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平成 25年度青少年海外派遣研修 ベルンドルフ 

平成 25年 11月 4日（月）～11月 13日（水） 

 
名簿 

氏名 ローマ字表記 学校名 備考 

佐藤 大智 Hironori Sato 矢沢中学校  

及川 菜々子 Nanako Oikawa 湯本中学校  

齋藤 未衣花 Miika Saito 宮野目中学校  

青木 舞弥乃 Mayano Aoki 花巻北中学校  

吉田 海帆 Miho Yoshida 大迫中学校  

入江 瑞生 Mizuki Irie 東和中学校  

菊池 則安 Noriyasu Kikuchi 矢沢中学校 引率教諭 

 

  

 
 

    オーストリア（首都ウィーン） 
                                 ニーダーエスタライヒ州ベルンドルフ市 

 

 

 

 

 

  

                                     

 

 

 

 

 

 
                                         市章 

 
 
オーストリア共和国は、ドイツの南方、中部ヨーロッパの内陸に位置し、西側はリヒテンシュタイン、ス

イスと、南はイタリアとスロベニア、東はハンガリーとスロバキア、北はドイツとチェコと隣接する。 

ベルンドルフ市はニーダーエスタライヒ州にある人口約 9,000人の山間部にある文化都市。ぶどう栽

培が盛んで、ワイナリーもある。主な特産物は銀食器等。日本とは異なる独特の教育制度があり、小

学校で 4年間、ギムナジウム校（中高一貫校）で 8年間学ぶ。 

ハヤチネウスユキソウ（早池峰の花）とエーデルワイス（アルプスの花）がよく似ているという縁もあり、

昭和 40年（1965年）10月に旧大迫町と国際友好都市提携。以来ワイン作りを通した企業・技術員の交

流や登山愛好家による相互訪問、学生の派遣研修など、48年間交流が続いている。 
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オーストリア略年表 

 
古代からフランク王国 
前 14年 - ローマ帝国の領土となる。  

799年 - カール大帝が東方辺境伯領（オストマルク）を設置。  

 
神聖ローマ帝国時代 

1156年 - 神聖ローマ帝国に属する「オーストリア公国」となる。  

1278年 - ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝ルドルフ 1世がオーストリア公となる。 

1479年 - オロモウツの和約。1490年までハンガリーのフニャディ家の支配下に置かれる。  

1618年 - 三十年戦争開始。  

1648年 - ヴェストファーレン条約で三十年戦争終結。  

 
オーストリア帝国時代 

1804年 - 神聖ローマ皇帝フランツ 2世が「オーストリア皇帝フランツ 1世」として即位 

     する。  

1806年 - 神聖ローマ帝国解体。オーストリア帝国へ。  

1814年 - ウィーン会議を主催。  

1866年 - 普墺戦争をプロイセンに対して行う。ハプスブルク家のオーストリアは敗北。  

 
二重帝国時代 

1867年 - アウスグライヒにより、オーストリア帝国はオーストリア＝ハンガリー帝国と 

     なる。  

1888年 - ヴィクトル・アドラー（ユダヤ系）、オーストリア社会民主党創立  

1908年 - ボスニア・ヘルツェゴビナを併合。  

1912年-1913年 - 第一次バルカン戦争でオスマン帝国を支援。  

1914年 - サラエヴォ事件とそれに続くセルビアへの宣戦。第一次世界大戦の勃発。  

 
大戦間期；共和政時代 

1918年 - オーストリア降伏。革命で共和制となり、600年以上続いたハプスブルク家の 

     支配が崩壊。  

1933年 - 1938年 - ドルフス、シュシュニク両首相による独裁（オーストロファシズム）。 

         オーストリア・ナチスは弾圧された。  

1934年 - ドイツとの合併を目論んだオーストリア・ナチスがドルフス首相を殺害。  

1938年 - ナチス・ドイツによりドイツ第三帝国に併合される（アンシュルス）。  

 
戦後 

1945年 - ナチス・ドイツ崩壊、アメリカ合衆国・イギリス・フランス・ソビエト連邦に 

     よる分割占領。  

1955年 - 占領から独立。東西の緩衝帯として永世中立国宣言。  

1989年 - 汎ヨーロッパ・ピクニックにより多数の東ドイツ市民を受け入れる  

1995年 - 欧州連合（EU）加盟 
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日程 

1日目 11月 4日（月）  
時間 場所 内容 備考 

14:22 新花巻駅出発 JRやまびこ60号  

19:00 成田空港着 到着後、成田空港付近のホテ

ルに宿泊 
 

 

2日目 11月 5日（火） 
時間 場所 内容 備考 

10:00 ホテル発 ホテルバスで空港へ  

 成田空港 出国手続き  

12:25 成田空港発 オーストリア航空OS-052で 
ウィーンへ 

 

16:15 ウィーン空港着 到着後、入国手続き  

 ウィーン空港発 手続終了後ベルンドルフ市へ 通訳:一色麻紀子さん 

17:45 ベルンドルフ市着 ギムナジウム到着 歓迎出迎え式、ホストファ

ミリーと帰宅 

 

 

3日目 11月 6日（水）～8日目 11月 11日（月） 
   ※ ベルンドルフ市側が計画した研修日程に添って行動 

  11/6・・・学校通学体験とベルンドルフ市内見学の日 

    ★訪問・見学先； 午前中（8:00）～ギムナジウム学校施設と授業見学 

                昼食（11:45）～ギムナジウムで生徒達と給食 

                午後（12:30）～ベルンドルフ市内見学 
グーゲルツィプフ（展望台）、ヴェーベー（守り熊）、 
大迫広場、市役所、建築様式教室、 
マルガレーテ教会、歩行者天国での買い物、等 

                夕方（17:30）～レストラン「ノイ・ヴィルト」にて夕食 

                   （18:30）～引き続き「ノイ・ヴィルト」にて、 
                          ベルンドルフ市姉妹都市協定協会の 
                          メンバーによる歓迎交流会 

  （生徒達の歓迎と記念品の贈呈。） 

                  夜（19:30）～ホストファミリーと帰宅 

 

