2015 福島を伝え、再生可能エネルギーを学ぶ

福島・ドイツ高校生交流プロジェクト
ベルリンの壁崩壊から 26 年彼らの感じた平和とは

2015 年 8 月 9 日〜8 月 22 日
このプロジェクトは、⾼校⽣が再⽣可能エネルギー先進国であるドイツで再エネの将来性を学ぶととも
に、現地の⾼校⽣との交流を通じて国際的な感覚を⾝につけてほしいと 2013 年の夏にスタートしまし
た。今回のプロジェクトは、福島県内外の⾼校⽣ 8 ⼈が 2015 年 8 ⽉９⽇〜22 ⽇の⽇程で参加しました。
それぞれ⾼校⽣は⼤きく成⻑してくれました。
訪問したノルトライン・ヴェストファーレン州(NRW 州)は、福島県と「省エネルギー、エネルギー効
率及び再⽣可能エネルギーの分野における連携に関する覚書」を締結しています。福島県は、2040 年まで
に再エネの導⼊量 100%を⽬標にしています。この動きが⽇本中に広がってほしいものです。
それでは、⾼校⽣の成⻑した姿をご覧ください。
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福島県立安積高校 2 年

石塚明日香

私は、両親に勧められてこのプロジェク

可愛いバスに乗ってニナと出掛けます。な

トに参加しました。私は、⼈前で⾃分の意

なちゃんと美味しそうなパン屋さんや⾒た

⾒を発表したり、まとめたりするのに⾃分

ことがないお店に⽬を奪われながらニナに

の中で苦⼿意識を持っていました。だか

ついていく。1 ⽇が終わって家に帰ってき

ら、感想を話したり、ましてや英語でスピ

て、家族みんなでドイツの郷⼟料理を⾷べ

ーチやディスカッションをしたりすること

ながらたくさんおしゃべりをする。そんな

は⼤きな不安要素でした。

毎⽇が新鮮で、かつ安⼼できるような⽇々
を過ごすことができました。⼀番⾝近に⽂
化の違いを感じることができた場所でもあ
ったし、⽇本とドイツでここは同じなん
だ！と気づくこともできました。
私はこのプロジェクトで⽇本から離れ
て、現在の政治や歴史など、世界から⾒た
⽇本を覗くことができました。原発につい

しかし、実際に参加してみて、たくさんの

てのドイツ⼈の視点も知ることができまし

素敵な出会いや楽しかったことが数多くあ

た。それを⽇本に帰ってきてからも、忘れ

りました。また、良い刺激になることもた

ないように、また、理解するようにしてい

くさんありました。

たいと思いました。そのためには、まず⽇
本を知り、世界を知る必要があると思いま
す。また、英語を話せるようになることで
もっと⾃分の世界が広がることもわかりま
した。だから、将来は英語を話せるように
なりたいというのが今⼀番の⽬標です。

(⾼校体験の休み時間)

私が最も印象に残っているのは、ホスト
ファミリーと過ごした時間です。朝、なな
ちゃんと起きて、たくさんの果物とおばあ
ちゃんの特製ジャムをパンに塗って⾷べ、

桜の聖母学院高校 2 年

齋藤雅

私はドイツに⾏き、パートナーであるデ

⽇本の２倍以上だ。⽇本ではまだ難しい再

ニツの家にホームステイしたり、歴史や政

エネ利⽤の電化製品の普及も、ドイツでは

治・⽂化を⾒聞きしたり、たくさんの⼈と

かなり進んでいた。凄い。ドイツがこれを

お話することを通して、いろいろな気付き

可能にしているのは、地⽅の⼒が強いこと

や学びを得ることができた。

にあると私は感じた。地⽅が独⾃の政治を
⾏い、それぞれが掲げる⽬標に向かって、
市⺠が協⼒的し合って努⼒している。私た
ちに⾝近な、地⽅で政治を⾏うことこそが
市⺠の政治参加意欲を⾼め、未来を⾒据え
る⽬を養うのではないだろうか。⽇本もこ
うあって欲しい。いや、私たち若者が⾏動
を起こし、こんな社会をつくりたい。ドイ
ツに⾏ってそんなことを考えるようになっ

まず感じたのは、デニツを含めた、私と

た。

同世代の⾼校⽣たちの凄さだ。ボンの歴史
博物館に⾏った時、デニツは私たちに向け

帰国して、ドイツから離れ、来る前と変

てドイツの歴史を説明するだけでなく、彼

わらない⽣活に戻った。今の私は、ドイツ

個⼈の意⾒を聞かせてくれた。私は衝撃を

滞在中に私はこうありたい、と願った⾃分

受けた。私がもし⽇本の歴史を外国⼈に紹

にはほど遠い。実際に⾏動に移せていない

介する時、こんなに詳しく、そして⾃分の

からだ。情けない、しかし私の中にはま

意⾒までもを⾔えるだろうか。ドイツの他

だ、ドイツでついた⽕種が残っている。こ

の⾼校⽣たちも、⾃国の政治や抱えてる問

の⽕種を絶やさず、⼀歩⼀歩出来ることか

題に普段から興味関⼼を持って勉強してい

らやっていこうと思う。どうか⾒ていて欲

て、積極的に意⾒を発信していた。そんな

しい。私の⽕が燃え上がる時を！

彼らの姿はかっこよくて、純粋な憧れを私
に抱かせた。私も彼らのように、⾃分の考
えをしっかり持ち、そして伝えられる⼈間
になりたい！強くそう思った。
また、ドイツ⼈の環境への意識の⾼さに
は驚いた。その意識の⾼さは数字にも表れ
ていて、再⽣可能エネルギーの発電⽐率は
2014 年の時点で 26.2%もある。これは、

