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事前学習会・新宿区長表敬訪問                   半谷 颯代 

 

① 第１回研修 7 月 13 日（月） 新宿文化センター第３会議室 14 時～17 時 

・主催者あいさつ（5 分）下杉 正樹（新宿未来創造財団 事業担当事務局次長） 

・引率職員・参加者自己紹介（30 分） 

・青少年交流概要説明（15 分）嘉山 澄（新宿未来創造財団 地域交流課担当） 

・旅行説明（15 分）長谷川 直行（旅工房（株） 国際旅行事業部） 

・名簿用写真撮影 

・講義「ベルリンミッテ区ってどんなところ？」（90 分）タベア・カウフ（日独 

協会） 

それぞれが緊張した面持ちで集い、 

ついに青少年交流のプログラムが始まっ 

た。授業やテスト勉強がある中にもか 

かわらず多くの人数が参加し、自己紹 

介やプログラムの内容の具体的な説明 

によってプログラムへの期待が高まっ 

たように思う。そして、タベアさんの 

講義では、歴女のタベアさんがベルリ 

ンの歴史をわかりやすく紹介してくだ 

さり、ベルリンの壁というプログラムのメインテーマについても学んだ。ベルリンのそ

れぞれの地域の特徴を知り、ミッテ区の半数近くが外国人と移民背景のドイツ人である

という特徴が印象的であった。 

 

② 第 2 回研修 7 月 21 日（火） 新宿文化センター第３会議室 14 時～17 時 

講師：タベア カウフ（日独協会） 

・初級ドイツ語レッスン（60 分）  

・講義「異文化理解を考える」「新宿区・ミッテ区の違いを知る」（90 分） 

・ディスカッション（30 分） 

この回では、異文化交流で欠かすことのできない語学学習を初めに行なった。日本語

にはない発音に苦戦しながらも楽しくドイツ語の練習をした。次に、ドイツが戦後に外

国人を労働者として７０万人も受け入れたことで今日も外国人率が高いことを中心に

講義があった。ドイツが労働者を大量に受け入れた当時に、ドイツ語を教えるなどの教

育を怠ったことによる２世代目の子供の複雑な立場を学んだ。そして、この問題に対し

て政府がとるべき政策についてディスカッションをした。日本の学校ではあまり積極的

になされていないディスカッションであったが、皆がそれぞれ意見をしっかりもつこと

ができ、非常に充実した内容となった。 



 

③ 第３回研修 7 月 27 日（月） 新宿文化センター第２会議室 14 時～17 時 

講師：タベア カウフ（日独協会） 

・初級ドイツ語レッスン（60 分） 

・映画鑑賞「Good Bye Lenin!」→東西ベルリンの違いについて話し合い（120 分） 

・派遣者ミーティング：報告書・さよならパーティーについて 

 前回に引き続きドイツ語の学習をした。レストランでの食事や買い物の場面で不可欠

な数字の練習を中心により実践的な語学学習となった。そして、ベルリンの壁崩壊直前

～崩壊後の中で親子愛が描かれた映画を鑑賞した。鑑賞後には、全員が一言ずつ自分の

発見した東西ベルリンの違いを述べた。映画鑑賞によって、東西ベルリンのもたらした

影響を直感的に学ぶことができたように思う。最後には、初めて派遣者だけでミーティ

ングする機会が設けられ、さよならパーティーの企画などを話し合った。全 3 回の事前

学習会によって、皆ドイツに行くことがさらに楽しみになったと思う。 

 

④ 新宿区長表敬訪問 8 月 4 日（火） 14 時～17 時 

（14 時～15 時 30 分） 新宿役所本庁舎にて 

・区長あいさつ 

・団長あいさつ 

・各青少年交流員から自己紹介と一言 

・出席者紹介 

・歓談 

・記念撮影 

（16 時～17 時）しんじゅく多文化共生プラザにて 

・派遣前最終打ち合わせ 

 この日は吉住健一新宿区長を 

表敬訪問した。フォーマルな服 

装に身を包み、普段は訪れるこ 

とのない部屋に入った私たちは 

緊張しながら自己紹介を行なっ 

たが、歓談では吉住区長が話し 

やすい雰囲気をつくってくださ 

り、有意義なものとなった。新 

宿が映画の街であることなどを 

教えてくださり、新宿のいいと 

ころを皆で出し合うなども行ない、最後にはこのプログラムが歴史ある意義深いもので

あるとのお話もいただき貴重な体験だった。後に、区広報担当課による今回の表敬訪問



の取材記事がホームページに掲載され、自分たちは新宿区の代表としてドイツに行くの

だと実感した。そして、この日は派遣者全員が初めて揃った日であり、全員で打ち合わ

せをした。いよいよ 2 週間後に出発が控えているのだと感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月18日（火） ～1日目～                        江原 誠 

 

6:30 新宿駅集合 

新宿駅の成田エクスプレスのホームに集合です。

朝早くのためみんな眠そうでした。かくいう自分も

前日緊張のためほとんど寝ていなかったのでとても

眠かったことを覚えています。しかしこれから新宿

区の代表としてドイツに行くのです！しっかりせね

ば！ということで成田エクスプレスに乗車です。 

 

1 時間半ほどで成田空港に到着。荷物の

最終チェックや諸々の手続きの後、しばし

の自由時間があり各々自由に過ごしてい

ました。自分はこの時間を利用して円から

ユーロへの両替を行いました。初めて触る

ユーロ紙幣はとても新鮮でこれからヨー

ロッパ、ドイツに行くのだなという実感が

徐々にわいてきました。これから約 12 時

間の空の旅、オランダのアムステルダム空

港へ出発です。 

 

飛行機は 10 分遅れの 10:45 に出発。12 時間という長時間のフライトは少し不安でし

たが映画等の充実したサービスもあり、あっという間にオランダに到着です。オランダ



で乗り継ぎのため降りると（当たり前ですが）

周りはヨーロッパ人ばかり！アジア人はほと

んどいないため物珍しい目で見られるなど環

境の変化を改めて実感しました。

 

 

アムステルダムから約 1 時間のフライトでやっとベルリンのテーゲル空港へ。特に大

きなアクシデントもなく無事に到着しました！かなりの長旅だったのでみんなもお疲

れの様子。ここで通訳の陽子さん、ミッテ区職員のオリバー、Werk9 のイネス達がお

出迎え。オリバーとイネスに車を出してもらい、ベルリンのシティーホステルに到着。

軽い説明があった後、ベルリンに着いて初の食事をしました。とても疲れていたのでパ

ンとハムなどの簡単なものですませて、翌日以降のため早めに就寝しました。これから

のプログラムどんなことが起きるのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 19 日 (水) ～2 日目～                    佐藤 有香 

 

オリエンテーション 

ドイツで初の朝食を各々美味しく頂いた後、ホステル内の一室でオリエンテーション

を行いました。オリバー、イネス、陽子さんからドイツ滞在中の予定の説明を受け、通

訳の際必要なヘッドセットや Bahn(電車)の一週間のチケットを頂きました。ぎっしり



の予定表に胸が躍ります。 

 

ちょっとお買い物 

１時間ほど Berlin Mall にてお買い物をすることが出来ました。ドイツの夏は想像以

上に寒かったので上着の購入を検討したのですが、サイズの関係などで結局やめ、チョ

コレートやマカロンなどを買って食べたりしました。 

 

Dr.ハンケ区長表敬訪問 

優しい日差しの中、庁舎の前でランチボックスを広げてお昼ご 

飯を頂き、いざ表敬訪問！！皆、ハンケ区長の前でのドイツ語ス 

ピーチをギリギリまで練習していると、吉住健一新宿区長と連れ 

立ってハンケ区長がいらっしゃいまし 

た。歓迎の言葉を頂いた後、スピーチ 

の時間となりました。緊張しましたが 

頑張りました！集合写真を撮った後、 

ハンケ区長は私たち一人一人と写真を 

撮ってくださいました。とても笑顔が 

素敵な気さくな方でした。 

ドイツ人青少年と活動拠点となる青少年施設 Werk9 で、ドイツ人青少年と初対面で 

す。様々なゲームを通して、ドイツ人と日本 

人の共通点や文化の違いなどに改めて気付 

かされました。またシュッツエンゲル決めを 

行いました。シュッツエンゲルは誰かの名前 

が書いてある紙を引いて、その人に対して交 

流中、陰でサポートするというものです。か 

なり難しいゲームです…。その後、吉住区長 

を交えディスカッションを行いました。ドイ 

ツ人青少年からは原発や環境問題に関する

鋭い質問が多く飛び、日本についての知識の深さに驚かされました。 

近くの有名なレストランである Löwenbräu にてドイツ料理を頂きました。ボリュー

ムたっぷりでお腹いっぱいになりました。 

夜はドイツ人青少年に連れられて、夜のベルリンのお散歩に出かけました。さすがは

地元っ子！素晴らしいガイドでした。 

 

 

 



8 月 20 日（木） ～3 日目～                   矢羽々 文緒 

 

3 日目の朝は werk9 に集合しました。今日はベルリンの市内観光の日です。

Alexanderplatz を出発して、1907 年創業の老舗デパート KaDeWe（行きたかった！）

を通り過ぎ、ポツダム広場へ。今は賑やかな広場ですが、壁があったころは何もない空

き地だったそうです。残された壁を抜けるとチェックポイントチャーリー。ここは昔東

西ベルリンの検問所でした。その近くには Gendarmenmarkt があります。ベルリンで

最も美しいといわれている広場で、双子の教会がコンサートホールを挟んで向き合って

建っています。フランス教会とドイツ教会です。続いてバスは赤い市庁舎へ。この辺り

は森鴎外の「舞姫」の舞台になったところです。バスは博 

物館島を抜けてウンター・デン・リンデンへと入り、フ 

リードリッヒ大王像を見ながらブランデンブルク門へと向 

かいます。この通りにはフンボルト大学やオペラ座などた 

くさんの重要な建築物があります。ブランデンブルク門を 

抜けると Reichstag（中を見たかった！）。そのほど近くに 

はユダヤ人犠牲者記念碑があります。街の中央部にこのよ 

うな場所があるのは本当に驚きです。ベルリンの新しい中 

心駅 Hauptbahnhof を抜けて、しばらく走ると戦勝記念碑 

が見えます。やがてバスは旧西ベルリンの中心、クーダムへ。カイザー・ヴィルヘルム

記念教会（日本でいうと原爆ドームにあたります）がそびえています。旧西ベルリンの

シンボルです。バスツアーはここで終了して Alexanderplatz へ戻りました。二階建て

バスに乗っていると、街路樹の枝がばさばさ当たってきて面白かったです。ベルリンに

は運河がたくさんあってすごくきれいでした。 

バスを降りて、368m のテレビ塔に上りました。 

ベルリンが一望できてとても面白かったです。今 

回は行くことができなかったのですが、展望レス 

トランはゆっくりと回転しているそうです。次に 

来たら行ってみたいところがまだまだたくさん 

あります。 

午後は nordbahnhof へ移動しました。この駅は 

1960 年代～壁崩壊まで電車が通過するだけだっ 

た“幽霊駅”（Geisterbahnhoefe）の一つだとい 

うことで、駅名表示などの字体が古いところが特 

徴です。東西分断時にはレンガで入口がふさがれ、 

兵士によるパトロールが行われていたそうです。 

壁崩壊直後の駅には 1960 年代のポスターがその 



まま残されていたという話は、とても不気味に思えました。 

その後ベルリンの壁の生き証人である三人の方にお話しをしていただきました。ベル

リンの壁は冷戦の時代、自由を求めて西ドイツへ逃亡をする人の増加を止めようと、西

ドイツの悪影響を受けないようにするという名目で建設されました。社会主義だった東

側からはたくさんの人が逃亡を試みましたが、監視役の兵士が一日中パトロールをして

いたため成功することは多くありませんでした。見つかった人は兵士に射撃され、捕ま

った後処刑されてしまったということです。兵士は大学に行く前に三年間徴兵されまし

たが、壁崩壊直前に召集された兵士は警備も楽になっており、国境の柵の巡回をする程

度だったそうです。ただ、警備の二人組のパートナーに殺されるかもしれないことが唯

一の恐怖だったとのことです。 

冷戦当初の話を、体験した現地の方々から伺うことができて、興味深く感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 21 日(金) ～4 日目～                       森 彩華 

 