  11/7・・・学校通学体験と歓迎式典、周遊観光の日 

    ★訪問・見学先； 午前中（8:00）～ギムナジウム学校集合、授業見学 

                    （11:00）～学校での歓迎式典 

                 昼食（11:45）～学校にて、生徒と一緒にとる 
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                 午後（12:30）～ベルンドルフとその近郊の施設見学 
フルスの浄水場、ヴァイセンバッハの歴史博物館、 
クレマーズバーグからザンクトヴァイトヘ、市民劇場、

ベルンドルフにあるクルップ記念博物館 

                 夕方（17:30）～ギムナジウム帰還 
                           ホストファミリーと帰宅 

 

  11/8・・・ギムナジウムの一般公開（授業参観）日 

    ★午前（8:00）～登校、生徒達と様々なアクティビティを行う 

     昼食（12:40）～学校で、生徒達と一緒に食べる 

     午後（13:30）～ホストファミリーと帰宅。 
               それぞれの家庭の計画に添って行動 

 

  11/9，10・・・ホストファミリーデー 

 

  11/11・・・オーストリアの首都・ウィーン見学の日 

    ★訪問・見学先； 午前（8:15）～学校集合、ウィーンへむけて出発 
シェーンブルン宮殿（世界遺産）、宮殿動物園散策

（現存する世界最古の動物園）、市街地散策、 

シュテファン広場(｢ウィーンの象徴」といわれ世界で
３番目に高い塔のあるシュテファン寺院を眺めること

ができます。）、ケルントナー商店街で買い物、等 

               夕方（17:00）～ベルンドルフ着、ホストファミリーと帰宅 

 

9日目 11月 12日（火） 
現地時間 場所 内容 備考 

9:15 ギムナジウム 学校責任者へお別れのあいさつ  

9:30 市役所 市長へお別れのあいさつ  

10:00  空港へむけて出発  

11:00 ウィーン空港着 到着後搭乗手続き  

13:05 ウィーン空港発 OS-051で成田空港へ  

 

10日目 11月 13日（水）  

現地時間 場所 内容 備考 
8:15 成田空港着 到着後、入国手続き。 成田エクスプレス→新幹線 

14:40 新花巻駅着 到着後、解散  
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プレゼンテーション紹介 
 この青少年海外派遣研修に参加する生徒は、それぞれ明確な目的意識及び研修テーマを持って

研修に臨んでいます。 

 例年、個別に掲げた研修テーマとは別に、各派遣先別グループでの共通のテーマをもって研修

に臨んでいただいており、現地の学校などでプレゼンテーションとして発表してきています。今

年は、「花巻市のＰＲ」をテーマに設定し、事前研修や英会話研修の時間を使って練習を重ねま

した。 

 現地で発表した内容をご紹介します。 

 

１ 花巻市の説明 

 わたしたちの街、花巻市は、岩手

県のほぼ中央に位置し、西側の山

脈、東側の高地に囲まれた北上平野

の中にあります。 

 総面積はおよそ９０８平方キロ

メートル、人口は約１０万人です。 

 

   It covers about 908 

square Kilometers of the 

central Kitakami Plain, and it 

spans from the Mountain 

range in the west to the 

Highlands in the east. 

   There are more than one 

hundred thousand people, 

including over 300 foreign 

residents living in this city. 

 
 市の西部には温泉郷があり、ホテ

ルや旅館が立ち並びます。そこでは

季節ごとに移ろいゆく美しい風景

を楽しむことができます。 

 

   In the west of Hanamaki, 

there are some attractive hot 

springs.  

   Unique hotels and 

Japanese inns are lined along 

the rivers or streams, and 

people can enjoy the beautiful 

view while sitting in an outdoor 

bath along a river, gazing at 

the forested mountains. 

 

 
 また、詩人で童話作家の宮澤賢

治、近代画家の萬鉄五郎などの偉人

を輩出しました。 

 

 

 

 

 

 

   In addition Hanamaki has 

produced some great men like 

Kenji Miyazawa, who is 

well-known for his poems and 

fairy tales, and Tetsugoro 

Yorozu, who is a pioneer of 

modern painting. 
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 長い歴史の中で培われた郷土芸

能、伝統工芸技術も多く伝えられて

います。 

 

   Many local arts and 

traditional craft skills which 

have been cultivated 

throughout history are being 

passed down today. 

 
 市は観光産業に力をいれており、

毎年200万人以上の観光客がまち

を訪れ、イーハトーヴ花巻で過ごす

時間を楽しんでいます。 

 

 

 このようにたくさんの魅力がつ

まった花巻市ですが、その中から今

日は、私たちが特にみなさんに教え

たい良いところを数点、ご紹介した

いと思います。 

 

   Because the municipal 

government promoted 

tourism, every year, over two 

million people come from all 

over the country to enjoy 

their trip to the arcadia, 

IIHATOV, Hanamaki. 

   In this way, Hanamaki is 

full of appeal to visitors but 

especially we will show you a 

couple of fascinating things. 

 
 

２ PRポイント① －神楽と泣き相撲について－ 
 日本は神道という祖先と自然を

崇拝する日本古来の民俗信仰があ

り全国各地に神社があります。 

 

 

 花巻市内にも多くの神社があり、

そこにまつられている神様にささ

げるためにそれぞれ独自のまつり

があります。 

 

 

 花巻市には、ユネスコの無形文化

遺産に登録された「早池峰神楽」と

いう踊りがあります。神楽とは、「神

道の神にささげる踊りで使われる

音楽」のことで、神社などで神に奉

納する歌と舞のことです。 

 

 

 この早池峰神楽では、花巻市で一

番高い早池峰という山に住んでい

る神様に対して祈りをささげます。

   In Japan, there is a religion 

originating from ancient times, 

called "Shinto," in which one 

worships the ancestors and 

nature.  

   There are many shrines 

nationwide, of course, in our 

city, too. Each shrine has an 

original festival for their gods. 

 

   Hanamaki has a Shinto 

dance called, "Hayachine 

Kagura," which was inscribed on 

the UNESCO Intangible Cultural 

Heritage Lists in 2009. Kagura 

is a form of music and dance 

dedicated to Shinto gods.  

