だと痛感しました。私はもともと消極的で、受動的な

性格であったため、自らの意見を持ちそれを発表することに憶病になっていました。しか

し、ドイツの青少年や他の日本の青少年が堂々と意見や質問を投げかけている姿に刺激を

受け、旅の後半には積極的になれたかと感じています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《日本について歓談している様子》 

《ホストファミリーと》 



この研修での私にとっての成果は、ベルリンと東京の違いを見つけることができたこと、

そして、異文化をもつ外国の方と交流できたことです。私は危機感を感じながらも今まで

英語の勉強から逃げていたため、英語でのコミュニケーションにはとても苦労しました。

その点、少し後悔が残っていますが、日本での勉強を頑張ろうというモチベーションに繋

がっています。 

ベルリンの街並みやおいしい食事、色々な話をしたドイツの青少年、そして我が子のよ

うに可愛がってくれたホストファミリーのことは決して忘れないでしょう。どれもが私に

とってかけがえのない思い出です。また、13 日間という短い期間でしたが、ドイツの魅力

に引き込まれ、すっかりドイツが好きになりました。その証拠にドイツ語の勉強を続けて

います。この研修で得た貴重な経験を無駄にしないよう、これからも努力していきたいで

す。 

  



嶋 佳那子 

 

ホームステイ 

ホームステイ前にホストマザーの Katrinやホストシスターの Maiteと一度会ってはいた

ものの、ホームステイ直前はやはり不安でした。しかし二人は私が家で快適に過ごすこと

ができるよう、いろいろな工夫をしてくれていて、とても嬉しかったです。 

 

最初の日の夕食は、Maiteと Katrinがドイツの伝

統的な食事を用意してくれました。食事の後は

Katrinのパートナー、Udoも一緒にビアガーデンに

行きました。ドイツでは夏、夕食の後に活動したり

出かけたりするのは普通のことだそうです。 

 

 

 

土曜日の朝には、私が行きたいと言っていた

マーケットに連れて行ってもらいました。野菜

や果物だけでなく、おそらく移民背景のある

人々が出店しているのであろう、世界の様々な

地域の料理やアクセサリーを売っている店も

見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

《通りで見つけた、中に子供が入るボール》 

《野菜や果物や卵の、ばら売り・量り売り》 

昼には動物園(Tierpatk)に行き、動物や乗

馬のショー、ロココ調の城を見ました。Maite

と Katrinは動物園に昔はよく来たそうで、懐

かしいと言っていました。 

《動物園のライオン》 《乗馬ショー、騎手もロココ調の衣装》 



土曜日の夕方には、Maiteと一緒にベルリンテレビ

塔にのぼりました。高さ 368mのタワーから、ベルリ

ンの街を 360 度見渡すことができ、そこから見える

建物や街のつくりなどについて、Maiteにいろいろな

ことを教えてもらいました。 

 

 

 

 

 

日曜日は Mauer Parkで行われたイベントに行き、

マーケットやカラオケ大会を見ました。その後

Maite の友達と会って話したり、夕食の後には別の

ホストファミリーの家に遊びに行き、カードゲーム

をして遊びました。 

 

 

 

 

 

旅の感想 

 今回の派遣が私にとって初めての海外渡航であり、旅立つ前は、他の文化の中で育った

同世代の青少年という存在について、改めて意識したことはほとんどありませんでした。

なので、彼らは私たちのもつ考えとは大きく違ったものを持っているのだろう、と勝手に

想像していました。しかし実際はそうではなく、Maiteもその友人も、私たちと普通に話し

てくれ、考え方や感じ方を共有することができました。 

一つ心残りがあるとすれば、自分の英語力が不

十分に感じられたことです。こちらが言いたい

ことを上手く英語で表現することができない

ために、伝えきれなかったことが多くありまし

た。同じ言葉さえ話せれば、世界のほとんどの

人とコミュニケーションがとれるのであろう、

と思い、語学を熱心に学び始めるよいきっかけ

となりました。 

 

 

《テレビタワーからの日没》 

《ブランデンブルク門にて》 

《Mauer Parkでカラオケ大会を観る人々》 

 

 

 



千住 貞保 

 

