平成 30 年度

ドイツ姉妹校訪問 実施報告書
副校長 平沼 宏仁

平成 30 年 7 月 23 日（月）～31 日（火）まで、本校生徒 12 名がドイツバイエルン州
にある姉妹校マクシミリアンギムナジウム（以下マックス校）を訪問しました。平成 15 年
に始まった交流訪問は今回が 13 回目となります。
Day１
羽田空港を１２：３０に出発した ANA２１７便は 12 時間のフライト後、ドイツ現地時
間の１７：２０に無事ミュンヘン空港に到着しました。参加生徒の一部は、空港に迎えに来
てくれたホストファミリーと対面し、それ以外の生徒は電車で市内に移動し、中央駅でホス
トファミリーと対面後、それぞれのホスト宅に向かいました。

ミュンヘン空港到着

ホストファミリーと対面

Day２
午前中は、ホスト宅のドイツ人生徒が在籍する学校の授業や学校行事に参加し、午後はマ
ックス校で日本語の授業に参加しました。また、マックス校の校長先生を表敬訪問しました。

マックス校

校長先生と記念撮影

Day３
この日もホスト生徒の学校を訪問し、授業や学校行事に参加しました。英語が通じずにド
イツ人生徒とのコミュニケーションに苦戦し、英語学習の重要性を体感した生徒が多かっ
たようです。マックス校ではサマーフェスティバルが行われ、模擬店での飲食やイベントを
楽しみました。

ホスト生徒の学校にて

模擬店のホットドッグ

Day４
今回の訪問のハイライトであるノイシュバンシュタイン城へのフィールド・トリップに
ドイツ人生徒と出かけました。ノイシュバンシュタイン城は 19 世紀にバイエルン王のル
ードヴィヒ 2 世が建築した城で、現在も工事が完了していない、シンデレラ城のモデルに
もなった有名な城です。見学後はフュッセンにあるユースホステルに一泊し、夕食後は日独
生徒がミーティングを行い、両国文化について話し合いました。

マリエン橋から見たノイシュバンシュタイン城

リンダーホーフ城

ノイシュバンシュタイン城からの眺め

日独ミーティングの様子

フュッセンのユースホステル

ユースホステルでの夕食

Day5
快晴に恵まれたフュッセン市内で、日独混合グループによる班別自主行動を実施しまし
た。各グループ毎に目的地とコースを事前に話し合った上で、中世の街並みが美しい市内を
散策しました。その後、電車でミュンヘン市内に向かい、各ホスト宅へ戻りました。

フュッセンの街並み

教会から見たフュッセン市内

フュッセンの街並み

列車窓からの眺め

フュッセン市内を流れるレヒ川

ミュンヘン中央駅の売店

Day6＆Day７
土日はホストファミリーと過ごしました。郊外へドライブに行ったり、ミュンヘン市内で
ショッピングを楽しんだり、ドイツでの生活を満喫しました。本校生徒は日曜日の夜にミュ
ンヘン市内のホテルに集合し、ここでホストファミリーとはお別れです。

ニュンヘンブルグ城

庶民の味方 ドネルケバブ

ホーフブロイハウス

ミュンヘン市内ホテル

Day８
ミュンヘン滞在最終日の午前中は本校生徒だけで最後の市内観光に出かけました。マリ
エン広場、ビクトアリエン市場、レジデンツ博物館等を見学後、日本への帰路に就きました。

マリエン広場にて

ミュンヘン市内を流れるイザール川

ビクトアリエン市場

オデオン広場南側のフェルトヘルンハレ

路面電車 カールス広場駅

ミュンヘン空港で帰路に就く本校生徒

Day9
ANA２１８便は予定通り１５：５０に羽田空港に到着し、無事全行程を終えました。今
回の姉妹校訪問を通して本校生徒の異文化理解や語学学習に対するモチベーションは向上
したに違いありません。参加した 12 名の生徒たちが、今回の経験を生かして国際社会で活
躍できる人材に育ってくれることを願っています。

☆以下、今回参加した生徒の声を掲載します。

I’ll tell you how I spent time with my host family in Germany.
DAY1: This was the first time to meet my host family. They made a
cake for me!! It was so good and I was glad.
DAY2: My host family, Selin, had already graduated from
high school so I spent time with Nonno and her host family,
Lara at school. we had lunch together in a park.
DAY3: I spent time like DAY2. But, the park where I went
the day before was so big, so I walked around there with Selin and Japanese boys.

DAY4: I went to some castles as a field trip with students from
Maximiliansgymnasium. Every castles was so beautiful and
interesting. Especially, Neuschwanstein Castle was sooo
good. It was like an anime!!

I though we could never see

a castle like this in Japan, so It was a good experience. And,
we stayed at a Youth Hostel together.
DAY5: We toured Fussen. We walked along the river to go to the lake. It was too hot
so we took off our shoes and put our feet into the river. But it was too cold so we
couldn’t keep them in a long time. We walked a lot on that day.
DAY6: I had a German breakfast at the café and went shopping
with my host family. They told me which foods are popular in
Germany and I got them. Selin took me to a restaurant to have
dinner and I had a hamburger, French fries and a mango juice. Of
course, It wasn’t German food but I
liked it. Selin had to leave for Italy on
that day so I said goodbye to her.
DAY7: There were no host family members except for the
host mother, so I spent time with her. She took me to a
restaurant where I could have a white sausage. It was a little
bit weird because when I ate it, I had to take the skin off.
Also, I had a pretzel so I think I could really enjoy Germany. In the evening,
I cycled to a beer garden with my host mother and her friend who comes from
Vietnam. And we had lunch together there.
I could have sooooo happy days with my host family so I’m looking forward to
meeting them again.
Thank you!!!!