   This Hayachine Kagura 

dance offers prayers to a God 

who lives in the highest 

mountain in the Hanamaki area, 
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悪鬼をしりぞけるほか、豊かな実り

を祈願します。 

 

Hayachine mountain. It is 

offered to ward off evil spirits 

and wish for a good harvest. 

 

 
 また、他の神社では、子どもの健

やかな成長を祈って「泣き相撲」と

いう、赤ちゃん同士の相撲大会が行

われます。 

 

 

 

 皆さんは日本の国技である相撲

をご存知ですか。レスリングのよう

な、１対１で戦うスポーツです。泣

き相撲は、それとは少し違います。

赤ちゃん同士、にらめっこのような

ことをして、先に泣き出したほうが

負け、といういたって平和的な相撲

です。 

 

 

 

 毎年５月には、この泣き相撲大会

に出場するために日本各地から８

００人以上の赤ちゃんが花巻に集

まり、元気な泣き声を響かせます。 

 

   Another Shinto shrine has 

an unique baby's Sumo festival, 

called "Naki-zumo," literally 

meaning "Crying baby Sumo 

Tournament", to wish the babies 

good health and happiness.  

   Have you ever heard of 

Sumo, which is one of the 

national sports of Japan? It 

looks like wrestling because 2 

wrestlers fight in the ring. 

"Naki-zumo" is a little different 

from it. "Naki-zumo" is a more 

peaceful fight because 2 babies 

face each other and the baby 

who cries first is the loser. 

   Every May more than 800 

babies gather in Hanamaki to 

enter this tournament and 

babies from all over Japan cry 

loudly as the sound echoes over 

the shrine site. 

 
３ ＰＲポイント② －宮澤賢治について－ 

 次に、花巻が生んだ偉人・宮沢賢

治について紹介します。宮澤賢治は

童話作家というだけではなく、さま

ざまな才能を持った人物でした。 

 

 

 教師や農業指導者としても活躍

し、さらには化学や宇宙、地質、地

理、歴史、鉱物、心理学、宗教学の

知識も持っていました。 

 

   Next, we'll introduce you to 

a great man of Hanamaki, Kenji 

Miyazawa. He developed his 

talent in many fields. He is 

well-known for his poems like, 

"Strong in the Rain," and fairy 

tales such as, "Night on the 

Milky Way Train". He was also a 

farmer who learned agriculture 

and advised other local farmers. 

As well as being a teacher and 

farmer, he also displayed his 
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talents in fields such as 

astronomy, meteorology, 

geography, history, philosophy, 

religion, chemistry, fine arts, 

music, and so on. 
 もちろん多くの童話や詩なども

作成し、現在でも多くの人々に愛さ

れています。賢治は３７歳でなくな

りましたが、今年はちょうど、没後

８０年にあたる年で、様々な記念イ

ベントが開催されています。 

 

 

 

 たとえば、初音ミクさんとオーケ

ストラが共演し、賢治の世界を歌で

表現するというコンサートも行わ

れました。 

 

   In a brief life of 37 years 

he wrote about 50 stories and 

poems. These works are still 

loved by many people. This year 

marks the 80th anniversary of 

Kenji's death, so a lot of 

ceremonies and events are held 

to memorialize this. 

   For example, last August, a 

concert portrayed Kenji's 

fantastic world with a live 

performance by the famous 

character, Miku Hatsune, and 

her orchestra. 

 
ひとつ、有名な童話を紹介します。

『注文の多い料理店』といい、英語

では『The Restaurant of Many 

Orders』といいます。 

 

 

 

 森に狩猟にやってきたブルジョ

アの青年二人が、迷った先で一軒の

レストラン「山猫軒」を見つけ、入

っていくというところから物語が

始まります。 

   We want to briefly tell you 

about a famous fairy tale 

written by Kenji. The title is 

"Chumon no ooi Ryouri ten," 

which is "The Restaurant of 

Many Orders" in English. 

 

 The story begins like this --- 

two rich young men from the 

city are enjoying hunting but 

have lost their way in the 

forest. They felt cold and 

hungry, until at last they found a 

Western style restaurant 

named, "Wildcat House". 
 レストランには長い廊下があり、

いぶかしながら進んでいくと扉が

ありました。 

 

 

 

   They opened the door and 

walked along the corridor a little 

and stopped at a door. One of 

them wondered why they need 

so many doors in this restaurant. 

But the other told him that this 
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１つめの扉には「ここは注文が多い

レストランです」と書かれた紙が貼

られていました。扉をあけて廊下を

すすむと２つめの扉があり、そこに

も紙が貼られていました。 

restaurant must be Russian 

style because he had heard that 

these kinds of houses are found 

in cold places, or in high 

mountains. He understood the 

meaning, so they tried to open 

the door, but they saw a notice 

on it. "Please understand this is 

a restaurant that has many 

orders" the notice said. They 

opened the door and walked into 

the inner room. 
 その紙には「髪をととのえて、靴

の泥を落としてください」と書かれ

ていました。 

 

 

 

 

 ２人の青年はそのとおりにして

先に進むとまた扉がありました。扉

には、また紙が貼られてありまし

た。このような調子で、命令に従っ

てコートを脱いだり眼鏡をはずし

たりクリームを顔にぬったりしな

がら、２人はレストランの奥へ進ん

でいきました。 

 

 

 最後の命令は、「体中に塩をもみ

こんでください」でした。 

 

But again another door was 

waiting for them. Of course 

there was a notice on the door, 

"Please brush your hair nicely 

and wipe the mud off your 

shoes".  

   After they brushed their 

hair, they walked again. They 

walked and walked like that for 

a while, but, every door had a 

notice, such as, "Take off your 

hats and shoes," "Put glasses, 

wallets, valuables, etc. into the 

safe," "Apply the cream in the 

jar to your faces, arms and 

legs".  

   The last notice was --- "Rub 

salt from the pot on all over 

your bodies". 
皆さんは気付きましたか？２人の

青年も気付いたようです。このレス

トランで、食べられるのは自分達だ

ということに。 

 

 

 

 扉のおくからは、山猫がこちらを

のぞいてよだれをたらしています。 

 

   Can you see? Needless to 

say, 2 young men understood 

that this place is not a 

restaurant for men, it is a 

restaurant of men! They'll be 

eaten! 