ホームステイ 

 初日は Rolandとオープンカーでベルリンの街を楽しみながら家に向かいました。家に着

いて Tamaraと再会し、Valentinが夜ご飯を作ってくれました。団扇や日本のいろんな風景

の入った絵葉書をプレゼントして日本の文化を紹介しました。食後に抹茶と和菓子を一緒

に食べましたが、あまり口に合わなかったみたいです。私は久しぶりの抹茶で一息できま

した。夜は Valentin が公園に連れて行ってくれました。ビールを片手に友達と一緒にベル

リンの街を歩き回りました。電車は金曜の夜に止まることは無く、パーティー万歳です！ 

 2 日目は Roland にかつて壁があった所を中心に自転車で案内してもらいました。東出身

の Rolandの実体験を交えた話と「もうベルリンは壁に隔たれることは無い」という一言が

印象的でした。午後は Valentin と彼のガールフレンドの Emilia に合計４つの博物館や美

術館に案内してもらいました。どこでも英語表記があったので助かりました。食事はクロ

イツベルクという移民の多い街でチキンを食べました。夜はディスコで遅くまで踊りまし

た。電車は土曜日の夜にも止まることはありません。パーティー万歳です！ 

 3日目の夜はビアガーデンに連れて行ってくれました。白いビールに色を付けたおしゃれ

なモノから、日本でも有名な黒いビールまで様々なビールと一緒にドイツ風の料理を楽し

みました。東京ではあまりみかけない、路面電車で帰りました。 

 4 日目の夜は Valentin の友達の家で伝

統的なドイツの家庭料理（ミートボール、

ポテト、豆）を一緒に作って食事をしまし

た。ビールには何でも合いますね。家に帰

った後は、Rolandと Tamara に中山区長か

ら頂いた資料を用いて新宿区を紹介しま

した。緑が少ないと指摘を受けたので、区

長が強調されていたように、路面樹は多い

と伝えました。新宿駅の利用人数でとても

盛り上がりました。 

 

また私のテーマであった多文化共生についても議論しました。ドイツ人ではない、外国人

であるかもしれないけど”Berliner”（ベルリン人）だ、という一言と文化の多様性を本

当に楽しんでいる、という強い印象を受けました。 

  

≪夕方のクロイツベルク≫ 



旅の感想 

 ドイツのクロイツベルクという街には、朝も昼も夜も、合計で 3 回行きました。トルコ

を中心とするアラブ系の移民が多いこの街は、本当にドイツなのかというくらい外国人が

多い街です。しかし、ベルリンの人々は彼

らの文化を尊重し、“ケバブはドイツ料理”

と豪語するなど彼らの文化を受け入れて

います。ベルリンの一部として受け入れる

この姿勢に多文化共生社会の理想のゴー

ルを私は見出すことができました。 

 17歳の Valentinはこの街がベルリンの

中で一番クールであり、将来は絶対に住み

たいと言っていました。私にとってもお気

に入りの街です。 

最後にこの場を借りて、私の目的を正しく理解して、それを達成するために全力で支援

してくれた Roland、Tamaraと Valentinに改めて感謝したいです。Danke schön! 

  

≪夜のクロイツベルク≫ 

 



豊島 優 

 

ホームステイ 

 家族の繋がり、人々との繋がりの強さを感じ

たホームステイでした。 

 私が 4日間お世話になったのは、大学院博士

後期課程の Anja とそのボーイフレンドの

Fabioのホストカップルでした。日本でその事

を知った時は少なからず驚きましたが、2人と

も姉妹兄妹のように、両親のように、英語、時

にドイツ語、時に日本語で接してくれました。 

 2人がホームステイ中に沢山の人に会わせて

くれたことが人の繋がりの強さを感じるきっ

かけでした。 

ホームステイの初日、Anja のお母さんの方の家族と会い、一緒に夕食をさせてもらいま

した。Anjaの家族構成は少し複雑なのですが、Anjaは自分の家族を Our Patchwork-Family!

と形容しました。たとえ離ればなれになっても各々の生き方を尊重し、又、新しく加わっ

た人を受け入れる気持ちがその言葉で表現されて

いる気がしました。 

次に会ったのが Anja の妹の友達 Paul くん。

Herta Berlinの試合を一緒に観戦しました。Paul

くんにしてみれば、私は見知らぬ外国人です。 

なぜ私が Berlinにいるのか、なぜ一緒に観戦する

のか理解しきれないはずです。しかし Paulくんは

私に日本語を尋ね、ドイツ語を教えてくれました。

習いたての可能な限りの英語を用い歩み寄ってく

れました。日本人の私を「外国人」と遠ざけるこ

となく、自分とは異質な者に恐れず興味を示してくれることが私にはたまらなく嬉しかっ

たです。 

そして次に会ったのが、Fabioの兄 Kenと彼女の Ankeでした。Anjaからすれば彼氏のお

兄さんと彼女です。ピリっとするのかと思いました。日本では大抵そうなります。しかし

違いました。こんなにもオープンなつきあい方が日本でできるか、なぜできないのだろう

か、何が違うのだろうか。帰国してもなお考えるところです。他人とのつきあい方という

点でまた一つドイツを好きになってしまいました。 

 