カヤック体験  

 Berlin で朝を迎えることに慣れ始めた 4 日目。私たちはカヤック体験をしました。 

11 時開始の予定に間に合うように電車に乗ったのですが、まさかの遅延で電車動かず

…、急遽別のルートで行くことになりました。Alexanderplatz 駅では電車を待つ人混

みが凄かったです。 

 無事 11 時過ぎにカヤック乗り場に 

到着し、いざカヤック体験です。二 

人乗りだったので、私たち日本人と 

カヤックを一緒に漕ぐのは今日の夜 

からお世話になる、ホームステイ先 

の青少年たち。乗り込む前に、貴重 

品と、濡れると困るものを預けまし 

た。 



 全員カヤックに乗り、しばらく漕いでいると、「Right,Left,Right……」と、二人で息

を合わせてオールを漕ぐ声と、笑い声があちらこちらから聴こえてきました。 

 出発地点がとても小さく見えるようになって来た頃、先頭にいたミッテ区職員の

Oliver が全員を川の途中で集めたので私は折り返し地点まで来たのだと思ったのです

が、まさかの「今の地点からランチを食べる島までは今の 3 倍あるから、もし疲れたの

ならば通訳の陽子さんとWerk9の Inesと一緒に戻るか、このまま島まで漕ぎ続けるか、

どっちがいい？」という質問を投げかけました。私たちは(恐らく)ほぼ全員既に疲れて

いたので「3 倍」という数字を聞いたときとても驚きましたが、誰も「戻る」という選

択肢に手をあげませんでした。その後はひたすら強い日差しの中、川を漕ぎ続けました。

競争したり、疲れたら他のボートの紐を掴んで引っ張ってもらったり、水をかけあった 

り、片道２時間弱で漕ぎ続け(いま計算して驚き 

ました)、やっとランチを食べる島に着きました。 

その島ではソーセージを食べる予定だったので 

すが、なんとソーセージを焼くおじさんが風邪を 

引いてしまったので、焼く人がいないため食べれ 

ないことに……。その時日本人全員が「ソーセー 

ジは誰でも焼けるよ！？」と思ったことでしょう。 

でも、ここはドイツ。そのときとても文化の違い 

を感じました。 

  また、Berlin 内には蜂がとても多いのですが、 

この島にも勿論たくさんいました。蜂に慣れてい 

ない私たちは常に警戒していたのですが、島に到 

着してまもなくして日本人の青少年 1 人が蜂に

刺されてしまいました。刺された指を水で冷やしていると、陽子さんがタマネギの欠片

を持ってきてくれました。ドイツでは蜂に刺されるとタマネギを刺された部分にすり込

むそうです。刺された本人はタマネギが沁みて更に痛い…と涙目になっていましたが、

その光景を見たドイツ人の青少年たち全員が「タマネギが一番効くよ！大丈夫大丈夫！」

と笑顔で言っていました。 

 ランチを食べ終え再びカヤックに乗り、私たちは出発地点までの長い道のりを戻った

のでした。11 時半に乗り、戻ってきたのは 14 時半。実に 4 時間の長旅でしたが、ドイ

ツの青少年たちと密に接することが出来たので、とても楽しかったです。 

 

市内散策/ショッピング(Friedrichshain) 

 カヤック体験を終え、私たちは近くのお店が沢山並ぶ街角でショッピングをしました。

それぞれ自由行動だったのですが、私たちのグループは有名なお菓子屋さんに行ってチ

ョコレートやキャンディを買いました。途中でおなかを空かせた人たちはご飯を求め、



食べ物屋さんに吸い込まれていきました。集合時間ぎりぎりに、有名なアイス屋さんに

ドイツ人の青少年が連れて行ってくれたのですが、かなりの長蛇の列が……。日本人チ

ームは完全に諦めモードでしたが、なんとドイツ人チームが列の先頭に臆することなく

突き進んで行き、お店に早く買えるように交渉してくれました。そこで交渉しようとす

る彼女たちに驚きましたが、快く了承してくてたお店側にもとても驚き、そしてドイツ

の暖かさを感じました。そのお店のマンゴーアイスは 

とても美味しかったです。またドイツはアイスの値段 

がとても安いと思いました。大体どこのお店もアイス 

ひとつ１ユーロ（約 136 円）という、日本では考えら 

れない安価です(ちなみに日本だと、ひとつ 300 円はし 

ます)。 

 その後、ホステルに戻り、私たちはホストファミ 

リーの家へとそれぞれ行きました。ついに、ホーム 

ステイのはじまりです！この 4 日目までにかなり青 

少年たちと仲良くなっていた私たちは胸を高まらせ 

ながら笑顔でハグをたくさんして、「Tschüss!!」(バイ 

バイ！)と言ってお別れしました。 

 

 

 

8 月 24 日 (月) ～7 日目～                    久保田 禮 

 

この日も、ホームステイ先で朝を迎えます。ホストファミリーとともに朝食をとり、

9:00 の集合に向けて出発します。集合場所は Werk9。私は車で送っていただきました

が、交通手段は人によってばらばらで、地下鉄を利用してきた人も多かったようです。

見送っていただいたホストファミリーとお別れし、Werk9 で他の日本人青少年達と合

流しました。他の青少年とは土日を挟んだ 2 日ぶりの再開でした。週末ホストファミリ

ーと何をして過ごしたかなどを互いに語り合い、盛り上がりました。そのまま、おしゃ

べりなどして数十分ほど休憩したのち、中間報告会を始めました。 

 

中間報告会 

報告会は通訳の陽子さんに音頭を取っていただきました。最初に、ドイツで過ごして

きた日々を順々に、じっくりと思い返していきました。あんなこともあった、こんなこ

ともあったと思い返していく内に、だんだんとしんみりとした雰囲気になっていきまし

た。交流派遣の日々はもう折り返し地点を過ぎてしまっているのだと改めて感じさせら

れ、焦りと満足、郷愁、感謝、感慨、さまざまな気持ちが胸の中で渦巻きました。日程



の半分を過ぎてしまったということで、貴重な残りの時間をどのように使うか、どんな

ことをしたいか、やり残したことはないか、後悔はないか、それらの言葉が、陽子さん

から呼びかけられました。その呼びかけにすべての青少年がそれぞれの心持ちを語りま

した。「今までドイツ人青少年・ホストファミリーと話そうと思って話せなかった、差

別や戦争、東西分裂、政治思想などのシリアスな話題について、派遣終了までに話し合

いたい。」という言葉が多くの人から語られました。全員が抱負を語り終わった後、陽

子さんがまとめる形をもってこの中間報告会は終わりました。 

 

東ベルリン風ソーセージ体験 

中間報告会の後、徒歩で、有名なカリーヴルスト 

店に日本人青少年みんなで赴きました。カリーヴル 

ストとは、ドイツ語でカレーソーセージのことで、 

焼いたソーセージにカレー粉をまぶしたベルリン発 

祥の料理のことです。ドイツでは根強い人気のある 

料理で、町中の軽食スタンドで販売されています。 

私たちが向かったのは、人気のカリーブルスト店 

としてガイドブックなどで取り上げられている Konopke というお店でした。 

味もよく、ボリュームもあり、ドイツをたっぷり味わうことが出来ました。青少年たち

にとっては、幸せな息抜きのひと時となりました。 

 

ワークショップ② ベルリンの壁 

カリーヴルストを味わった後は、イーストサイドギャラリーというところに向かい、

14:00 にそこでドイツ人青少年たちと合流しました。イーストサイドギャラリーには、

現存する最長のベルリンの壁があり、約 1.3ｋｍも壁が連なっており有名な観光地の一

つとなっています。そこの壁はさまざまな芸術家によってペイントされ、1 つの作品展

のようになっていました。作品の中に 

は東ドイツの経済の停滞を風刺したものや、 

東ドイツから脱出しようと車で壁を突き破っ 

ている絵など、メッセージ性が高く心にぐっ 

とくる作品が数多くありました。私たちは、 

ドイツ人青少年と 2 人 1 組になって、残して 

ある壁の在り方について意見を投げかけあい 

ながら壁に沿って 1km ほど練り歩きました。 

その場所には壁のせいで多くの人がなくなっ 

たという暗い過去がありました。しかし現在では華やかなパーティーが開かれたり、壁

上のペイント作品の上に劣悪な、多くの落書きがあるといったおふざけムードが漂って



いました。慰霊の場とするべきなのか、過去のことは忘れて新たな開発をしていくべき

なのか、残された壁の長所、短所、課題と解決策、今後のありかたなどについて私たち

はドイツ人青少年たちとともに 2 時間ほど語り合いました。 

 

ワークショップが終わった後は、現地で解散し、ホストブラザーor シスターととも

に、自由時間を過ごしました。その後各々のホストファミリーのもとに帰り、各々の時

間を過ごし、２４日は終わりを迎えます。 

 

 

 

8 月 25 日（火） ～8 日目～                    田畑 美和 

 

朝  

 いつも通り 7 時 30 分頃に朝食をとり、9 時 30 分にホステルをチェックアウトし、車

3 台で Weimar へ！ 

Weimar は、ワイマール憲法が制定された町として知られています。しかし、一方で

ユネスコ世界遺産や、欧州文化首都にも選ばれている、芸術と文化の町でもあります。

18世紀末から19世紀初頭にかけて、ザクセン大公妃アンナ・アマーリアの保護のもと、

ゲーテ、シラー、リスト、クラナハ、ニーチェ、バッハといった数多くの文化人たちが

集い、ドイツ古典主義が花開きました。 

 

Buchenwald 

Buchenwald とは、Weimar の町のすぐ近くにある、強制収容所です。強制収容所の

名前である「Buchenwald」とは、「ブナの森」という意味。かつてゲーテが好んで散

歩をしたこの森でナチス時代に多くの人が殺されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlin から車で 3 時間以上！疲れが出たのか、みんな車の中では爆睡。トイレ休憩

では、楽しくアイスを食べていた私たちですが、人家も見えない殺風景な農地をしばら

く走り、強制収容所の囚人たちが実際に歩かされたというブナの森を車で通り、



Buchenwald に近づくにつれ、だんだんと気持ちが引き締まっていきました。 

Buchenwald では、ガイドさんに従って約 1 時間 30 分、見学をしました。入場料は

無料。こういう点からもドイツ人がこの強制収容所をどのようにとらえているかがうか

がえます。 

私たちが見学をしたのは、収容所司令部、収容棟跡、死体焼却炉、死体置き場、資料

展示館（当時の物資貯蔵庫）です。 

私個人の感想としては、死をひしひしと感じるような緊迫感というよりは、静けさを

感じました。しかし、想像力を働かせ、ナチスの隊員、囚人、遺族など、様々な立場に

立って考えると、言葉にならない思いがこみ上げてきます。悲惨さや衝撃は、当時の写

真や映像を見たほうがより伝わってくるかもしれません。しかし、実際に Buchenwald

に来なければ得られないもの、伝わってこないものがあったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユースホステル 

 Waimar のユースホステルに到着。強制収容所見学後の車では、寝ている人は少なく、

みな何かを考えていたように思います。 

 ユースホステルに着いてから、ドイツ人青少年と日本人青少年とで話し合い、ディス

カッションをすることになりました。1 時間の予定が、議論が盛り上がり、結局 2 時間

話し合う結果に！終わったのは夜 22 時を過ぎた頃でした。これこそ異文化交流の意

義！と思えるような有意義な時間でした。まず、ドイツは第二次世界大戦の加害者なの

か、被害者なのか？といった点から話し合い、議論が進んでいきます。様々な意見があ

り、まとめることはできませんが、共通の見解として挙がった点があります。 

戦争において被害者、加害者に二分できず、どの国も加害者であり被害者である。戦

争は二度と起こしてはならず、起こさないためにも大切なのが「教育」だ。負の遺産と

して迫害の歴史を後世に伝えることは大切である。戦争を知らない私たちに必要なこと

は、怖くても、知ること、忘れないこと、伝えること、である。 

 ユースホステルは、部屋にトイレもシャワーもなく、約 10 人ほどの女子でシャワー

2 つ、トイレ 1 つ、と笑っちゃう設備でしたが、意外と快適。私個人としては、Berlin



のホステルよりも気に入りました！ 

 夕飯はホステルにて。Schaschlicks と呼ばれ 

る料理だそう。ドイツの伝統的な料理ではない 

そうです。 

 

 

 