They found that a drooling 

wildcat gazed upon them from 

the key hole of the door. 
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 結局は猟犬に助けられて２人は

無事でした。次々と出てくる扉と、

その命令に黙って従う２人の青年

の姿がとても面白く、気に入ってい

ます。 

 

   Before they were eaten, 

fortunately the hunting dogs 

helped them. I think there is no 

knowing what may happen next, 

so this story is funny. 

 
４ ＰＲポイント③ －わんこそばについて－ 

 そして、花巻には食べ物に関係す

るイベントもあります。「全日本わ

んこそば大会」といい、毎年２月に

行われます。ひとくちずつにおわん

に盛られたそばを、制限時間内にど

れだけ食べられるかを競うもので

す。 

 

 

 

 

 

 去年は５分間に２２９杯食べた

男性が優勝しました。 

 

 少しずつに分けたそばを何杯も

たべるというスタイルは、花巻まつ

りと同じく４００年以上の歴史が

ありますが、このコンテストは１９

５７年に始まりました。２０１０年

には、ここ、ベルンドルフでもわん

こそば大会を行いましたので、見た

ことのある方もいらっしゃるので

はないでしょうか。 

 花巻市内では４つのレストラン

でわんこそばをいつでも食べるこ

とができます。花巻に来たときは、

ぜひチャレンジしてみてください。 

 

   We also have an event about 

food. It's called the All Japan 

Wanko Soba Contest, which is 

held every February. The 

contestants compete to see how 

many bowls of bite-sized 

buckwheat noodles they can 

inhale in 3 to 5 minutes. 10 bowls 

of Wanko Soba noodles are the 

same amount as 1 ordinary 

serving.  

   Last year the man who ate 

229 bowls of Wanko Soba in 5 

minutes won the 1st prize.  

   Same as the history of 

Hanamaki festival, this unique 

style of serving noodles has 

more than 400 years of 

tradition. This contest began in 

1957. In 2010, there was also a 

Wanko Soba Contest here, in 

Berndorf city. 

   In Hanamaki, we are able to 

try Wanko Soba at 4 different 

restaurants. Please try Wanko 

Soba when you come to 

Hanamaki someday. 

 
５ ＰＲポイント④ －震災からの復興状況について－ 

 最後に、現在の岩手県の状況をお

伝えします。 

 

 

 Lastly, we should speak about 

the present situation in Iwate 

prefecture. 
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 ２０１１年３月１１日、巨大地震

と大津波が私たちから平穏な日常

を奪い去りました。あれから２年た

ち、現在私たちの住む内陸地方で

は、ひびわれた道路も既に舗装さ

れ、安全に通行できるようになって

います。 

 

 

 

 しかし、沿岸の地域ではまだ流さ

れたがれきがのこっていたり、建物

が押し流された跡がそのままにな

って何も建っていない場所も残っ

ています。 

 

   On March 11th, 2011, a huge 

earthquake and Tsunami ripped 

into us and our peaceful days of 

happiness in an instant. Two 

years have already passed since 

then, and we can now pass along 

the once cracked roads of inland 

Iwate and Hanamaki safety, 

since their repair. 

   But even now, on the coasts, 

there are still mountains of 

rubble and in some places, there 

is nothing left because the 

Tsunami washed away the 

houses and buildings. 
 家族で遊びに行った砂浜に、がれ

きが打ち上げられていたり、思い出

の食堂や店が津波で流され無くな

っている風景をみると悲しくなり

ますが、生き残った人々はもとの暮

らしぶりに少しでも近づけるため、

一生懸命働いています。 

 

   I feel sad when I see that a 

lot of debris is on the beach 

where I used to play with my 

familiy, or in lonely places 

without facilities, such as shops 

or restaurants that we have 

been to. But survivors are 

making a diligent effort to 

approach the quality of life as it 

was before. 
 現在も多くの人々が劣った環境

の仮設住宅で暮らしています。住み

慣れた土地を離れて知らないとこ

ろで暮らす被災者の心を癒すため、

また、昔のようなきれいな海をとり

もどすため、世界中から多くの人々

がボランティア活動に訪れていま

す。 

 私たちはまだ学生ですが、できる

ところは支援のお手伝いをしてい

ます。 

 しっかり復興するにはまだまだ

時間がかかりますが、少しずつ、着

実に人々は活気を取り戻してきて

います。 

 

 

   A lot of survivors are still 

live in temporary housing. Some 

volunteers come to Iwate to 

soothe their souls, and others to 

recover the beautiful sea side. 

Many volunteer staff come from 

all over the world.  

   We are still students, but 

we help them where we can. 

   We need more time to 

rebuild. However, people are 

regaining their energy little by 

little. 
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６ まとめ 
 いかがでしたか。わたしたちのま

ち、花巻市について、イメージでき

たでしょうか。 

今度はみなさんが花巻市に来て、そ

の魅力を体験してほしいと思いま

す。 

 これからもベルンドルフと花巻

市との交流が続くように願いつつ、

わたしたちの発表を終えます。 

 ご清聴どうもありがとうござい

ました。 

   How was our presentation? 

Could you imagine what 

Hanamaki is like? 

We really hope that you can 

come and experience the life in 

Hanamaki.  

   And we also hope that the 

relationship between Berndorf 

and Hanamaki continues for a 

long time. 

   Our presentation is over. 