 

≪Anja の家族と一緒に≫ 

≪Paul 君と≫ 



旅の感想 

「Berlinは過去と未来の狭間で悩んでいる」、 

「壁は見たくないものであり、メモリアルではない」 

という言葉が強烈に残っています。 

その言葉の意味するところは、一度壊れた建物を近代

的な建物につくり替えるか、それとも昔の建物を復元

し、つくり直すか。旧東ドイツ時代の建物をどう残し、

または壊していくか。最も戦争の被害をうけた街が、

どう修復されどの様な街が作られるかということです。 

 

2012年の冬、私は個人旅行で Berlinを訪れたことがありました。確かにその時、自分の

抱いていた期待とは違い、歴史的な建物の中に重機が立ち並び、ガガガガガという工事中

の音が聞こえる Berlinを見て驚いた覚えがあります。その時はどうしてこんなに街が工事

されているのか分かりませんでした。これらの重機によって街全体が暗くなっているので

はないかとも思っていました。しかし、今回の渡航

でそれが、過去と未来がせめぎ合っている状態であ

ったからであることが理解できました。 

 この先その2つの立場がどう中和され街が完成す

るのか、私には到底想像がつきません。どの様な形

に落ち着くのがベストなのかも分かりません。人に

よって思いは千差万別で誰もが納得するようには

行かないのかもしれません。でもいつの日か、完成

した街を見たいと思いました。 

≪ベルリンの壁のお話≫  

≪街を歩いて≫ 



中西 佑衣 

 

ホームステイ 

私は両親と 16 歳の Lara、お兄さんの 4 人家族の Wehlan 家にホームステイしました。お

兄さんが一人暮らしをするために家を出たばかりで、その空いた部屋を私にあてがってく

れました。 

Lara に連れられて家にたどり着いて緊張する私を、ホストマザーはあたたかく迎え入れ

てくれました。その後ホストファザーが帰宅し、家族がそろって初めての夕食はホストマ

ザーの手作りの豪華な晩餐でした。手の込んだおいしい料理を作ってくれて本当にうれし

かったです。 

私の実家では、一度ホームステイの受け入れをし

たことがあり、Wehlan 家の両親はその時の私の両親

とそっくりでした。ホストマザーはほとんど英語が

できないにもかかわらず簡単な英語やドイツ語の単

語を使ってとにかく私に話しかけてくれました。ホ

ストファザーは少しシャイですが、私に冗談を言っ

て笑わせてくれていました。   

                     《ホストファミリーと朝食》 

ホームステイ中、ホストファミリーはブランデンブルク門やホロコーストメモリアル、

私の希望であった美術館など、様々な場所に連れて行ってくれました。ホストマザーのコ

ーラスの発表を教会に見に行ったのですが、教会というものに馴染みのない私にはとても

新鮮な経験でした。 

また、Lara のコーラスの練習についていって友達を紹介してもらったことも嬉しかった

です。Lara の友人たちは初めて会う私を受け入れてくれ、短い時間にたくさんのことを話

し、帰り道にはみんなで歌いました。別れ際にはまたベルリンに来てねと言ってハグをし

てくれて、もっと多くのことを勉強してまたドイツに来たいと心から思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《筆者を笑わせる Lara の友達》 

 

《ホストマザーのコーラス》 



旅の感想 

 私はプログラムの中で、Gollmitz でのことが最も心に残っています。宿の主人カイさん

の奥さん、ヤーナとの交流が私の気持ちを大きく動かしました。 

 

 夕食の後、食器を片づけにキッチンに向かうとヤーナが洗い物をしていたので、「おいし

かったです、ありがとう。」と伝えると、ヤーナはとても喜んでくれました。ヤーナは日本

語が分かりませんでしたし、英語も得意ではあり

ませんでした。私も同じく、ドイツ語はほとんど

わからないし、英語も得意ではありません。 

彼女はつたない英語で、私に様々な質問をしま

した。どこから来たのか、年はいくつか、など些

細な質問から、挨拶をお互いの言葉で何というの

か教え合ったりと、そう長くない時間ではありま

したが本当にたくさんのことを話しました。                           

 