感想 

Buchenwald に行き、私はナチスの迫害を特異な出来事だとは思ってはいけないと思

うようになりました。小さな差別は現代でも様々な面で行われていることに気づかされ

たからです。同じような悲劇が、私の置かれた環境次第では起こってしまうのではない

かと思えてなりません。 

もし、自分があの時代に生まれていて、第一次世界大戦の爪痕の残る中、職もなく、

食べ物もない状況でヒトラーが明確な目標を提示し、それらを瓦解しだし、周りがヒト

ラーを支持しだしたら？正直、ヒトラーを支持しないとは言い切れません。 

では、このような悲劇を繰り返さないために、私たちに何ができるか。 

１つは、差別が起こってしまうような環境を二度と作らないことだと思います。その

ために重要なのは、教育です。ドイツの様に Buchenwald を平和のための負の遺産と

して後世に残し伝えることです。第二次世界大戦の勝者、敗者、加害国、被害国など様々

な立場の人々がいるうえで、国際的に普遍の問題意識を持ち、個人のレベルで考え続け

ていくことが、戦争を二度と起こさない環境づくりにつながると思います。 

2 つ目は、コミュニケーションをとることです。今回の派遣で、ドイツ人という、見

た目も、文化も、習慣も違う人と交流をし、ドイツ人というカテゴリーでなく個人とい

うカテゴリーで見ることが、頭だけでなく体の感覚として得られたと思います。ドイツ

人だってひとくくりじゃなければ、日本人だってひとくくりじゃない。こういった、異

国人との出会いの積み重ねから、人類みな兄弟といった感覚が体に染みついてゆくので

はないかと思います。 

重たいテーマでしたが、本当に充実した時間でした。この派遣に行けて良かったと心

から思える 1 日でした。 

 

 

 

8 月 26 日（水） ～9 日目～                   千住 貞信 

 26 日は朝食をユースホステルでとり、荷物を車に置いてからゲーテハウスに徒歩で

向かいました。向かう途中の街並みがきれいで青少年のみんなでたくさん写真を撮りま

した。 



 ゲーテハウスに予定より早く到着したので、自由時間が設けられました。私はそれま

でお土産を買っていなかったので、数人と一緒に買い物に出かけました。少し歩いたと

ころにすごくおしゃれな通りがあり、そこの雑貨屋、お土産屋、チョコレート専門店、

紅茶のお店など色々なお店に入り、様々なものを購入しました。 

 自由時間も終わり、ゲーテハウスを見学しました。日本語の解説付きで家の中を回り

ましたのでわかりやすかったです。ゲーテのコレクションであった絵画の多さに圧巻で

した。庭もきれいでした。 

 ゲーテハウスの見学も終わり、集合写真を 

ゲーテとシーラーの銅像の前で撮りました。 

 その後、車に戻り昼食を食べにレストラン 

Schloss Neuenburg に向かいました。思った以 

上に時間がかかり、レストランに着いたのは 

午後３時でした。遅いお昼ご飯を食べ終わった 

あと、ドイツの子達と一緒に「だるまさんが転 

んだ」をして遊び、お城を見学しました。 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

その後レストランからベルリンに向かい、夕食で西ベルリン風のソーセージをいただ

きました。 

ホステルに戻り、ドイツで誕生日を迎えた乗松くんのサプ 

ライズパーティーを開催しました。忘れられない特別な誕生 

日パーティーにしたかったので、ワイマールで購入した大き 

なスイカにロウソクを刺して火を灯し、みんなでお祝いをし 

ました！ダンケ！！！ 

 



8月 27日(木) ～10日目～                    三浦 彩由香 

 

 今日は、Werk9 に集合したあと、近くにあるベルリンの壁をテーマにしたパノラマ

展「Die Mauer（壁）」を見に行きました。かつて東西

の国境検問所があったチェックポイント・チャーリー 

               の跡地は、年間を通して多くの観光客が訪れる場所 

で、昨年秋からここで「Die Mauer（壁）」が開催さ 

れています。 

まず、最初にベルリンの壁の写真展を見ました。こ 

の写真展にある写真は、多くが旧西側から撮影され 

たものです。それは、当時、旧東側の人はベルリン 

の壁を撮ることが許されていなかったからです。写 

真展にある東側から撮影された何枚かの写真は、隠 

れてこっそりと撮影したものなのです。このことか 

ら、当時の東側と西側との差を感じました。その後、 

ベルリンの壁のパノラマを見ました。これを制作し 

たのは建築家でアーティストのヤデガール・アッシ 

ジです。暗闇の中を入っていくと、J・F・ケネディー 

やヴァルター・ウルブリヒトといった冷戦時代の政 

治家たちの有名な演説が聞こえてきます。そして少 

しずつ明るくなり、目の前に壁の風景が現れます。 

高さ 15ｍ、幅 60ｍで再現されたベルリンの壁のパノラマです。これは 1980年代のクロ

イツベルク地区、ゼバスティアン通りとルッカウアー通りの角にある架空の工事現場か

ら東ベルリンを眺めているという設定です。原寸大で再現されたため、その高さと雰囲

気に圧倒されました。しかし、壁は写真で知る当時のものとは微妙に違います。製作者

アッシジによると、「当時の生活の表情をできるだけ多く見せるため、歴史的に完全な

形で再現することにはこだわらなかった。」とのことで、パノラマの右側半分は当時の 

東側のこの地区で、一般的に見られる不法占拠 

のアパートがありました。こうして、壁を見て 

いると、旧東側に住む人たちは自分の意志では 

決して来られない西側を目の前にして、一体ど 

んな思いで「こちら」を眺めているのかという 

思いを抱きました。壁があった時代の日常。そ 

れは、現在のベルリンの姿しか知らない人にと 

ってはあまりに異常な風景です。しかし 80 年

代当時、このパノラマで描かれた界隈に実際に住んでいたアッシジはこう言います。「当



時は壁のある生活が当たり前で、人間はあんな状況にも慣れてしまうものだ。でも、い

つどこでそれが再び起こらないとは限らない」。壁があった時代の空気を感じることが

できた場所でした。 

 

Workshop Werk9 にて 

 Werk9 にて、Workshop のまとめがありました。ドイツと日本人の青少年たちは、い

くつかのグループに分かれ、このプログラムの活動を振り返り、今まで学んできたこと

ついてまとめました。ベルリンの壁、強制収容所など歴史的なことにポイントを置いた

グループもあれば、日本とドイツの考えの違いについて述べていたグループもありまし

た。色々グループの発表をきき、自分の考えをより深めることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夕食＆ビーチバー Monbijoupark 

 ユダヤ料理のレストランで、夕食をとりました。サラダ、肉とジャガイモのホイル焼

き、パンケーキを食べました。その後、Monbijoupark というところに行き、皆で Spree

川を見ながら、楽しいひと時を過ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/28(金) ～11 日目～                      柴田 凜太郎 

 それぞれ自由時間を過ごす日となりました。自分は日本人 5 人とドイツ人 3 人で

Alexanderplatz 駅まで地下鉄で行きました。この駅はベルリンタワーなどがありとて

も栄えている駅です。まず初めに色々なお店が入っているデパートに行きました。ドイ                                       

 



ツは日本と違い、お店が 

開くのが遅いので少し 

デパートで待つことと 

なりました。お店が徐々 

開き始めたのでお土産 

を買うために色々なお 

店に入りました。日本の 

お店と違った点は、どこ 

のお土産店にもサッカ 

ー関連の商品が置いて 

あるということです。ド 

イツ人はみなサッカー

に熱狂的で、ドイツはサッカーで有名な国となっているため、どのお店にもサッカー関

連グッズが置いてありました。有名な本屋に少し立ち寄った時日本の漫画の多さに驚か

されました。日本の漫画が国を超えて共感されているということにも驚きました。その

後ドイツで人気のアンペルマンショップにも行きました。アンペルマンは“信号男”と

言う意味で、ドイツの信号機のキャラクターです。ドイツの信号のマスッコットは帽子

を被っていて日本の信号機よりも少し特徴的でした。お昼はドイツで人気のケバブを食

べました。 

                          他のグループはブランデン 

ブルク門という有名な建築物

を見に行きました。ブランデン

ブルク門はただの門でなく、か

つて東ベルリンと西ベルリン

の境目でした。そこの周りには

たくさんの大使館がありまし

た。門の写真をよく見ていただ

くとわかりますが、門の上には

銅像があります。この銅像は

“クアドリガ”と呼ばれる勝利

の女神、ビクトリアの彫刻です。

東西で分かれていた時、境界線 

であったためそれ以上先には進めない行き止まりとなっていました。しかし、東西の統

一により往来が自由にできるようになりました。なので、ブランデンブルク門は東西統

一の象徴とも呼ばれています。 

 ドイツの青少年に案内してもらいながら移動したので、とても有意義な一日を過ごす

       〜Alexander Platz 駅周辺〜 

〜ブランデンブルク門〜 



ことができました。移動中には英語でコミュニケーションをとることもあり、とても楽

しかったです。 

 

 

 

8 月 29 日（土） ～12 日目～ さよならパーティー         寺本 清香 

 

 午前中の自由行動のあと、２時に Werk9 に集合してそこで準備に取り掛かりました。

ベルリン滞在中の思い出を集めたス 

ライドショーの作成、合唱の練習、 

機材の確認などの準備をしました。 

その間に Ines によって Werk9 内 

はパーティーに向け、それぞれの 

テーブルにろうそくの明かりが灯 

され、ビュッフェ形式の食事も用 

意されていきました。 

そして、私たちは日本から持って 

きたそれぞれの甚平や浴衣に着替 

えました。Oliver も Ines もとても 

素敵だとおっしゃってくださいました。パーティーが始まる３０分前になってもあまり

人が来ず焦りましたが、始まる１０分前くらいになると Werk9 内はホストファミリー 

や青少年たちでいっぱいになりました。自分のホストファミリーを入り口で迎えハグを

し（初日はハグにとても戸惑っていましたが、このころにはもうだいぶ慣れました）再

会を喜び合いました。また甚平と浴衣には驚いていて、とても美しいと言ってくれまし

た。 

 会場でそれぞれが席についた頃に Oliver と Ines、そして陽子さんの挨拶がありまし

た。続いてスタシスと彼のお父さんが歌い会場を盛り上げてくれました。またそのあと

には、レクシーが歌いました。レクシー 

は歌いながら私たち一人一人にメッセージ 

付きの写真を手渡してくれ、とても感動し 

ました。レクシーがその前の日に写真を撮 

ろうと一人一人に声をかけていたわけがわ 

かりました！ 

しばらく食事をし、団長の挨拶が終わっ 

たあと私たちが準備したさよならパー 

ティーが始まりました。最初の出し物は、 



「喜びの歌」を歌うことでした。この歌はドイツの作曲家ベートーヴェンが作ったもの

なので、ドイツ人の方々は当然知っているようでした。日本語で歌い、次にドイツ語で

歌いました。私たちがドイツ語で歌いだすと驚いていましたが、途中から一緒に歌って

くださる方々もいて、会場が温まりました。続いて、日本に関する○×クイズをしまし

た。外れて悔しがる人、正解して喜びを周りに自慢する人がいて、本気で楽しんでくだ

さり私たちの予想以上の盛り上がりでした。正解数が多かった方々には、一筆箋に筆ペ

ンを使って平仮名で名前を書いてプレゼントしました。そのあとには１２日間の出来事

をまとめたスライドショー。少ししんみりした雰囲気になってしまいましたが、所々ふ

ざけている写真もあり、笑ってくれました。そして最後に、みんなで輪になって盆踊り

を踊りました。最初は戸惑っている人も多かったのですが、単純な動作の繰り返しなの

ですぐに覚えてくれました。こうして私たちの準備したさよならパーティーは大成功を

収めました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

しかし、パーティーが進むということはお別れの時間が近づいているということでし

た。引率の澄さんが用意してくださったプレゼントをステイ先の青少年一人一人、

Oliver、Ines、陽子さんに渡しました。そのあとはお別れのハグをみんなとしました。

この１２日間の楽しかった夢のような時間が思い出され、涙が次から次へと溢れ、泣き

ながらハグしました。 

 パーティーが終わった後は、ホストファミリーと談笑したり写真を撮ったりとお別れ

までの時間を大事に過ごしました。そしてドイツの青少年と必ずまた会うこと約束しま

した。 

 

 

 



8 月 29,30 日~12,13 日目~                     乗松 慶行 

 