Thank you for your listening. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出発式の様子 
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研 修 報 告 書 
花巻市立矢沢中学校 ２年   佐藤 大智 

 

１ 研修課題 

 ・日本とオーストリアの文化や習慣の違いを学ぶ。 

 ・音楽や建築物などの芸術的様子を感じとる。 

 

 

２ 課題設定理由 

 ・オーストリアは音楽で有名な国であり、実際に行くことで、自分が行っているピアノや 

  吹奏楽に活かしたいと思ったから。 

 

 

３ 研修報告 

① 文化や習慣の違い 

＜食文化＞ 

 日本に比べて、食事の量が多く、あまりバランスがとれていないように感じるものでし

た。私のホストファミリーは、毎朝トーストと紅茶で家族全員、食べる時間が一緒ではあ

りませんでした。学校にバナナやリンゴなどの果物を持って行き、お腹が空いているとき

に食べるというように、あまり食事の時間が決まっていませんでした。私は、ホストファ

ミリーと一緒に「カイザーシュマルン」というオーストリアの伝統的なパンケーキのよう

なものをつくりました。夕食でパンケーキというのも驚きましたが、一番はやはり量に驚

きました。ホストファミリーのみなさんは、ジャムや砂糖などをたくさんつけ、私も同じ

ように食べましたが、私にとってはとても甘すぎるものでした。他にも、「シュニッツェ

ル」という薄めのトンカツを食べました。これにもジャムをつけていて、とても驚きまし

た。 

 

＜習慣（学校生活）＞ 

 今回の派遣の多くは、ギムナジウム学校での見学・体験でした。学校の様子は、髪型、

服装、持参している物などの縛りがなく、自由な雰囲気でした。靴を履いていなかったり、

授業中の飲食や、携帯での写真撮影をしたり休憩時間にゲームをしたり、日本では考えら

れないことばかりでした。 

 

② 音楽・建築物 

＜音楽＞ 

 ギムナジウム学校では私たちのために歓迎会のようなものを開いていただきました。こ

のとき、代表生徒の合唱発表やスクールバンドの演奏などがとても多く、音楽が好きな人

が多いのだなと思いました。また、音楽の授業を見学したとき、弦楽器について行ってい

て、その内容が専門的で、さすが音楽の国だと思いました。 

 

＜建築物＞ 

 白やクリーム色の壁に赤っぽい屋根のレンガ造りの家が多く見られました。それぞれの

家が広い庭があり、プールのある家もありました。 

 今回、たくさんの教会や修道院、宮殿の見学をしました。高い天井、細部までつくられ

た彫刻や絵などを間近に見て、その素晴らしさに圧倒されました。特にウィーンでは、街

路のあちらこちらにとても大きい彫刻があったり、建物の外壁に装飾が施されていたりと、

街並みがとても美しかったです。 
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４ 感想 

私は、この研修で芸術的な違いや文化に習慣の違いだけでなく、言葉の大切さを学びまし

た。オーストリアは母国語がドイツ語であるため、互いにあまり得意ではない英語で話し、

私も現地の方々も伝えたいことが伝わらないことが多くありました。しかし、それでも現地

の方々は、私たちに必死にジェスチャーなどを使い、伝えようとしてくださいました。伝え

ようとする気持ちが大切なのだと学びました。そのため、私は、今回学んだ多くことをこれ

からの学校生活に活かし、そして、たくさんの人に伝えたいと思いました。また、これから

複数の言語についてさらに勉強し、外国に行き、今回のような楽しく充実した日々を過ごし

たいです。 

 
 

５ 写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歓迎会での歌の披露 

ウィーン市内の様子 

「シュニッツェル」というトンカツに似た料理 

ウィーン市内の様子 



 - 16 - 

 

花巻市立湯本中学校 ２年   及川 菜々子 
 

１ 研修課題 

 ⑴ 他国と日本の文化の違いについて学ぶ。 

 ⑵ 自分からも日本の文化を伝える。 

 

 

２ 課題設定理由 

 ⑴ テレビなどを見ていると他国についての文化が毎日のように入ってきますが、その情報は

たったの一部分で、もっとたくさんのことを知りたいと思ったから。 

⑵ ただ自分が学ぶだけではなく、自分からもホストファミリーなどに日本の良さを紹介して、

知ってもらいから。 

 

 

３ 研修報告 

 ⑴☆食事について 

   オーストリアの食事で驚いたことは、まず味の濃さです。日本でも味の濃い料理はいくつ

かありますが、オーストリアではほとんどの料理がそうでした。砂糖をたっぷりと使った甘

い料理も、普通日本では食後のデザートとして食べますが、普段の食事が甘いパイなどの一

品で終わらせてしまうことも多いと聞き、驚きました。量も多くて、私は残してしまうこと

が多かったです。 

   また、主食はパンがメインで、私のホストファミリーの家では朝も夜も、外食以外はパン

の日がほとんどでした。パンをナイフで半分に切り、ハムやきゅうり、チーズなどを載せて

食べました。全体的に、「本格的な料理」というよりは、「素材の味を楽しむ」という感じで

した。そこでもう一つ驚いたことは、バターをものすごく厚塗りにすることです。なぜなの

か聞くと、テレビのコマーシャルの影響だということがわかりました。大きなバターの塊が

あっという間になくなっていくのを見て、日本では考えられないと思いまいた。 

   オーストリアのお菓子は、甘くて、とてもおいしかったです。街を歩くと、カフェやスイ

ーツショップがたくさんあって、きれいだと思いました。特に、チョコレート専門店が多か

ったです。ウィーンに行った時、１５時からのティータイムには、多くの人が集まって、紅

茶などを楽しんでいました。 

  ☆その他の文化について 

   家での様子は、ほとんどの家庭にプールと広い庭がついていて、薪ストーブがあってとて

も部屋が暖かかったです。でも、そこで皆半袖の服を着ていたので、日本とものの考え方が

違うと思いました。 

   学校では、売店や自動販売機があって、生徒はそこで自由に食べ物を買っていました。３

時間目と４時間目の間に長い休み時間があって、そこで食べていました。生徒は髪を染めて

いたり、ピアスをしたりしていたので、驚きました。生徒会長はバイク通学だそうです。授

業にも参加させてもらい、とても楽しかったです。積極的に発言して真剣に授業している生

徒を見て、すごいと思いました。 

 

⑵ 私は、お正月やクリスマスにどんなことをするのか、学校での様子はどうなのかなどをホ

ストファミリーに話しました。また、夕食の時にお好み焼きを作って食べてもらいました。

おいしいと言ってもらえて嬉しかったし、日本の文化を知ってもらえたので、良かったです。 
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４ 感想 