その時、別れ際に思い出したように彼女の名前を聞いたのですが、私は次のように聞き

ました。“Wie heißen Sie?“これは目上の人に名前を聞くときに使う表現です。“No, no, 

du!“と言って「私たちはもう友達なんだから“Wie heißt du?(君の名前はなに？)“で良

いのよ」と言ってくれました。私はこの言葉に感動しました。 

 

出発前はドイツ語が出来ないことで支障があるのではないか、などと不安に思っていま

したが、言葉が通じなくとも伝えたいという気持ちと分かりたいという気持ちが大切なん

だと実感することが出来ました。 

この経験のおかげで、その後のプログラムでは自ら

積極的に、様々な人に話しかけることができるように

なりました。伝わるか伝わらないかではなく、伝えた

いかどうか、であると気づくことが出来たのは本当に

素晴らしいことです。いつかまた Golmitz を訪れ、ヤ

ーナに感謝の気持ちを伝えられたらと思っています。 

 

《ヤーナの作ってくれた豪華な朝食》 

 

最後になりましたがプログラムを支えてくださった陽子さん、Oliver, Norvertをはじめ

たくさんの皆さんに感謝します。本当にありがとうございました！ 

 

 

《お別れの朝にヤーナと》 



劉 思佳 

 

ホームステイ 

ホストファミリーは Jonas、お父さん、お母さんと 22 歳のお兄さん（一人暮らし）の四

人家族です。 

ホームステイの初日に、17 歳の Jonas はホステルに迎えに来ました。家に入って、すぐ

に食事し始めました。盛りだくさんで、伝統

的なドイツ料理に感動しました。食事中、ホ

ストファミリーは僕のために、ドイツ語では

なくで、英語で会話しました。ネイティブの

ように流暢な英語を聞いて、びっくりしまし

た。食事した後、日本から持って来たお土産

を贈りました。うれしそうでした。 

会話の時に、”Do you want this more? 

と聞かれて、“Um…um…that‘s  ok.”と答えました。それで、“Hey, if don’t like this 

you can say no!”と返事がありました。その時に、2 年日本に住んでいる僕は、初めて自

分の考えや受け答えの仕方が日本人に似てきていることに気づきました。なぜかと言うと、

ドイツ人と多くの中国人が似ているのは、自分の意見を直接言うことです。多文化共生の

影響ではないかと思います。 

それで、晩ご飯の後、Jonasに連れられて、彼の親友と千住さんと四人で、ベルリンの青

少年がよく集まっている公園に行きました。たくさんの友達に会って、話をしました。ド

イツのアニメや漫画が好きな青少年から日本文化

の影響力を感じました。 

翌日は土曜日で、のんびりです。午前 10 時に起

きました。お母さんが作った美味しい朝食を食べて、

お父さんと Jonas とベルリン大聖堂や旧国立美術

館に行きました。初めてヨーロッパに来た僕にとっ

て、教科書やネットで見た西洋美術をこんなに近距

離で見られて、すごく迫力を感じました。 

夕方に、ホストファミリー3 人と散歩しながら、ドイツと日本、中国の話をしていました。

その時見た、中国でも日本でもほとんど見られない場面、お父さんとお母さんが手を繋ぎ

ながら、歩いていた様子、まるで映画のようなシーンを見て、感動しました。なにげない

幸せを感じました。 

日曜日に、チェックポイントチャーリー博物館に行きました、東ドイツから西に逃げる

《ホストファミリーと食事中》 

《ベルリン大聖堂》 



人々の手段を見て、すごく面白いと思いました。それで、そのポストカードを何枚か買い

ました。それから、科学技術館に行きました。色々な物理のゲームの他に、世界に誇るド

イツ製の車も陳列されています。何十年前の独特で大胆なデザインは、現代の車に全然負

けない美しさです。 

その晩、Jonasたちがベルリン一と言われるシュニッツェルを奢ってくれました。すごく

大きくて、美味しかったです。そして、初めて緑と赤のビールを飲んで、美味しくて、面

白いと思いました。 

 

あっという間に、ホームステイの最終日にな

りました。午前の団体行動が終わって、ホスト

ファミリーの家に戻りました。千住さんと Jonas

の親友と一緒に来て、晩ご飯を準備して、食べ

ました。その時、私と千住さんは肉団子を作り

ました。食事中、僕は新宿から持って行った新

宿に関する紹介文が書いてあるパンフレットを

ホストファミリーに見せながら説明しました。

ホストファミリーの皆さんは興味がありそうで、質問もどんどん出してくれました。特に

新宿駅の乗客数は一番びっくりしたようです。Jonasは来年日本に行きたいと思っているよ

うです。お父さんとお母さんも東と西ドイツについて色々話してくれました。すごく楽し

かった夜を過ごしました。 

 