帰国 

ドイツでの長いようで短い生活も今日が最終日。9 時半にホステルをチェックアウト

し、タクシーで空港へと向かいました。空港には Ines や Oliver をはじめ、数名のドイ

ツの青少年も駆けつけ、温かくも少し寂しい別れの時間となりました。 

帰りの行程も行きと同様、アムスエルダムでトランジッションし、羽田へと向かいま

す。行きと異なるのは、みんな少し仲良くなっているということ。疲れてはいるけれど、

みんな近くに座っている者同士、残り少ない皆で過ごす時間を、トランプをしたり映画

を観たり、それから旅行中撮りためた沢山の写真を振り返ったりしながら過ごしました。 

そして無事羽田空港に到着。ここで団長からの言葉と集合写真の撮影があり、解散とな

りました。 

皆さん 2 週間の行程お疲れ様でした。また吉住区長はじめ我々を送り出して下さった

新宿区の皆さん、私たちを温かく迎えてくださったミッテ区の皆さん、プログラムに関

わったすべての皆様、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 日間本当にありがとうございました。 。 。 。 。 



 



江原 誠 

 

ホームステイ 

 私はホームステイで Henneberger 一家にお

世話になりました。ホストブラザーである

Simon、お姉さんの Leoni、お母さんの Kathrin、

お母さんの友人である Michael の 4 人家族で、

みんなとても優しく受け入れてくれました。お

家はホステルから地下鉄で一本、15 分くらいの

Eberswalder Straße 駅の近くにあるアパート

でとてもおしゃれな家という印象。ホームステ

イ初日は近所の人も一緒ににぎやかに私を歓迎してくれました。そこで Kathrin が作って

くれたのが Sauerkraut というドイツの伝統料理。キャベツを酢漬けにした料理で初めての

体験でした。Sauerkraut 自体は酸味と独特の風味があ

り変わった料理でしたが、一緒にでたソーセージやジ

ャガイモと一緒に食べるととても美味！また食べたい

ですね！食後は家族と近くの公園に行き卓球やバスケ

ットボールで軽く体を動かしました。Henneberger 家

にとって日課なのだそうです。 

 

 2 日目は Simon の友達と一緒に Tempelhof

空港に行きました。空港という名前がついてい

ますがここは現在公園として開放されています。

どうやらこの空港は冷戦時代にベルリン大空輸

と呼ばれる物資支給作戦が行われた舞台だそう

です。もともと空港なだけあってとても広い！

どれくらい広いかというと遠くの建物が小さす

ぎて見えないくらい広い！元空港と聞いて

いたのである程度は広いだろうなと予想し

ていましたがその予想の斜め上を行きまし

た…。ローラースケートや自転車で走ったり

のんびり本を読んだり、人々が思い思いに過

ごしていてとても雰囲気の良い公園でした。

自分も Simon たちとキャッチボールやスケ

ボーをして遊びました。 

 



 3 日目は Simon の家族と Mauerpark に行

きました。Mauerpark は直訳すると壁の公園

という意味でもともとベルリンの壁があった

ところに公園ができたそうです。ここで有名

なのが蚤の市とストリートミュージシャンた

ち。ベルリンに数ある蚤の市の中でも一番規

模が大きく人気なのがここで開かれる蚤の市

なんだとか。古着や食器、家具などなんでも売られていてのんびり歩いているだけで楽し

かったです。２日目に行った Tempelhof 空港に比べると小さいですがこの Mauerpark も

かなりの大きさ。蚤の市の周りの広い芝生ではバーベキューをする人やストリートミュー

ジシャンのパフォーマンスを見る人もいて楽しそうに過ごしていました。その中でもかな

りの人だかりを発見…。Simon に聞いてみるとよく

カラオケ大会が開かれているらしくかなりの人気を

誇っているらしい。多い時には数百人の人が見に来

ることもあり、Mauerpark 人気のスポットの一つら

しいです。Mauerpark はベルリンの壁の歴史を感じ

つつ今のベルリナーの生活を体験できるベルリン人

だけでなく、観光客にも有名なスポットなのです。 

 

旅の感想 

海外旅行の経験はありましたが長期滞在は初めて、ましてや日本語の通じない環境、し

かもホームステイもするということで行く前はとても緊張して前日は眠れないほどでした。

しかし団長の高橋さんや引率の嘉山さん、通訳の陽子さん、ミッテ区のオリバー、イネス

のサポートのおかげで楽しく充実した 2 週間を過ごすことができました。Simon や

Henneberger 家のみなさんも私を家族の一員として喜んで受け入れてとても感動しました。

ホストブラザーである Simon とも互いの文化の違いや歴史に関する考え方の違いなどの意

見交換をすることができ、貴重な体験となりました。意見交換をする中で感じたのがドイ

ツ人の歴史認識の深さです。私は私なりに勉強をしていたつもりでしたが質問に詰まって

しまう時もあり自らの甘さを痛感しました。これを機により深い勉強をすることができれ

ばと思います。また、ベルリンの壁を直接体験した 3 人の方たちのお話を聞くことができ

たりと、私にとってとても充実した時間となりました。このプログラムのサポートをして

くださった皆さん、ともに派遣に行った仲間たち、ドイツの青少年たち、そして私を受け

入れてくれたホストファミリーの皆様にお礼を申し上げたいと思います。ありがとうござ

いました！！ 

 

 



久保田 禮 

 

ホームステイ 

僕にとって初めてのホームステイは、嬉しさと驚きと感動がつまった素晴らしい 4 日間

となりました。 

泊まった Hass 家はベルリン市内にあるマンションでした。同い年 16 歳のホストブラザ

ーである Jakob と、心優しいお母さんと、弟である 10 歳の Benjamin の 3 人で暮らしてい

ました。 

同い年の Jakob は、まるで本当の兄弟のように、フレンドリーを通り越した親密さで僕

に接してくれました。嬉しい限りでした。 

Jakob は、夕食後、ほぼ毎晩私をつれて夜のベルリンの町を案内してくれたのでした。

ドイツの若者たちが集まるという夜の公園に一緒に出かけ、飲み物を片手に語り合い遊ん

だことは、今でも忘れられぬ思い出の１つです。またそれらのことは、よりたくさんの見

知らぬドイツ人の若者と交流する非常に貴重な体験となりました。 

弟の Benjamin も驚くぐらいフレンドリーに接してくれました。もてる限りの英語と少し

のドイツ語、身振り手振りのボディーラ

ンゲージを織り交ぜて、非常に積極的に

話しかけてくれたのでした。Benjamin

は、自らの態度で、言葉は通じなくとも

心は伝えられるのだということ僕に教

えてくれました。Benjamin が工作好き

だと聞いて、僕もおりがみなどを教えて、

交流を深めることが出来ました。 

 

週末は土、日 2 日とも家族全員で出かけました。 

土曜日は Wakeboard と呼ばれる、水上

スキーのようなものが体験できる湖に連

れて行ってくれました。この日は、日本人

青少年の一人である有香さんとそのホス

トシスターの Lexi を含めたそのホストフ

ァミリーと合流し、2 家族で一緒に過ごし

ました。 

僕にとっては、湖で水上スキーをやるというのがまず衝撃でしたが、日本ではできない遊

び、スポーツをするというのも、また 1 つ良い経験になりました。2 時間ほど Wakeboard

を体験し、ワイワイと楽しいひと時を過ごした後、着替えてお昼ごはんを食べに行きまし

た。 



お昼ご飯は湖のほと

りにある小さなレスト

ランにいって食べまし

た。僕はスパゲッティー

をごちそうしていただ

きました。おいしいごは

んを食べながら、有香さ

んと僕は 2 家族の前で、

それぞれ日本での生活

について話しました。自

分のホストファミリーだけでなく他のホストファミリーを交えてお話しできたことは非常

に良い経験となりました。 

その後、他の湖に移動し、そこで泳ぎました。水温は冷たく気

持ちよく、また、湖で泳ぐというドイツ文化をまた 1 つ体験する

ことが出来たのでした。泳ぐだけでなく、湖のほとりでボール遊

びをしたりして、楽しく土曜日を過ごしたのでした。 

 

日曜日はベルリンから車で４時間ほどのところにある遊園地に

連れて行ってくれました。 

この日は土曜日の 2 家族に加え、もう 2 人、日本人青少年の 1

人である文緒さんと、そのホストシスターの Anna が合流し、総勢 8 人で遊園地をまわり

ました。その遊園地には本当にたくさんのジェットコースターがあり、1 日中遊びつくした

のでした。一緒に行動することを通じてドイツ人青少年、Jakob だけでなく、Anna、そし

て Lexi と、さらに交流を深めることが出来たのでした。 

 

3 泊 4 日という短い期間でしたが、そこで出来たたくさんの温かい思い出を僕は忘れるこ

とが出来ません。ホストブラザーの Jakob を始め、温かく受け入れて下さったホストファ

ミリーに改めて感謝したいと思います。 

 

旅の感想 

交流では本当にたくさんのことを学ぶことが出来ました。そして、たくさんの新しい出

会いがありました。2 週間の滞在を通して、僕はどうやら筋金入りのドイツ好きになってし

まったようです。今後はドイツで得たものを日本でも存分に生かしていきたいと思います。 

そしていつかまたドイツを訪れることが出来るのなら、また彼らに会いたいなと、そう思

っています。 

 



佐藤 有香 

 

ホームステイ 

 私は Schulz 家にホームステイしました。メールで

私が甘党だと伝えると、ホストマザーが私のためにた

くさんのお菓子、ドーナツ、ジュースなどを用意して

くれていました。初日の夕食はお手製のドイツ料理を

バルコニーで食べました。日本よりも日の長いドイツ

も夕焼けを迎え、月を眺めながらゆっくり過ごしまし

た。 

翌日は湖へ。ホストファザーの車はベンツ！さすがドイツ！

そして時速 200キロ。さすがドイツ！すこし怖かったです…。

湖では水上スキーをしました。最初カーブが上手く曲がれず苦戦しました。姉御肌の Lexi

にコツを教えてもらいつつ 3 回挑戦すると一周回ることが出来るほど上達しました。遊ん

でいた他のドイツ人の方にハイタッチをしてもらいました。禮君がホームステイをした

Jakob の家族とともにお昼ご飯を素敵なレストランで頂きました。美味しかったです！午

後は森に行って、日光浴やボール遊びをしてもう一度泳ぎました。 

 

ホストファザーは音楽が好きなようで、音

楽の街、御茶ノ水を教えてあげると、Google 

Map でお気に入り登録してくれました 。遊

びつくした一日でした。 

 

ホームステイ 2 日目。本日は朝 5 時に起

床し、車で 3 時間かかる HEIDE PARK と

いう遊園地に連れて行ってもらいました。文緒と Anna も同じ車に乗って、枕を抱えいざ

出発。不思議な味のするハリボーをもらいつつ、うとうとしていると到着しました。現地

で禮君と Jakob と合流。遊園地のマップを開いてみると絶叫マシンが広大な土地にたくさ

ん乱立。遠目から見ても crazy なものもあり、怖くなりました。ドイツの遊園地の特徴は混

んでいないこと。日本では 2 時間ほど待つような人気のジェットコースターが、30 分ほど

で乗れてしまうので、休憩時間が短くハードでした。私は

昨日の水上スキーで肩が上がらないほど筋肉痛になってし

まい、ジェットコースターのシートベルトをさげるのに大

変てこずりました。ドイツ人 3 人の青少年と次はこれ、次

はあれとパーク内を歩き回りました。ドイツ人は歩くのが

速いので、日本人はパタパタ小走り状態でした(笑)。ですが、



日本人の方が持久力があったのでしょうか。閉園ギ

リギリまで遊びつくし、ハイテンションでした。日

本人というか私だけかもしれませんが…。帰りもま

た車で 3 時間ほど走ります。音楽をガンガンかけて、

クラブのような超ノリノリ状態でした。その日はと

ても疲れてしまっていたのですが、Lexi と帰宅後も

ゲームで盛り上がりました。 

ホームステイ最終日は Lexi のおじいちゃん、おばあちゃんのお家にお邪魔しました。お

二方ともドイツ語のみしかお喋りにならなかったため、電子辞書を駆使してドイツ語で少

し会話をしました。おじいちゃんは何故かずっと北欧の地図を広げられていて、真剣に眺

められている様子がとても面白かったです。日本の事にもお詳しく、歴史的な話をするこ

ともでき、とても良い経験になりました。 

 

旅の感想 

ドイツの歴史が大好きな私にとって、ドイツへ行くことは憧れでした。ですがそれと同

時に不安も大きかったです。親から離れての旅行は、修学旅行以外はしたことがなく、し

かも英語圏でもないということで出発前日の夜はなかなか眠ることが出来ませんでした。

しかしホストファミリーの皆さんは私にとても優しくしてくださって、「自分の家のように

生活してね。あと嫌なことは正直に言ってね。」と気遣って頂きました。さらに街で出会っ

た方も含めドイツの方は親切な方が多く、助けて頂いたりもしました。日本では最近おも

てなしについてよくテレビで特集されています。確かに駅の英語表記などはあまりドイツ

では見かけることがありませんでしたが、そういったものが必要ないほどドイツの方は困

った様子の人を見かけると助けてくださいます。こういった所は日本人が学ばなくてはい

けないところだなと強く感じました。 

またこの旅を通して学んだのが、伝えることの重要性です。今回はドイツの青少年とベ

ルリンの壁や強制収容所について一緒に深く学び考えることが出来ました。こんな機会は

ふつう得られるものではありません。もう二度と経験することはできないかもしれません。

ドイツ語が上手くないから、どうせ伝わらないと思ってしまい萎縮してしまうことが一番

いけないことだと気付きました。上手く伝えることが出来なくても、相手は一生懸命に理

解しようとしてくれました。きっと最初から細かく伝えることはできないのだから、Ya な

のか Nein なのかをはっきり言うことが始めの一歩だと思いました。 

 この旅はかつてしたことのない新しい経験で、いっぱいのものになりました。ドイツか

ら飛行機が離陸したとき、とても悲しくなりましたが思い残したことは一つもありません。

日本でたくさん学んで、またドイツへ行きたいです。Auf widersehen! 