   言語が通じなくて何度も聞き返したり、戸惑ったりしましたが、オーストリアの人達はわ

かるまで親切に接してくれて、とても嬉しかったです。コミュニケーションはやっぱり大切

だと思いました。 

   ホストファミリーデーや滞在中は、たくさんの教会に行きました。ミサにも参加すること

ができ、とても素晴らしい体験になりました。オーストリアの人達は、食後や休憩時間をゆ

っくり楽しむという感じで、「最後の１秒まで休憩時間」という文化もあるようですが、皆

で会話を楽しんでいて、とても良いなと思いました。 

   私たちが訪問したギムナジウム学校では歓迎会を開いてもらい、たくさんの歌や演奏をし

てくれました。ここは小学校高学年から高校までの一貫校で、皆フレンドリーに接してくれ

て、楽しかったです。 

   この１週間で、行く前は不安でホームシックなどの心配ばかり考えていましたが、オース

トリアの人達の親切な優しさのおかげで、帰るときは日本に帰りたくない気持ちのほうが強

くなり、「逆ホームシック」になりました。この体験は、本当に貴重で、かけがえのないも

のになりました。 

 

 

５ その他報告したいこと・写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
～ギムナジウム校で記念撮影～                      ～オーストリアの伝統料理・シュニッツェル～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       ～私のホストファミリー～                          ～教会の様子～ 
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花巻市立宮野目中学校 ２年   齋藤 未衣花 
 

１ 研修課題 

 ・オーストリアの食文化を学ぶ。 

 ・学校の様子の違いを学ぶ。 

 

 

２ 課題設定理由 

 料理が好きで、異国の郷土料理を食べてみたい、自分でも作れるようになりたいと思ったから。 

 また、自分と同じ年の人たちがどんなことをしているか知りたかったから。 

 

 

３ 研修報告 

 (1)食文化について 

 学校の給食で出されるものは、ボリュームがあり 1人で食べきることはできませんでし

たが、ホストファミリーとの朝食で出されるものはパンがほとんどで朝食はあまり多く取

らないことがわかりました。また、調理にはあまり時間をかけていませんでした。夕食で

もパンケーキのようなものを食べる等、ホストファミリーはみんな甘いものが好きでした。 

 ホストファミリーデーには、オーストリアでよく食べられている「シュニッツェル」と

いう豚カツのようなものやりんごを揚げ焼きにして粉砂糖とシナモンをかけたもの、パー

ティーの日には「パラチンケン」と呼ばれるクレープのようなもの、「カイザーシュマル

ン」というパンケーキを細かくしたものをホストファミリーと一緒に作りました。家には、

炭酸水を作る機械もあって驚きました。また、パーティーのときには、肉じゃがを日本の

料理としてふるまい、喜ばれました。 

 

 (2)学校の様子について 

 ギムナジウム校は 10歳から 18歳の人のための進学校です。校内には、自販機や売店が

ありました。授業中に飲み物を飲んだり、音楽を聞いたりしている生徒もいて、自由な印

象を受けました。 

 体験・見学した授業の中で、特に印象に残っているのは音楽と美術の授業です。音楽は

ヴァイオリンについての授業をしていて、日本よりも楽器について詳しく学んでいること

に驚きました。美術の先生の指示はテーマを与えているだけで、友達同士で教えあってい

る様子が多く見られました。常時にぎやかな教室でしたが、先生が指示を出すときは一瞬

で静かになっていてメリハリがしっかりしているんだなあと思いました。 

 どの授業でも、生徒は積極的に発言や挙手をしていました。 

 また、校舎内は暖かかったので半袖の生徒や先生も多く見受けられました。 

 

 

４ 感想 

 私がベルンドルフ市にホームステイして一番感じたのは人々の優しさと温かさです。公用

語はドイツ語でしたが、相手にとっても外国語である英語を、私にわかるようにできる限り

使ってゆっくり話してくれました。教会や博物館、ショッピングストリートなどにも連れて

いってもらいました。最初は不安で早く帰りたい気持ちでいっぱいでしたが、最終日には「ず

っとここにいたい!また来たい!」と思えるほど充実した、楽しい時間を過ごすことができま

した。 

 私は今回の研修を通して、2つの目標を見つけました。1つ目は、英語をもっと話せるよう
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になること、2つ目は、少しでもドイツ語を話せるようになることです。 

 ものを頼むときも、英語がわからず黙ってしまうことがあったので、もっと英語を話せる

ようになって、世界中の人と最低限の会話はできるようになりたいと思いました。また、ド

イツ語を少しでも話せるようになって、ホストファミリーやお世話になった人たちにまた会

える機会があるのなら、その時はドイツ語で話したいです。 

 

 

５ その他報告したいこと・写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       ギムナジウム校内での歓迎会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          給食のチーズパイ 
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         ホストスチューデントのレナと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             教会の様子 
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花巻市立花巻北中学校 ２年   青木 舞弥乃 
 

１ 研修課題 

自分の研修テーマは、「料理を通したオーストリアと日本の違いを見つける」でした。 

 

 

２ 課題設定理由 

 この研修テーマにしたのは、一昨年この事業に参加した学校の先輩から食文化にはたく

さんの違いがあることを聞きました。その話を聞いて、食文化について興味を持ち、この

研修テーマにしました。 

 

 

３ 研修報告 

 研修テーマにした食文化についてはたくさん学ぶことができました。 

朝食はパンとたまご（ゆでたまご or 目玉焼き）という感じで、バターやジャム、チョ

コクリームなどをぬって食べました。そして、毎朝あたたかいフルーツティをだしてくれ

ました。日本での朝食は、ご飯を食べて、味噌汁を飲んで・・・という感じで、しっかり

食べていくイメージですが、ホームステイした家では、そんなにガツガツは食べないで、

軽い食事という感じでした。 

昼食は、ギムナジウム学校の給食かレストランだったので、家庭での様子はわかりませ

んでした。給食は３日間食べることができました。メニューは、マカロニみたいな感じの

もの、牛肉と豆みたいなもの、シュニッツェルという感じでした。シュニッツェルは伝統

料理といわれ、薄いトンカツのような感じでした。夕食は、ホストファミリーとレストラ

ンに行ったり家で食べたり、いろいろでした。歓迎会の時、レストランで食べたのは、一

色さん（通訳の方）にすすめられた鹿肉でした。鹿肉のシュニッツェルみたいなものでベ

リー系のジャムや、ソースをつけて食べました。すごくおいしかったです。ホストファミ

リーに連れて行ってもらったレストランでは、バスケットに入ったパンと、ハム、サラミ、

チーズなどが何種類かあり、ワサビのような辛味が乗ったお皿がでて、みんなで食べまし

た。このように、私はたくさんの料理を食べることができました。 

 食文化について、大きな違いはあまりないようにも感じましたが、小さな違いはたくさ

んありました。ひとつは、「いただきます」「ごちそうさま」がないことです。「さあ、食

べよう」という雰囲気があまり感じられず、「もう食べてるよー」という感じがしました。

もうひとつは、ゆでたまごを割る、専用の道具があったことです。すごく便利で、「持っ

て帰りたい」と思うほどでした。そして、日本と一番の大きな違いは、つまらない気遣い

がないことだと思いました。例えばレストランで、食べ残したときも、「おいしかったよ」

と言えば、店員さんは笑顔で「ありがとう」と返す、このやりとりが日本にはなく、すご

くいいなあと思いました。 

 