旅の感想 

今回ただ一人の外国人として参加して、非常に嬉しかったです。初めてのヨーロッパに

行った、12 日間の旅でした。そして全員日本人のグループで全く知らない日本人メンバー

と仲良くなって、楽しかったです。 

ドイツ語、日本語と英語を、チャレンジしましたが、結局、頭が混乱してしまいました。

《レストランの様子》 《シュニッツェル》 

《手作りの肉団子》 



自分の英語も日本語も中途半端ということに気づいて、もっと頑張らなければならないな

と思い始めました。 

ドイツでの色々な活動を通して、東洋と西洋の文化の違いを体験しました。行く前に、

知りたかった日本や中国とドイツの多文化共生に対する政策や成果も少し分かってきまし

た。そして、ホームステイの体験から、文化の影響力やコミュニケーションの重要さなど

を実感しました。それらの経験で、多文化共生に対する理解が深くなりました。いつか、

この経験を活かして、日本とドイツだけでなく、世界平和に協力したいと思います。 

  



渡邊 佳奈子 

 

ホームステイ 

8 月 24 日(土)はベルリンの散策。ヨーロッパ最大級のデパート Kaufhaus des Westens 

(KaDeWe)では、ドイツの有名なキッチン用品やお菓子、テディーベアなどを見て回り、ア

ディダスショップでは、バイエルンミュンヘンのユニフォームを購入しました。夕食後は

ビアガーデンへ。ドイツに来て驚いたことの一つは、夕食後に「さあじゃあこれからどこ

へ行こうか」という話になることです。 

 

8月 25日(日)は、Mauer parkの蚤の市へ。ベルリン最

大のフリーマーケットです。東西ドイツをつなぐ虹の架

け橋のモニュメントが印象的でした。公園内では人々が

ひしめき合って、楽器を演奏し、芝生で寝転がり、買い

物をして過ごしていました。こうした場で国籍のバラバ

ラな人々が一緒に過ごしているという光景が、今回が初

めてのヨーロッパ旅行である自分にとってとても珍しい

ものでした。 

 

ホームステイ先の兄弟は二人とも日本語を勉強してい

て、部屋の中にも日本のキャラクターグッズやゲーム

がたくさんありました。サミュエル(19 歳)は日本への

留学経験があり、日本でゲームプランナーとして働く

ことが夢だそうです。ラーヘル(16 歳)は医療関係の仕

事に就くことが夢。ドイツに来る前は、ドイツ語力も   

英語力も不十分な自分がコミュニケーションをとれる

か不安でしたが、街のことから歴史、政治、

将来の話まで、たくさんお互いのことを話 

すことができました。 

 

 

 

 

 

 

《ライトアップされたブランデンブルク門》    
《愛犬シエロ》 

《werk9にてホストファミリーと》 

《虹の架け橋》 



旅の感想 

 8月 27日(火)は、唯一の自由行動日。皆と Kreuzbergの

移民博物館へ行った後、ユダヤ人博物館へ行きました。も

ともとこの交流に参加しようと思ったのは、生命倫理を勉

強する上でナチスのホロコーストの現場を実際に見に行き

たいと思ったからです。ザクセンハウゼン収容所、オット

ー・バイト博物館、ブランデンブルク門近くのユダヤ人を

悼むモニュメント、そしてユダヤ人博物館。              

 

２週間のドイツ滞在で、その場所に行って、見て、話を伺って、文献では得られない勉

強をすることができました。また通訳の Yokoさんのおかげで、出生前診断と人工妊娠中絶

という日本で少し前に話題になった生命倫理の問題について何人ものドイツ人から意見を

伺うことができ、自分にとってとても有意義な学びとなりました。 

 

 素敵な仲間たちと過ごした充実した２週間でした。異文化交流の楽しさを初めて実感す

ることができました。このような貴重な機会を与えて下さった新宿区の方々、素晴らしい

プログラムを用意して下さったミッテ区の方々に感謝申し上げます。今後もこうした交流

が継続し、素晴らしい学びが増えていくことを願っています。 

  