 

 



柴田 凜太郎 

 

ホームステイ 

 8/21 初めてホームステイ先の家族と会った時とても緊張しましたが、英語を使って話し

ているうちに緊張は自然とほぐれていきました。その後ホームステイ先の家に行きました。

そこで早速、日本との違いがありました。家は 4 階建

なのにも関わらず、家の高さはとても高くて驚きました。

ドイツの家の天井は日本よりも高いのです。なので、部

屋はとても広々としていました。1 日目は初めてホスト

ファミリーと食事をしました。ホストファザーは日本に

ついてとても興味をもっていました。その日の食事では

日本についての質問をされました。日本の現在深刻な問

題などを英語で話すのはとても難しかったです。しかし

日本について英語で話している時は楽しかったです。そ

の後公園に行きました。ドイツでは 16 歳以上はタバコ

を吸えて、アルコールを飲めるので公園で自分と同じく

らいの少年がタバコを吸っていてとても驚きました。 

 

 8/22 ベルリンの街に行くと色々な歴史的建造物がたくさんありますが、その中でも圧倒

的な存在感を放っているのはベルリンドームです。ベルリンドームは教会ですが、装飾は

とても豪華で、華やかでした。中に入るとその大きさに圧倒されました。ドームの中の装

飾は白色をベースとしていて、ステンドガラスや像がたくさんありました。教会ですが、

上には展望台のようなものがありました。ベルリンを上から見下ろしてみると、初めにた

くさんの歴史的建造物が目にとまりました。歴史的建造物の周りには真新しいビルなどが

ありませんでした。日本と違い、歴史的建造物のある場所は外観を昔のままにしていると

ホストファミリーから教えてもらいました。この日は東ベルリンと西ベルリンに別れてい

たとき、境目であったブランデンブルク門にも行きました。  

サッカー大国ドイツに行ったということで

ホストファミリーにお願いし、サッカー観戦

にも連れていってもらいました。4 部リーグ

の試合でしたが、ファンはものすごく熱狂的

でした。ドイツでは公園で映画を鑑賞すると

いう文化が最近あるということを知りました。

その日の夜公園で映画を見ようとしましたが、

身動きがとれなくなるくらいに混んでいたた

め映画鑑賞は諦めました。 



8/23 朝から博物館にいきました。そこでの展示物はとても興味深かったですが、ベルリン

の壁やドイツが昔行ったことに対するホストファミリーの意見を聞く方が自分にとっては

興味がありました。今回の自分たちの学ぶべきことであったベルリンの壁に関する様々な

意見を聞くことができました。その後は船に乗りベルリンの街を堪能しました。ドイツに

来て初めてハンバーガーショップに入りまし

たが、ハンバーガーはとても大きくてお腹一

杯になりました。その後、お土産ショップと

本屋さんに行きました。本屋さんに入った時

真っ先に目に飛び込んできたのは大量の日本

の漫画でした。ホストブラザーは自分の知ら

ない日本の漫画まで知っていてとても驚きま

した。とても充実した 3 日間をおくることが

できました。 

  

旅の感想 

さよならパーティーで“I’m glad to meet you”と言われたときは本当に嬉しかったです。

今回のホームステイではドイツの文化を体験し、そして電力のことなどホストファミリー

と話し合えることができてドイツに行って本当に良かったと心の底から思うことができま

した。とても短い期間でしたが貴重な体験をさせてもらえてホストファミリーには本当に

感謝しています。Danke!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



千住 貞信 

 

ホームステイ 

初日（8 月 21 日） 18 時にホストファミリーがホステルに迎えに来てくれ、夕飯を食べに

ホストブラザーの Pelle のお父さんが経営しているレストランに行きました。 

 ドイツの料理が食べたいという私の希望で、シュニッツェルをいただきました。すごく

美味しかったです。お父さんが日本に影響を受けたのか、焼き鳥も出てきて驚きました。 

 夕食後 Pelle の友達のハウスパーティーに招待されました。ビールを飲みながら、サッカ

ーについてたくさんの人と話し合って楽しかったです。やっぱりサッカーはいいですね。 

  

2 日目（8 月 22 日） Pelle のお家は有名な庭氏が設計したらしく、そこで家族みんなで朝

ご飯をいただきました。こんなにも朝から食べるのかと思

うぐらい大量に食べ、ドイツ人の体が大きい理由が少し分

かりました。 

 午後は Pelle がサッカーチームに所属していたので、その

試合の応援に行きました。6 部の

試合だったのですが、観客も多く、

試合中は大声で両チームの応援

団が応援していたので、ドイツの

サッカー愛が伝わってきました。 

 サッカー観戦の後 Pelleと弟の

Niki と一緒にベルリンを観光し

ました。ブランデンブルク門を見

たり、KaDeWe というデパートにも行ったりして、ベルリンを満

喫しました。 

 夜にはスーパーでビールと夕飯を買って、公園で食べました。そこで日本のアニメや漫

画がドイツでとても人気ということを知らされ驚きました。 

 

3 日目（8 月 23 日） 2 日目と同様に朝ご飯をお庭で食べ、朝

食後 Pelle 一家とサッカーをしに出かけました。家族みんな上

手くてビックリしました。 

 サッカーの後 Pelle の運転でサンスーシ宮殿に行きました。

サンスーシ宮殿はとても広く、見回れてない所がまだあったの

で、もう一度行きたいなと思いました。 

 夕食はお家のお庭で BBQ をしました。 

 BBQ の後、一家で卓球大会をしました。ドイツは卓球大国



らしく、Pelle の一家も皆上手で、一勝もできず残念でした。 

 ダンケ！！！ 

 

旅の感想 

 2 週間の旅はあっという間で、充実したものでした。他の日本人のメンバーと打ち解ける

か、ドイツの子達とコミュニケーション取れるのか、ホームステイ先の人たちと上手くい

くのかなど、不安な部分もたくさんありましたが、周りのサポートもあり万事上手くいき

ました。本当に感謝しています。ありがとうございました。 

 旅のなかで特に印象に残ったホームステイでは、8 人の兄弟と両親の温かいおもてなしの

おかげで、一生忘れられない体験ができました。私がドイツ語を話せなかったので、私に

少しでも理解してもらおうと、身振り手振りを使った全力の話し方は、本当に嬉しかった

ですし、私たち日本人が見習わなければならいことだと思いました。 

 こんなにも素晴らしい体験をさせてもらいましたので、今後とも新宿区には青少年交流

会を続けて行って欲しいですし、何か私にできることがあれば手伝っていきたいと思いま

す。 

 ダンケ！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



田畑 美和 

 

ホームステイ 

 私のホストファミリーは、Dominique、お父さん、お母さん、ネコ、ラットが 2 匹、ハ

ムスターの 7 人家族でした！笑 

 Dominique の家に入った瞬間「あなたは私たちの家族よ」と言い、温かく迎えてもらい

ました。 

 ホストファミリーの家では、毎日朝 9 時までたっぷりと寝

かせてもらい、朝ご飯には、ドイツのおいしいパンとコーヒ

ーをいただきました。ドイツのパンは、とてもおいしく、た

くさんの種類のハム、チーズ、ジャム、マーガリンなど、パ

ンと一緒に食べるものも豊富で楽しい朝ご飯でした。 

 連れて行ってもらった場所は、大きなスーパー、サンスー

シ宮殿、シャルロッテンブルク宮殿、BioBackHaus.mit Café

というカフェ、ヴァルトビューネ、ベルリン大聖堂、アイス

クリーム屋さん、ケバブ屋さん、です。 

連れて行ってもらったスーパーは、ホステルの近くにある

小さいのとは違い、大きなスーパー。本当に何でも売っています。入った瞬間、さっそく

Deposit。ドイツでは、ペットボトル、ビンは全部リサイクルす

るのです。規模以外で日本と違うな、と特に思ったのが、ハム

とチーズ、ヨーグルトの種類が多いこと。ヨーグルトは好きな

のを選んで買っていいよ！と言われ、買ってもらいました！そ

の後ホストファミリーの家では毎日、人の分までヨーグルトを

食べましたが、ものすごくおいしい！ 

 サンスーシ宮殿では、日本との規模の違いに驚きました。本当に大きい。世界史が大好

きな私は、中に入るのを楽しみにしていましたが、混んでいて次の回のチケットが 17：30

～。ものすごくがっかりしている私を見て、次の日はシャルロッテンブルク宮殿につれて

いってくれました。 

 シャルロッテンブルク宮殿では念願の見学がで

きました！なんというか、日本とは規模が違いす

ぎで言葉が出ません。1 つ 1 つ違ったテーマを持

つたくさんの部屋、豪華な装飾、ここは美術館か！

と突っ込みたくなるほどたくさんの絵画…。たく

さん写真を撮りました！本当に贅沢な時間でした。 

 BioBackHaus.mit Café というカフェでは、大

きなケーキを食べ、ヴァルトビューネという野外



コンサートホールにロードーオブザリングのコン

サートを見に行きました。美しい森の中にあるコ

ンサートホールで聞くオーケストラの演奏や美し

い歌声に、本当に感動しました。 

 ベルリン大聖堂は、観光バスで見た時から気に

なっていた場所です。ちょうどお祈りの時間で、

初めて生の牧師さんの話を聞きました。パイプオ

ルガンの音色は美しく、ドーム全体に響き渡りま

す。シャルロッテンブルク宮殿と同様、調度品が豪華

で、本当に美しい。 

 ベルリン大聖堂の帰りには、あの有名な、ケバブを

夕飯に買って帰りました！アイスクリームも買い食べ

ながら帰る…なんて幸せ！ケバブは大きくて具が盛り

だくさん！アイスクリームはたったの１ユーロで、私

はベルリンのアイスクリーム屋さんが大好きです！ 

 Dominique のお父さんは、とっても優しくて、笑顔

がチャーミングな人でした。私の英語を一生懸命聞いてくれて、うれしかったです。お母

さんは、Dominique を通じて私のことを気にかけてくださっているようで、しっかりとし

た、やさしい人でした。言葉は通じず、直接お話ができませんでしたが、2 人の温かさを十

分に感じ、2 人とも大好きになりました。 

 Dominique は、お姉さんのような存在です。ある美しいマグカップをサンスーシ宮殿で

もシャルロッテンブルク宮殿でも私が欲しそうにして

いたのを見て、最終日のさよならパーティでサプライ

ズでプレゼントしてくれました！私は、「ほしいものが

どうして分かったの？」と感動！！そんな風に、いつ

も私のことを気にかけ、見ていてくれた、お姉さんで

す！1 番大好き！ 

 本当に素敵なホストファミリーでした！！私のホス

トファミリーになってくれて Danke schön!  