 

４ 感想 

 この事業に参加して、自分はたくさんの人に支えられていたんだなということを、改め

て感じました。行ったばかりの時は、緊張して何も伝えられず、英語もしゃべれず、あた

ふたしていました。でも、現地の人たちの優しさで、もっと話したいと思いました。なの

で、もっと英語を話せるようになりたいと思います。そして、もっと勉強して、ドイツ語

も話せるようになって、また、ベルンドルフ市に行きたいです。もしベルンドルフ市にま

た行くことができたら、お世話になった人たちに恩返しとして、日本食を作りたいです。

他の人たちは、「肉じゃが」を作ったり、「お好み焼き」を作ってホストファミリーに食べ
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させたりしていたので、自分もやりたいと思いました。また、料理も上手になって、おい

しい料理を食べさせたいです。 

この事業に参加して、ほんとによかったです。 

 

 

５ 写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            ギムナジウム学校の給食                             レストランのシュニッツェル 
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花巻市立大迫中学校 ２年   吉田 海帆 
 

１ 研修課題 

どんな物を食べ、どんな暮らしをしているか知りたい。 

日本と外国の学校の違い。 

 

 

２ 課題設定理由 

外国の文化や学校に興味があり、知りたいと思ったから。 

 

 

３ 研修報告 

 

（１） オーストリアの食べ物 

私は滞在した１週間、ほぼ毎日「シュニッツェル」を食べました。 

シュニツェルは、オーストリアの代表的な肉料理なのですが、豚の肉だけでなく、鹿の肉

を使っているものも食べました。とてもおいしかったです。 

ホストファミリーとは、「カイザーシュマルン」を作りました。カイザーシュマルンは

オーストリアの代表的なケーキです。メレンゲを泡立てたり、焼いたりするのを手伝いま

した。 

美味しくできて、ホストファザーが「おいしいよ」と言ってくれたのが、うれしかった

です。 

 他にもたくさん食べましたが、どの料理も味が濃くて、日本に帰って日本食を食べたと

きには、味が薄く感じました。 

 

（２） オーストラリアの暮らし 

 外国の人々は時間をあまり気にしないと聞いていましたが、本当にそうでした。 

 私がびっくりしたことは、ホストマザーに「７時から朝ごはんだよ。」と言われていて、

７時に行ったら、誰もいなかったことです。 

 そして、少し待っていたら来たので、やっぱり時間は気にしないのだな。と感じました。 

 

（３） 学校の様子（ギムナジウム校） 

 生徒はみんなフレンドリーで、会ったら手を振ってくれたり、あいさつをしてくれたり

する生徒がほとんどで、嬉しかったです。 

 授業中も積極的にあいさつをしていて、自分の中学校にも取り入れたいと思いました。 

 そして、校則がないので、髪を染めていたり、化粧をしていたりする女の子も多く、驚

きました。ここでは、一緒に音楽や数学、体育などの授業を受けました。体育はバレーボ

ールをしましたが、みんな背が高いので、ブロックやアタックが決まっていて、かっこよ

かったのですが、自分たちはサーブも入ることが少なく、行動力や運動能力が違うのかな

と感じました。 
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４ 感想 

 自分の知っている英単語を並べたりするだけでは伝わらないことがあったので、もっと英

語を勉強していればよかったなと思いました。 

 今後は、今回外国で学んできたことを、積極的に伝えて、日本にはない良い点や、逆に外

国で生活して改めて感じた日本の良さを知ってもらいたいです。 

 今回、このような貴重な体験をできたことを、感謝して日々の生活に役立てていきます。 

ありがとうございました。 

 

５ その他写真等 
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花巻市立東和中学校 2年   入江 瑞生 

 
１ 研修課題 

    ・日本とオーストリアの生活や学校の違いを学ぶ 

    ・建物をよく見る 

 

２ 課題設定理由 

    ・現地の学校と私の学校の違いや、生活を知りたかったから 

    ・オーストリアは、建物で有名だから 

 

３ 研修報告 

 

 ＜学校の様子＞ 

   ギムナジウム学校は日本のように、制服やスクールザックという、統一された物がなかっ

たです。 

 私が一番びっくりしたのは、音楽の授業でした。弦の事を学んでいる時、先生がバイオリ

ンを弾いていました。また、技のことまで詳しく教えていました。わたしの学校ではありま

せんし、他の日本の学校でも、ここまで詳しくはしないのではないかと思いました。 

 生徒みんなが積極的に授業に参加していました。また、たくさん発言をしていると思いま

した。私の学校もこのようになれるよう、取り組みをしていきたいと思いました。 

 

 ＜食べ物＞ 

   毎日の朝食は、パンと紅茶であっさりしていたので、補食を学校に持っていっていました。

夕食の量がとても多いので、食べきる事が出来ませんでした。肉が多いので緑の野菜が少な

く、寂しいなと思いました。けれど、とってもおいしかったです。 

 

 ＜建物＞ 

   ベルンドルフの観光の時に、ベルンドルフ学校に行きました。各部屋いろんな様式をモチ

ーフにしてあり、とてもきれいでした。100年前に建てられたものだとは、全然わかりませ

んでした。 

   シェーンブール宮殿は、フランツ・ヨーゼフⅡ世や、日本でも有名な愛称シシィで親しま

れているエリザベート王妃が使っていた家具が置いてありました。金をふんだんに使いとて

も豪華でした。また、たくさんの絵が飾られていました。マリアテレジア時代から、フラン

ツ・ヨーゼフⅡ世までの歴史を学ぶことが出来ました。 
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４ 写真 