≪ユダヤ人博物館≫ 



 ベルリンは数奇な「街の記憶」を持つとともに、同時に「都市の普遍性」を象徴する特別な

場所だった。第二次大戦の戦禍からの復興に加え、東西への分裂を強いられた後、長い歳月を

経て再統合を遂げたベルリン市民の歩みには、深い畏敬の念を覚える。また、現在のベルリン

は多国籍の市民を擁しつつ、多様な価値観を受け入れる懐の深いリベラリズムのもとに、芸術

や文化の最前線を歩む都市でもある。滞在中、私は、この街こそ東京、特に新宿が謙虚に学ぶ

べき先達であり、同じ課題をともに悩み、考えるパートナーとして唯一無二ではないかとまで

思うに至った。 

 今回はミッテ区の用意した多彩な学習プログラムに従い、私達はベルリンを満喫するととも

に、郊外の「水車小屋」体験ではヨーロッパの食文化のルーツに触れ、ベルリン市民の楽しむ

カントリーライフまで教えていただいた。ミッテ区のスタッフの真摯な「おもてなし」は深く

心に沁みるものがあり、帰国して後も感謝が募るばかりである。また、ミッテ区側が国際交流

の基軸を青少年の育成に置き、いささかもブレることなく、若い世代への投資を続けているこ

とにも感銘を受けた。 

 学生の皆さんは、すぐには言葉にできないほどの体験を手にして帰国したことでしょう。皆

さんの経験が、いつの日か必ず「日本の国際性」を高めることに貢献すると確信し、期待して

やみません。 

 長い行程を通じて特にトラブルもなく過ごせたことは、私達一行を支えてくれた両区の関係

者の行き届いた準備のおかげであり、改めて深く感謝申し上げる。 

青少年交流を終えての感想 

 

派遣団 団長 杉原 純 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪自由時間にティアガルテンの森にて≫ ≪蚤の市にて買い物。掘り出し物を探す。≫ 



 ベルリン到着早々、空港にて青少年の荷物が行方不明になるなど最初はどうなるかという思

いで始まった 2013 年新宿区・ミッテ区の青少年交流ですが、無事に 13 日間の滞在を終える

ことが出来ました。 

 ミッテ区が準備を重ね用意してくれたプログラムは、手作り感あふれる貴重な交流が盛り

だくさんの内容で、充実の 13日間でした。 

 今回、新宿区から集まった 12名の青少年には、参加するにあたりそれぞれ様々な目的があ

ったと思います。海外が初めての人、経験が豊富な人、多文化共生やベルリンの歴史を学び

たいという人、ホームステイをしたいという人などなど。そんな中であっても、最終的には

13日間の滞在を終え、とても有意義な交流を青少年は体験できたのではと感じています。 

 ミッテ区と新宿区、友好都市だからこそできるプログラムが本当に盛りだくさんでした。

特にミッテ区長の訪問、区議会議員による夕食の招待、ミッテ区の青少年と郊外の自然の中

でのキャンプファイヤーやバーベキューは、通常の旅行にはない貴重な体験を味わう事がで

きました。おもてなしの心で新宿区の一団を温かく迎えてくれたミッテ区に対し感謝の気持

ちと、この貴重な友好都市同士の交流をこれからも継続し、広めていきたいという想いが強

く残る内容でした。 

この交流がこれからも末長く続いて、両都市の青少年にとって相互に良い影響を提供でき

る事業であり続けられることを期待しています。 

今回、新宿の青少年から「ベルリンやミッテ区がとても好きになった」という感想が聞く

ことが出来ました。次年度、ミッテ区の青少年が日本に来る際は、ミッテ区の青少年が同様

に「新宿が気に入った」と思ってもらえるようなプログラムで一行を迎えたいと思います。 

 ミッテ区担当職員の Oliver、Norbert、通訳・コーディネーターの大西陽子さんは 13 日間

終始わたしたちに同行しプログラムを支えてくれました。本当にありがとうございました。 

 また滞在中、熱心に協力的に参加してくれた 12名の青少年の皆さん、派遣団を率いてまと

めて頂いた杉原団長、ありがとうございました。 

この体験が、今後の青少年の皆さんの活動に生かされることを期待し、また皆さんで再会

できることを楽しみにしています。 

 

青少年交流を終えての感想 

 

随行職員 樋口 遼太 
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-青少年の感想- 
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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。 

  

満足 

8人 

ほぼ

満足 

3人 

全体的な感想 



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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

短い                              

1人 

ちょ

うど

良い   

9人 

派遣期間について 



 

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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5人 
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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。 
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