 

旅の感想 

 この派遣に参加することができて、本当に良かったと思

います。旅行や留学とは異なる、青少年交流派遣でしかで

きない経験がたくさんできました。ベルリンの壁やナチス

ドイツについてなどの学問的な経験はもちろんのこと、た

くさんの人々との出会いは、私にとって忘れられない宝物



となりました。新宿区長やミッテ区長との出

会い、ドイツ人青少年との出会い、オリバー、

イネスとの出会い、すみさん・団長との出会

い、通訳の陽子さんとの出会い、日本人青少

年との出会い…。1 人 1 人との出会いが私に大

きな影響を与えてくれているのが、派遣後 2

週間たった今、強く感じます。この派遣に参

加しなければ、出会わなかった人ばかりです。

そして、この派遣でなければ、ここまで強い

思いは生まれなかったと思います。「人との出会い」が青少年交流の魅力だと感じました。 

 異文化交流という青少年交流の目的に合ったプログラムであり、考えることづくしの 2

週間のおかげで日本に帰ってから、やりたいことがたくさんできました。ドイツ現代史、

ドイツ語、英語、日本が抱える歴史問題について、世界各地の紛争について、自分の将来

の進路について…。このたった 2 週間が与えてくれたものは、私に大きな変化をもたらし

ています。 

 本当に素敵な人たちと出会えた 2 週間でした。最後になりましたが、私たちを支えてく

ださったミッテ区、新宿区、などの多くの方に感謝申し上げます。今後もこうした派遣が

続いていくことを願っています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



寺本 清香 

 

ホームステイ 

 私は奥さんをとても優しく大事にしているお父さんのマーティンとジョークが好きでよ

く笑う笑顔が素敵なお母さんのアンニャ、そして見た目は 18 歳とは思えないほど大人びて

いるけど中身は茶目っ気たっぷりのララの 3 人暮らしのお家にホームステイしました。 

 8 月 21 日の夕方ホステルに迎えに来て

くださいました。そのまま車でオリンピア

スタジアムに向かいました。そこはベルリ

ンのサッカーチームであるヘルタ BSC の

ホームスタジアムで、私のリクエストでヘ

ルタ BSC 対ヴェルダー・ブレーメンの試

合を観戦するために行きました。途中で夕

食としてアンニャが作ってくださった美

味しいピザをいただきました。スタジアム

に入る前に芝生で飲み物を飲みお菓子を

つまみながら、ホストファミリーとお話し

しました。すると、5 人組の男の人に話しかけられました。彼らはフィンランド人で、ベル

リンに旅行に来ていたそうです。日本人の私は珍しかったようでたくさん質問されました。

ムーミンやサンタクロースを知っているかと聞かれ、知っているし、日本にはムーミンカ

フェもあると教えると、驚き喜んでいました。また、彼らはキティちゃんを知っていると

いっていました。日本ではこんな風に初対面の人と話したりすることはないので、私にと

ってはとても新鮮でしたが、ララはよくあることでみんなフレンドリーだといっていまし

た。試合は残念ながら 1 対 1 で引き分けでしたが、応援歌を歌ったりプレーに一喜一憂し

たりと楽しく応援できました。また、日本代表でもある原口元気が出場していて嬉しかっ

たです。お家に着いたのは深夜の 12 時近くでした。その日はふかふかのベッドでよく眠れ

ました。 

 次の日は朝の 9 時までゆっくり寝ました。私のホストファミリーは土日の朝は早起きは

せず、のんびり過ごすものだと言ってましたので、とても助かりました。このお家では朝

食はお父さんのマーティンが準備と片付けをするというルールでした。9 時半に食卓につく

と目の前には、何種類ものハムとチーズが並び、小さなかごにはいろんなパンが入ってい

て、まさにドイツの朝食という感じでした。どれも美味しく、私は朝からたくさん食べて

しまいました。そのあとは車で出かけしました。アウトバーンに乗ってシュプレーヴァル

トというのどかなところに行きました。そこではボートに乗りました。豊かな自然と新鮮

な空気でとてもリラックスできました。ベルリンは緑が多い街だといわれていますが、そ

れでもこうやって時々地方に行き自然を楽しむそうです。昼食は昔駅だった建物をレスト



ランにしたお店で伝統的なドイツ料理をいただ

きました。おもしろかったのはそれぞれ別のメ

ニューにしたのにそのすべてにじゃがいもが違

う形で含まれていたことです。私はスープ、マ

ーティンはジャーマンポテト、アンニャは蒸し

たじゃがいもにチーズのソース、ララはコロッ

ケのようなものでした。じゃがいもがどれほど

ドイツの食文化に関わっているのかがよくわか

る出来事でした。ベルリンのお家に帰るとララ

が紅茶を淹れてくれ、一緒に飲みながら、私が日本から持参したファッション雑誌を読み

ました。とても珍しかったようで大いに盛り上がりました。ララにとってはどうして流行

るのか理解できないほどダサいものもあったそうでとても困惑していました。そもそもド

イツではあまり流行りがなく、日本の女の子たちが流行りに乗って同じような服を着るの

が不思議だと言っていました。この話に私はとても考えさせられました。その日の夜は颯

代さんのステイ先に遊びに行き、深夜までカードゲームをしました。週末の夜は友達の家

に集まり、遅くまでゲームを楽しむのはドイツ人の習慣だそうです。とても楽しかったの

ですが、日本ではあまりないことなので驚きました。 

 ホームステイ最終日の朝ものんびり優雅に過ごしました。そして、ララと一緒に地元の

教会に行きました。こじんまりとしていて地

域の人に愛されていることがよくわかる教会

でした。神父さんの話はドイツ語だったので

理解できませんでしたが、讃美歌はとても美

しいものでした。お家に帰ると、アンニャが

昼食の準備をしていました。しばらくすると、

ララのお兄さんとそのガールフレンドが遊び

に来ました。みんなでアンニャの作ってくれ

た昼食を楽しみました。ミートロースに紫キ

ャベツ、じゃがいものお団子のようなもの、

どれも絶品でした。そして、みんなよく話

します。日本のこと、ドイツのこと、学校

のこと、家族のこと…たくさんの話題で盛

り上がり、食事はどんどん進みました。昼

食のあとはお昼寝をし、夕方になってから

私とアンニャとララで街に出かけました。

私の大好きなチョコレートを買いに行き

ました。2 人はリッターというチョコレー



トブランドのお店に案内してくれました。思う存分チョコレートを買った後はオープンカ

フェでお茶をして、ベルリンの街を散歩しました。電車でお家の近くまで行き、近くの公

園に夕日を見に行きました。公園の丘に上り、ベルリンの街に沈んでいく美しい夕日を眺

めました。 

ホストファミリーと過ごした日々は本当に充実していて、楽しいだけでなくたくさん学

べました。時間が過ぎるのがあっという間で、お別れするのがさみしかったです。マーテ

ィン、アンニャ、ララありがとうございました。 

 

旅の感想 

13 日間の滞在中、毎日驚きと感動の連続でした。この旅を通して知り合ったドイツの青

少年とはお互いの国のファッション、食べ物（主にスイーツ）、キャラクターからベルリン

の壁、戦争の学び方、戦争に対する認識について幅広く話すことができて本当に素晴らし

い時間を過ごせました。普通の旅行では決して経験できない貴重なものです。職員の方々、

Werk9 の職員と青少年たち、ホストファミリー、一緒にベルリンに行った特派員のメンバ

ー、送り出してくれた家族、この旅でお世話になったすべて方々に感謝しています。未熟

でたくさん迷惑をかけてしまったと思います。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



乗松 慶行 

 

ホームステイ 

 私は 16 歳の Aaron をはじめとする 3 人家族にお世話になりました。ホームステイ 2 日

目に私の 20 歳の誕生日を控えていたため、初日の夜から翌日にかけて、美味しいレストラ

ンに連れて行ってもらい、日付が変わった直後には誕生日ケーキで祝ってもらいました。

まだまだ出会ったばかりだというのに、家族皆優しく、思い出に残る誕生日を過ごすこと

が出来ました。 

 夜が明けると、ホストファーザーの親友の結婚

式へ連れて行ってもらいました。場所は Göttingen

郡の Duderstadt という小さな田舎町。式は、そこ

にある大きな教会の一つで行われました。讃美歌

の荘厳な響きは素晴らしく、また Aaron が逐一通

訳をしてくれたおかげで、式も楽しめました。式

が終わるとホテルでパーティーが始まり、パーテ

ィーに関心の薄かった私たちは、田舎道を散歩し

ながらずっとお互いの関心事について日付が変わ

るころまで話し合いました。 

 ベルリンへ帰るとそこから Aaron と市内観光を

して、再び家へ。Aaron の年長のいとこが遊びに

来ていたので、3 人で夕飯を食べつつ日本のゲーム

談義をしていました。Aaron もそのお兄さんも、

日本人の私より日本のゲームを愛していました。特に驚きだ

ったのが、二人とも戦国時代のゲームをやっていたため、戦

国武将の名前によって日本の地理関係を説明できてしまっ

たということでした。島津は九州、毛利は本州の西端、など

など。ゲームが文化の橋渡しをしているのを目の当たりにし、

改めて日本のゲームの凄さに気づかされた経験でした。ちな

みに、Aaron は日本のアニメも好きで、逆に私が日本のアニ

メを勧められてしまいました。 

 このようにお互いの文化に深く突っ込んだ話をすること

のできたホームステイで、20 歳を迎えたこの夏のひとときは、

大変興味深く、楽しいものでした。 

 

 

 



旅の感想 

 日本語を話さない人々と接する、これはあまり日本では出来ない経験で、私自身もその

ような経験はほとんどなかったです。したがってドイツに行った当初は、異文化圏に生き

てきたドイツ人達との間に心理的な距離感を抱きました。笑顔を見せてくれるが、果たし

て何を考えているのだろうか。ハグや握手は、日常的にするものなのだろうか。細かい所

作一つ一つに至るまで、文化的な差異を感じざるを得なかったのですが、打ち解けてみる

と、そんなものは杞憂だと気づかされました。 

 拙い英語を駆使しつつ、自分のことを伝える。そしてこちらが質問すると教えてくれる。

こうした、相手のことを知ろう、たとえ拙い言葉でも自分の考えを表明し、相手の言葉に

耳を傾けよう、そうした姿勢を続けることによって、曲がりなりにも信頼関係は形成され

てゆくのだと感じ続けた日々でした。 

 「知る」姿勢を貫くことの大切さは、このプログラム通しても度々出てきました。「ナチ

スによる惨禍を繰り返さないためには、我々は正しい事実を知り、強い意志を持って行動

しなくてはならない。」「ベルリンの壁崩壊からおよそ 25 年が経過し、当時の教訓が過去の

事実へと風化していく中で、生き証人たちの言葉に耳を傾けてゆく必要がある。」「青少年

交流を通して異文化を学ぶ」というこのプログラムのテーマは、すっかり頭の片隅に押し

やられていましたが、こうしたメッセージを通して結果的に、異文化理解へのヒントのよ

うなものを得られたと思います。 

 また一概に「知る」と言っても、知ることが出来る状態にしておくことも大切で、それ

はここでは言語を学ぶことであったり、文化を知ることであったり、様々考えられます。

私の場合は、ドイツ語をほぼ知らないままに、「ありがとう、こんにちは、乾杯！」のみを

覚えてこのプログラムを終えてしまったのが一つの後悔でした。ドイツ人達は皆英語が堪

能で、こちら側さえ英語を話せれば何も苦慮することはなかっただけに、その状態に甘ん

じて相手の言葉を知ろうとしていなかったかもしれません。また頼みの綱の英語も、まだ

まだだなぁというのが実感で、単純に学校の勉強で嫌々やる英語とは違う、大切な友人の

ことをもっと「知る」ための英語を学びたいなと強く感じました。 

 さて、ドイツから新宿へと目を移しても、同じことが言えるのではないでしょうか。区

民の一割は外国人で、彼らは日本人からしてみると異なる文化、言語を持つ他者です。し

かし今後街が経済的にも、文化的にも豊かであり続けるためには、「手に手を取って生活を」

こんなことが言われるでしょう。じゃあどうするの？私は、食や風俗などを通し、相手の

文化を「知る」、またその時には「言葉を知る」ことが良い潤滑油になると思いました。 

 最後となりますが、今回のプログラムは私にとって貴重な経験で、思い出に残る 20 歳の

夏でした。このプログラムの運営に尽力して下さった、新宿・ミッテの職員の皆さん、い

つも優しく、何でも教えて下さった Yoko さん、そしてプログラムに関わったすべての人に

感謝の気持ちを伝えたいです。ありがとうございました。Danke schön!! 