 

 
 

                      ギムナジウム学校にて 

 

 
 

                         大智君のホストファミリーと一緒にハイキングに行ったとき 
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海外研修を終えて 

花巻市立矢沢中学校 教諭   菊池 則安 
 

 平成２５年度の青少年海外派遣研修を終えて、無事帰国することができました。今回このよう

な機会を与えてくださった関係者の皆様に、深く感謝申し上げます。  

 

 ベルンドルフ市は、ウィーンの空港から車で４０～５０分ほどの距離にあり、人口は約９，５

００人と小さい町です。訪問時の季節は晩秋でくもりの日が多かったのですが、花巻と同じくら

いの気候で、とても過ごしやすく感じました。市内を一望できる展望台からみた景色は、やはり

日本とは違い、異国の地に着いたことを感じさせられました。建物の色や町並みが新鮮に感じら

れましたし、水田がなくて牧草地などが多いため、１１月にしては茶色が少なく緑が多いと感じ

ました。 

 

 私たちが訪問したギムナジウム校は小５から高３までの生徒がおり、進学を志願する生徒が学

ぶ学校でした。制服はなく、朝の会や帰りの会も基本的にはありません。生徒達は時間割にあわ

せて、その教科の教室に移動して授業を受けています。昇降口に下駄箱兼用の個人用ロッカーが

ありコート類や荷物はそこで管理しており、また、ホームルーム（学級）として決められた教室

や考えはないため、グループごとに校舎内の清掃を行うこともありませんでした。そのため清掃

は大人の職員が行っていました。 

 体育館は２つに区切られており、それぞれ更衣室とシャワーがついていることに驚きました。

また校庭という広運動場はなく、外にはちょっとしたランニングできるエリアやバスケットコー

ト程度の広さの施設が整備されている程度でした。サッカーなどの種目は、学校でとしてやるの

ではなく、スポーツシューレなど地域スポーツのクラブで行うものという考えが一般的だという

ことでした。校内には、お菓子やソフトドリンクの自動販売機、購買部の売店があり、日本の小

中学校との違いが多く見られました。 

 このギムナジウム校では多くの交流がありました。休み時間に派遣生徒たちが廊下にいると、

ギムナジウム校の生徒たちから英語で話しかけてきて、記念写真を撮ったり、笑い声があがった

りと、打ち解けて交流する様子が見られました。母国語はドイツ語ですが、英語の語学力も身に

つけており、外国語教育は実践を伴いながら充実している印象を受けました。 

 また、派遣生徒たちはいくつかの授業に参加させていただきました。音楽の授業は、弦楽器を

扱っていました。先生が実際にバイオリンの演奏を行い、チェロなどの音源を聞かせて、その音

色の違いなどを教えていました。数学では、文字式の四則の計算を行っていました。日本とは記

号の表記が違うことや他学年で学ぶ内容も扱うなど教材の違いが多くありました。授業を参観し

て気づいたことは、生徒が積極的に意見を出しており、教師との対話の場が数多くあったことで

す。進学校ということと進級するにはテストをパスしなければならないということもあるのでし

ょうが、教えられるという受け身よりは、生徒の考えを引き出したり考えを受け止めたりしなが

らの授業が多いと感じました。 

 また、来年入学を希望する生徒の１日体験入学の日があり、私たちもそのプログラムに参加さ

せていただきました。各教室では、クイズの出題やゲームが用意されており、それらをスタンプ

ラリー形式で回るものでした。たとえば、理科の教室では、動物の剥製の名前を答えるクイズや

顕微鏡を使って微生物を見るコーナー、部屋を暗くして光の実験をする特別授業、ラテン語の教

室ではイラストと単語を組み合わせるゲーム、パソコン室には３D 表示のソフトを使った演習、

図書室には本の表紙をばらばらにしたジグソーパズル、体育館では、器械体操の実演と簡単なエ

クササイズなど、教科の内容などに興味を持たせる内容が多く、そのアイデアは自分の学校に持

ち帰って活用を図りたいと思えるものが多くありました。派遣生徒たちも、楽しみながらスタン

プをもらっていました。 
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 学校訪問以外に、ベルンドルフ・大迫友好会のみなさんの計らいで、ベルンドルフ市内観光、

ウィーン観光にも連れて行って頂きました。市の発展に大きく貢献した人物に関わる歴史や劇場、

各教室が様々な様式で作られた小学校、宮殿や教会などの歴史的建造物など、そのすばらしさに

圧倒されました。  

 

 更に、ホストファミリーにも大変お世話になりました。各家族は、美術館や博物館、教会、遊

園地、展望台、ブンデスリーグの試合観戦、料理など様々な体験を提供してくださいました。慣

れない土地で不安をいっぱい抱えた生徒たちは、ホストファミリーの暖かな心に触れ、言葉は充

分に通じなくても、交流を図ることができました。何とか伝えようとする気持ちが大事なこと、

自分から表現することなど、これから自分の人生を生きていくうえで大切なことをたくさん学ぶ

ことができたとも思いますし、思い出深い貴重な体験を支えてくださったことには、感謝の気持

ちでいっぱいです。私もそうですが、生徒たちのとっても、このホームステイのプログラムは、

研修を有意義にする上で欠かせないものと感じました。 

 

 中学生という年代に、言葉も生活習慣も全く異なる環境での体験はかけがえのないものです。

語学の重要性を痛感し、しっかり外国語を学びたいという意欲に結びついた生徒もおりました。

また、実際に見聞きし体験したことで、新たな世界に挑んでみたいと感じた生徒もおりました。

こうした思いから、今回の海外派遣は、それぞれがこれからの学校生活で生かせるものを数多く

経験できた研修といえました。 

 今回このような貴重な機会を与えて頂いたことに、深く感謝申し上げます。また、今後は派遣

頂いた生徒たちと共に、花巻/ベルンドルフの交流に尽力していくことをお誓い申し上げて研修

の報告といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