 そしてこの経験が、何か私たちの暮らしに、将来に生かされれば、幸甚に思います。 



半谷 颯代 

 

ホームステイ 

8 月 20 日：私のホームステイ先の

Cihan は、仕事をしている方だったので、

BBQ をしたこの日に初めてお会いしま

した。それまで抱いていた不安も吹き飛

ぶような、とても楽しく素敵な人で、奥

さんのMadeleineさんも優しい人でした。

英語が苦手な私にわかりやすいように簡

単な英語でゆっくり話してくれる Cihan

だったので、自己紹介やドイツにきての

感想など様々な話をすることができまし

た。 

8 月 21 日：18 時に Cihan がホステルに迎えに来てくださり、ついにホームステイが始

まりました。バスに乗ってミッテ区から離れ、自然豊かな住宅街へ向かいました。幼稚園

や公園が多く、子持ちの家族にとってとても住みやすい地域であり、ミッテ区と少し違っ

た雰囲気に魅かれました。この日の夕食は、近所の伝統的なドイツ料理レストランに連れ

て行ってもらい、Madeleine のお母さんと 1 歳の娘 Leyla ちゃんも含め 5 人での食事でし

た。シュニッツェルやベルリン発祥のビールなどおいしい料理をいただき、他の料理の説

明もしていただきました。成人式・大阪・富士山・東京など色々な写真を見せ、日本のこ

とを伝えることもできました。そして Cihan 宅の部屋案内をしてもらい、ドイツでは地震

がないので日本ではできないような食器のおしゃれな置き方やインテリアに魅せられまし

た。 

8 月 22 日：この日は朝にスーパーへ買い出しに行き、新しい食品を発見するなどした後、

クダン通りでショッピングと写真展に連れて行ってもらいました。ショッピングでは日本

にもある店と、日本にはない店のどちらにも行くことができとても楽しかったです。写真

展では、写真家の Madleine さんが解説をしてくださり新鮮でした。たまたま東西ベルリン

と統一後のベルリンの写真特集が開催されており、非常に勉強になりました。ドイツの白

黒のプリクラを一緒に撮り、日本のプリクラとの違いも楽しみました。夜は Madleine さん

と料理を一緒に作り、清香と Lara を招いて Phase10 というカードゲームで 4 時間以上遊

びました。同じゲームをここまで長時間続けるのかと清香と 2 人で驚いていましたが、ド

イツでは家族でゆっくりカードゲームをすることが多く、特にクリスマスなどはそのよう

に過ごすそうです。 

8 月 23 日：この日の午前中は Cihan と公園に行き卓球をしました。ラケットは持ってい

たのですが、ボールをもっていなかったので近所の方に借りようと数軒回り、最終的には



公園で卓球をしている人にボールをもらうというスタイルが少し面白かったです。東京よ

りも近所の人とのコミュニケーションが活発なのだろうと思いました。そして午後にはポ

ツダムにあるサンスーシ公園で散歩をしました。

あまりの広さにとても疲れましたが、photo walk

をして素敵な時間を過ごしました。夜は Cihan

と友達の Rusen と 3 人でバーに行き、映画・漫

画・アニメ・ゲームの話や漢字の当て字をして笑

って過ごしました。Rusen は日本のこれらの文化

に興味があるそうで、かなり日本の事を質問され、

自分なりに伝えられたと思います。 

8 月 24 日：ホームステイ最後の夜は、

Cihan・清香・Lara と Rusen 宅で Rusen

の彼女も一緒にテレビゲームをしました。

スイカとチーズを一緒に食べるとおいし

いと言われるなど驚くこともありました

が、ゲームをしていると言葉の壁があっ

ても日本人と遊んでいる時と変わらない

と思えて、嬉しかった 1 日でした。 

8 月 28 日：さよならパーティーには、

Leyla ちゃんが残念ながら来られませんでしたが、Cihan と Madleine と Rusen まで来て

くれて感動しました。 Cihan と Rusen はトルコ人な

ので、トルコ風のダンスを教えてくれるなど新しいこ

とを知ることもできまし

た。私はホームステイ先の

方々とはこの6日間しか関

わることができませんで

したが、今回のプログラム

で一番思い出深い日々で

した。きっと私の人生でホームステイは後にも先にも今回だけだと思うので、本当に最高

の家族に受け入れていただいたことに、感謝でいっぱいです。 

 

旅の感想 

ここに私の感想を書ききることが難しいほど、このプログラムの全日程は充実したもの

でした。ベルリンの壁についてもしっかり学び、聞く機会はなかなかないと思われる 3 人

の生き証人の話も聞くことができ、いい経験になりました。Buchenwald 強制収容所を訪れ

たことも一生忘れられない記憶になりました。ドイツの青少年たちとの交流も、自由時間



やカヤック体験などで様々な話をすることができ楽しかったですし、彼らのディベートの

時のしっかりとした意見や質問が飛び交う姿から沢山学ぶことができました。 

 また、私はドイツの環境対策を生活の中から見つけだす

ことを自分の目標にしていました。ドイツは店が閉まるの

が早く無駄に夜の電気を使わない・日本人よりも暗い部屋

を好み、間接照明のような少しの光の下で生活する事を好

む・細かいごみの分別をすることが市民に定着している・

デポジット式によってビンや缶やペットボトルなどがた

だのゴミとなることがない（ホームレスの人の足しになる

ようにとわざと道路に空き瓶を置いている青少年もいた）など多くの発見ができて満足も

しています。 

 大好きな仲間と約 2 週間過ごすことのでき、毎日がかけがえのない日々となりました。

この場を借りて、私を支えてくれた人々全員にお礼を言いたいと思います。ありがとうご

ざいました。Vielen Danke!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三浦 彩由香 

 

ホームステイ 

今回、私はBukowski家にホームステイをしました。

ホストシスターGreta には 10 歳の妹と一人暮らしを

している大学生の姉がいます。4 日間という短い時間

ではありましたが、色々なところへ連れて行ってもら

い、様々な経験ができ、充実した時間を過ごすことが

できました。 

  

ホストシスターの Greta はバスケが大好きな 18 歳の女の子です。用意してくれた部屋に

は布団があり、感動しました。ホームステイ初日はお父さんと Greta と私の三人でケバブ

を食べに行きました。ケバブの量は多く、半分も食べることができませんでしたがおいし

かったです。Greta とお父さんは寿司が好きなようで、ドイツと日本の食文化についての話

で盛り上がりました。一旦家に帰ったあと、Greta と Greta の友人の Frieda と一緒に Spree

川を眺めながら、たくさん話しました。彼女らはドイツの歴史について詳しく話してくれ、

ドイツの国歌も歌ってくれました。私も日本の国家を歌いました。途中、Greta の友人達に

会いました。日本人の私を遠ざけることなく接してくれて本当に嬉しかったです。 

 

ホームステイ2日目はAnnaと矢羽々さんと一緒にAlexanderplatzでショッピングです。

買い物に行く前に、Greta のアルバイト先のアイスクリーム屋さんに行き、アイスを食べ、

ドイツ式のプリクラを撮りました。そのあと待ち合わせの時間まで時間があったので、

Greta はドイツの民族衣装を着てくれました。とても綺麗でした。Anna と矢羽々さんと

Greta の友人 Frieda と一緒にショッピングモールやクッキー屋やアンペルマンショップな

どに行きました。途中、黒子のバスケやセーラームーンの衣装を着た外国人のコスプレー

ヤーを見つけ、衝撃を受けました。また、ベルリン大聖堂や小さな教会にも行きました。

ベルリン聖堂は近くで見ることができ、感動しました。お昼は、

五人でケバブを食べました。ホームステイ初日に食べたケバブ

とは見た目も味も全然違い、また違ったおいしさがありました。

その後、Frieda と Anna と矢羽々さんと別れ、Greta と迎えに

きてくれた Greta のお父さんと一緒に Spree 川のクルーズを

楽しみました。一昨日のカヤック体験の時に、たくさんの遊覧

船を見かけ、乗ってみたいと思っていたのでそれが叶って嬉し

かったです。やはり、水の上から眺める景色は一味違いました。

一生の思い出になりました。Spree 川のクルーズの後は、閑静

な住宅街にある隠れ家のようなレストランでドイツ料理を食



べました。本当に静かな場所で、不思議な空間でし

た。レストランの雰囲気も素敵で、良い時間を過ご

すことができました。 

 

ホームステイ 3 日目には、Greta とお父さんと一

緒にポツダムに出かけました。ポツダムは森に囲ま

れ空気が綺麗な場所でした。ポツダムの代表的な宮

殿、Schloss Sanssouci はフリードリヒ二世が人生

の半分を過ごした場所です。階段状になったぶどう園の上に建つロココ様式のサンスーシ

宮殿は息を呑むほど美しかったです。さらに、ちょうど雨の後でサンスーシ宮殿には虹が

架かっていて、それもまた綺麗でした。サンスーシ宮殿の中は細部にまで装飾が施されて

いて、その装飾にもこだわっていることからフリードリヒ二世が愛した宮殿であることを

改めて感じました。またサンスーシ公園の西側にある新宮殿も見に行きました。300室近く

あるバロック式の大宮殿です。宮殿の屋根には 292体のギリシャ神話の神々が立っており、

宮殿の大きさに圧倒されました。中は海をイ

メージした部屋などがあり、装飾一つ一つに

こだわりを持っている様子が伺えました。プ

ロイセン王家の威光を伝える、素晴らしい宮

殿でした。家に帰ると、別荘に行っていたお

母さんと妹と会うことができました。お母さ

んにドイツ語で自己紹介を行ったところ、驚

いてくれました。実は、ポツダムの帰りの特

急電車で Greta と一緒にドイツ語の自己紹介

を練習していたので、英語があまり得意ではないお母さんに無事、言えることができてほ

っとしました。夕食はお母さん手作りのスパゲッティです。夕食を食べていると、Greta

の友人の Ann が家にやってきました。彼はとても陽気な人で面白かったです。忘れられな

い一日となりました。 

 

ホームステイ最終日はほとんどが青少年の団体行動でした。家に帰ると Greta のお姉さ

んが遊びに来ていました。彼女はこのプログラムで以前日本に行ったことがあり、日本語

で自己紹介をしてくれました。言葉では言い表せないほど、楽しい、充実した 4 日間でし

た。 

 

旅の感想 

今回のプログラムでは明確な目的を持っていたことで、沢山のことを学ぶことができま

した。最初は、コミュニケーションをとることに臆病になっていましたが、ドイツの青少



年の積極さに刺激を受け、徐々に積極的になっていくことが

できたかなと感じています。自分の興味のあった環境問題に

ついても、いろいろ知ることができました。CO2削減のために、

自転車が走れる道の整備をし、自転車の使用を増やしていた

り、デポジット制を設けていたりと実際にドイツに行ったこ

とで、新たに知識を増やすことができました。また、歴史的

な場所を数多く見ることができたこと、ドイツの青少年と交流がで

きたこと、プログラム全てに満足をしています。ドイツで過ごした

時間はかけがえのない宝物です。このプログラムで得た経験を無駄

にせず、これからの人生に活かしていけるようにしたいと思います。

このようなプログラムに参加する機会を与えていただき、本当にあ

りがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



森 彩華 

 

ホームステイ 

 私にとって人生初めてのホームステイは、5 人家族

の Crowe 家にお世話になりました。家族構成は、お

父さんはイギリス人の Nick、お母さんはポーランド

人のAnia、そして 20歳の姉Martha、17歳のNathan、

11 歳の弟 Django です。Nathan は普段目が合うとに

こっと優しく微笑みかけてくれますが、基本はクー

ルな性格だと思っていました。でも家につくと一変。

家族への愛がとても強く、とっても可愛らしかった

です。特に弟を溺愛しており、暇さえ見つけると弟とじゃれあい、まるで大型犬のようで

した(良い意味です！) 。 

 私は中学・高校で英語を勉強したきり、大学では全く英語を勉

強していなかったためほぼ英語が喋れません。Nathan は他のド

イツ人の子たちよりずっと英語の発音が良く(ネイティブなので)、

本来なら聞き取りやすいはずだったのですが私には耳が追いつ

かず……、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。でも、陽

子さんが「簡単な英単語で喋ってあげてね」と Nathan に言って

くださり、Nathan も気を使ってくれて、ゆっくりと簡単な言葉

で話してくれました。また、家族もゆっくりと私が理解できるま

で何度も話しかけてくれたので緊張していた気持ちがほぐれま

した。家族全員とても優しく、そしてとても可愛くて、私は常にウキウキしていました。

また、家では常に音楽が流れていました。Nathan は自室でギターを弾き、リビングではお

父さんが音楽を流して歌いながら踊っていたり。私は Nathan の部屋でギター演奏をいつ

も聴かせてもらっていました。ちなみに家では家族全員流暢な英語で会話しており、「私は

イギリスに来たのかな！？」と錯覚しそうでした。 

 まず最初の日は夕食をご馳走になりました。私が手伝おうとすると「貴方はゲストなん

だから、なにもしないで！」と笑顔で制されてしまいました…。夕食はびっくりする程お

いしくて、特にチーズを焼いたものは本当においしくて何個も食べてしまいました。また、

夕食後に日本からのお土産を渡すととても喜んでくれました。そのあとに兄弟 3 人と私で

アイスを食べに行きました。弟の Django が注文をしてくれたのですが、流暢なドイツ語で

会話していたのでとても驚きました。11 歳にしてバイリンガルって、凄い。夜は私のリク

エストで映画「サウンドオブミュージック」を Martha と Nathan と私で観ました。観て

て思ったのは、笑いのつぼが違う……ということです。 

 次の日はまず、Berlin Konzerthaus の館内ガイドツアーに行きました。大ホール、室内



楽ホール、ホワイエなどを紹介してくれるものです。

全部解説がドイツ語だったのですが、横で Nathan

が簡単な英語に翻訳して教えてくれたのでよく分

かりました。中でも、大ホールの美しさには圧倒さ

れ、二人で思わず息を飲みました。 

 家に一旦帰り、私が日本から持ってきたカップ麺

を食べ、映画の続きを観て、夜にはオペラを観まし

た！会場まではお父さんが車で送ってくれました。オペラといっても、大衆向けのお笑い

要素が入ったオペレッタ的な作品で、内容は「セヴィ

リアの理髪師」。ロッシーニ作曲の「セヴィリアの理

髪師」がとても大好きなので、とても楽しめました。

日本では絶対見ることの出来ないスタイルで観る事

が出来てとても嬉しかったです。帰り道は、電灯の全

くない道を通って帰ったのですが、怖すぎて Nathan

にしがみついてしまいました。 

  

 次の日はまず、週末に公園で開催されているフリーマーケットに行き、その付近ではた

くさんの路上ミュージシャンが演奏をしていたのを聴きました。日本だと路上パフォーマ

ーたちにはほとんどの人が見向きしませんが、ここでは１人のアーティストにつき、信じ

られないほどの大勢の人が集まっていて、更にお金をどんどん入れていくのでとても驚き

ました。そのあとに、Jazz ライブに行きました。これも日本だとあまりないスタイルで、

勉強になりました。現代的な音の運び方が耳に気持ちよく、Nathan もずっと「興味深い…」

と呟いていました。その後、BODE-MUSEUM の前で行われる野外クラシックコンサート

を観に行きました。2000～3000 人の人が集ま

り、夕方から夜にかけて音楽を聴いていました。

私は不安定な橋の手すり(？)の上で Nathan と

聴いていたのですが、あまりにも寒くて怖くて

(下は川です)、普段なら寝てしまいそうなしっ

とりとしたメロディラインの曲でも一切眠気が

襲ってきませんでした。 次の日の朝は Werk9

で集合し、久々に日本語を耳にして、不思議な

感覚でした。夜は再び Crowe 家へ。夜ご飯はお

父さんが作ってくれた、サーモンライスです。夜は再び映画を観たのですが、今度はホラ

ー映画。Nathan が解説してくれたのですが、内容が難しすぎて結局よく分からなかったで

す……。 

  



翌朝、家を出る時にはとても悲しくて涙を堪えました。「次はさよならパーティで会いま

しょう」というお母さんの言葉で、Berlin を離れる日が刻々と近づいて来ていることを改

めて実感し、更に悲しくなりました。 

 

旅の感想 

 私にとって 2 回目のドイツでしたが、初めての Berlin、初めてのホームステイ、初めて

の外国人青少年との交流、初めての海外の電車移動、と初めてづくしの 2 週間でした。ま

ず、外国人の友人が今までいたことがなかったので、今回たくさんの友人が出来て本当に

嬉しかったです。日本に帰って来ても、メールをしたり LINE や Whatsapp、Facebook で

連絡を取り合ったりしていることが以前の私から考えるとありえないことであり、それと

同時にとても喜ばしいことだと思います。以前から外国が大好きでしたが、歩み寄りたい

気持ちだけで生きてきたので今回の経験は私の人生を素晴らしく見つめなおすきっかけと

なりました。その中でも一番、自分の語学力の無さには辟易しました。また、改めて人前

でパフォーマンスをすることがこんなにも楽しいものだと、そして相手がどんな人種の人

間でもそれは変わらないことを思わされました。そして、以前より人の目をじーっと見つ

めて喋ることが普通に出来るようになりました。たくさんのことを与えてくださったこの

貴重な二週間。私を選んでくださった新宿区のみなさま、団長、澄さん、ドイツでサポー

トしてくださった陽子さん、Oliver、Ines、ホストファミリー、そしてドイツの青少年の人

たち、日本人の青少年の人たち。本当にありがとうございました。既にみなさんに会いた

いです。絶対 Berlin にまた行きます。そして来年の春に今度は日本に来るドイツの人達に

は心から精一杯の「おもてなし」をしたいです。そして、春までには英語を、そしてドイ

ツ語をもっと勉強して、たくさん会話を楽しみたいです。最後にもう一度。本当にありが

とうございました！Vielen Dank!!!!!  

 

 

 



矢羽々 文緒 

 

ホームステイ 

私は両親と2つ年上のAnnaの4人家族の Isaak

家にホームステイをしました。事前に会っていた

ものの緊張していた私に、ホストマザーは「私を

あなたのお母さんだと思ってね」と話しかけて迎

え入れてくれました。ホストファザーは、私にい

ろいろと話しかけてくれる冗談が大好きな楽しい

お父さんでした。両親と話すときには、Anna がド

イツ語が話せない私のために通訳をしてくれ、楽

しく会話をすることができました。 

土曜日には、Anna と三浦さんとホストシスター

のGreta,友達のFriedaとAlexanderplatzで待ち合

わせてショッピングをしました。アンぺルマンショ

ップや大きなショッピングモールのアレックスな

どを見て回りました。お昼ごはんにはケバブを食べ

ました。大きかったので Anna と分けて食べました

が、おいしかったです。そのあとは Anna とワッフ

ルを食べに行きました。帰る途中に、結婚式を終え

た人たちが道路に出てきて記念撮影をしていて、周

りの車がお祝いのクラクションを鳴らしながら通り過ぎている光景を見かけたのが印象的

でした。 

日曜日は、早起きして佐藤さんとホス

トシスターの Lexi の家に集まり、車で

4 時間ほどかけて Heide park という大

きな遊園地に出かけました。現地で久保

田君とホストブラザーの Jacob と

Benjamin と合流し、ギネスに登録され

ている木造のジェットコースターなど、

どこもあまり待つことなく、1 日中さま

ざまなアトラクションを楽しみました。 

月曜日の夜には、日本から持ってきた写真を紹介したり折り紙を折ったりして過ごしま

した。夜ご飯はシリア出身で料理上手なホストマザーが、巻いてヨーグルトにつけて食べ

るターキッシュピザや、鶏肉に串を刺して味付けをした焼き鳥のような料理を作ってくれ

ました。どれも初めて食べるものばかりでしたが、とてもおいしかったです。 



旅の感想 

あっという間の 13 日間は、充実していてとても楽しかった

です。今回のように青少年交流というはっきりとした目的を

持った旅は初めてだったので、様々な刺激を受けました。ま

た、ドイツ人の青少年とのディスカッションやホームステイ

を通して、英語でのコミュニケーション

が難しくても、自分の意見を持ち、相手

に積極的に伝えていくことや、意思表示

をはっきりすることが重要であることを

改めて認識することができました。お互

いに教えあうことで文化や表現の違いを

知ることができ、とても面白かったです。次にドイツの青少年が日本

に来た時には、“おもてなし”をしたいと思っています。この交流で得

た経験を活かせるよう、これからも努力していきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



青少年派遣職員回想録 

 

派遣団 団長 高橋 昌弘 

 

今回の青少年交流に、私は新宿区の青少年を引率する立場として参加しましたが、思い

がけず自分自身もまたとない、貴重な経験をすることができました。 

ベルリンの歴史ある街並みや文化に感動し

たのはもちろんのこと、それ以上にミッテ区

が一貫したテーマを持ってプログラムを用意

してくれたおかげで、観光旅行では決して分

からない市民の暮らしに触れ、様々な方々と

交流できたことは、本当に得難い経験でした。 

特に、ベルリンで出会った誰もが自らの国の

歴史をしっかりと考え、政治や環境問題等に

ついて真剣に語り合う姿に触れることができ

たことには、大きな感銘を受けました。 

もちろん学習プログラムだけでなく、ドイツの豊かな自然や文化を堪能するプログラム

も多彩に用意されていて、本当に充実した 13 日間を過ごすことができました。ベルリンで

の日々を思い出すたび、関係者の皆さんへの感謝の気持ちでいっぱいです。 

 まず、新宿区の青少年の皆さん、本当にあ

りがとう。いくつかのアクシデントもありま

したが、それらも含めて全員が素晴らしい体

験をし、成長したと思います。ワイマールで

ミッテ区の青少年と真剣にディスカッション

している姿や、ホームスティから帰ってきた

時の充実した表情は、とても誇らしく思いま

した。 

皆さんがこの交流で得た貴重な経験を活か

して、これからもそれぞれのステージで活躍してくれることを心から信じ、応援していま

す。 

そして、新宿の青少年を暖かく迎え入れてくれたミッテ区の青少年とホストファミリー

の皆さん、何物にも代えがたい素晴らしい経験をさせてくれたミッテ区と Werk9 の職員の

皆さん、プログラムにご協力いただいた皆さん、我々をいつも支えてくれた大西陽子さん

に、心から感謝を申し上げます。 

両区の交流がいつまでも続き、また皆さんと再会できることを心から願っています。 

 



青少年派遣職員回想録 

 

随行職員 嘉山 澄 

 

 研修会初日、どんな青少年たちをベルリン市ミッテ区に随行するのだろうか。12 名はど

んな性格だろうか。期待と不安の中で青少年たちを待っていたことを思い出します。そん

な中、研修に集まってきた彼らは、やはり無口で緊張をしており、私と同様に期待と不安

の中にいるのだなと感じました。しかし、研修を重ね、区長表敬と派遣直前までには、と

ても仲の良い派遣団が結成されました。そして各々が、環境問題・外交政策・歴史・文化

と学びたいこと、知りたいことの目的を持って渡航することができました。 

ミッテ区では、多くのミッテ区の青少年が

派遣団を出迎えてくれました。多くのプログ

ラムへ共に参加し、意見の違いや共通点を見

出し、考え方を充実することができたと思い

ます。ディスカッションの機会が多く設けら

れていましたが、どれもに真剣に取り組む様

子が見られ、両都市の青少年にとって、とて

も素晴らしい機会になったことでしょう。 

最終日が近付くにつれて「日本に帰りたく

ない」と涙ながら口にしていた彼らから、如何にこの交流が有意義で、彼らの人生に刺激

を与えたかが伺えました。私自身この事業に携われたことをうれしく思います。この経験

が青少年の今後に活かされることを期待しています。 

友好都市同士の青少年交流は、今後両都市・両国を背負って立つ若者たちに広い視野を

持つ機会を与え、柔軟な考え方ができる人材の育成に役立っていると感じました。この交

流が続いていくことを切に願います。 

今回私たちを温かく迎えてくださったミッテ区の Oliver、Ines、Norbert。沢山の場面で

支えてくださった通訳・コーディネーターの陽子さん。ホームステイの受入やプログラム

中多くのことを教えてくださいましたミッテ区の

皆様。また、青少年を送り出してくださいました

保護者の皆様。皆様のおかげで青少年たちは、素

敵な 13 日間を過ごすことができました。心から御

礼を申し上げます。 

また、ミッテ区からの青少年を受入れる時、大

きな感動、経験を持って帰れるよう充実したプロ

グラムを持ってお出迎えをしたいと思います。 

最後に、青少年たちは今でも SNS で繋がっているようです。喜ばしい限りです。 
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