福島県立保原高校 2 年

斎藤悠介

私がドイツに⾏き最初に思ったことは私

今までドイツの良い点を⾔ってきました

達よりも原発に対する意識、再⽣可能エネ

が、悪い点もありました。それは、ポイ捨

ルギーに対する意識、戦争に対する意識が

てが多いことです。特にたばこのポイ捨て

全く違うということです。

はひどかったです。駅のホームの下が異様
に茶⾊だったのでよく⾒てみたらそれはす
べてたばこの吸い殻でした。たばこには⼈
体に対して害がある成分を含んでいるの
で、それが河川に⾏ってしまうと環境が悪
くなってしまうのでごみに関して考え直す
必要があると思いました。
次に戦争に対する意識です。私は今まで
⽇本が世界に対して⾏ってきたことをほと

ドイツは福島第⼀原発の事故からたったの

んど知りませんでした。ドイツの戦争博物

３ヶ⽉で脱原発を決定しました。それなの

館に⾏ったとき、そのことを知り⽇本がし

に⽇本は原発を再稼働しました。あの事故

てきたことを知りました。⽇本にはそのよ

があったからこそ⽇本は世界のどこの国よ

うな博物館があまりなく戦争に対する意識

りも再⽣可能エネルギーへ転換しなければ

が低いです。⽇本は原⼦爆弾を落とされ世

なりませんでした。

界で唯⼀の被爆国と⾔ってるだけであって

とても残念に思います。あの事故はなんの

その原因を作ったのは私達なのに、訳がわ

教訓にもなっておらず、またあの悲劇が起

かりません。なので、1 から私達がやって

きるのではないかと不安で仕⽅ありませ

しまったことを考え周辺諸国と仲直りをし

ん。

友好を築いていくのが⼤切だと思います。

ドイツは街のバス乗り場の屋根の上にソ

⽇本は原発の取り組み、戦争でしてきて

ーラパネルを設置したり、ガラス張りの建

しまったことを考え直すことをしていかな

物をたて省エネ対策をしたりなど様々な対

ければいけないと思いました。そうしてい

策を⾏っています。それなのに⽇本は省エ

けば、世界に誇れる⽇本になると私は思っ

ネ省エネと⾔ってますが、駅などは寒くな

ています。

るほど冷房をつけ眩しくなるほど電気をつ
け、全然省エネ対策をしていません。ま
ず、私達にできることから始め島国という
特徴をいかし再⽣可能エネルギーへ転換し
ていくことが⼤切です。

福島県立福島南高校 1 年

坂井梨花

今回のプロジェクトに参加して、⽇本に
居ては気づけない事や経験できない様なこ
とにふれる事ができた 12 ⽇間をドイツで
過ごしました。

ました。少し⼾惑いましたが、私なりに考
えを伝える事ができました。
それから、教育のしくみが⽇本とは違っ
たドイツの授業を受けた時、まず⽣徒の授
業に対する積極的な学ぶ姿勢、挙⼿の多さ
に、今まで受け⾝で受けてきた私は驚きま
した。先⽣が⽣徒 1 ⼈ 1 ⼈の発⾔を⼤事に
しているのが⾒ていて分かりました。⽇本
で私もこういった授業を受けたいなと感じ
ました。このような授業が⽇々⾏われてい
れば、ディスカッションで⾒せられた⾼校
⽣の知識の多さ、話し合いへの意欲も納得

海外へ⾏ってみたいという思いもあって

です。

の参加だったため 1 番楽しみで、かつ不安
だったホームステイ。英語を聞きとれない
悔しさと申し訳なさで初めは⾟かったで
す。ですが、沢⼭の時間をパートナーと⼀
緒に過ごして仲良くなれていって、会話が
弾んでいると実感した時はとても嬉しかっ
たです。今でもパートナーやファミリーか
ら⼿紙やメールが届きます。本当に良い家
族に受け⼊れてもらいました。ありがとう
ございます。
また｢福島を伝え、再⽣可能エネルギー

原発事故は⽇本で起きた事なのに、⽇本
⼈以上にドイツの⾼校⽣たちは、⽇本や福
島を知ってるし気にかけてくれています。

を学ぶ｣ために事前に福島、放射能などに

ドイツに⾏って、私⾃⾝もっと⽇本の政

ついて知識をより増やして、ドイツの⾼校

治、問題について興味を持とうと考えまし

⽣たちとディスカッションしました。です

た。7 ⼈のメンバーと沢⼭のことを学び、

が始まってみれば、ドイツの⾼校⽣も私た

沢⼭の楽しかったり⼤変だった思い出をド

ち⽇本⼈と同じくらい、⽇本や放射能に詳

イツで作れました。今回のプロジェクトに

しくて、それを踏まえた上で質問をしてき

協⼒して下さった皆さん、ありがとうござ
いました。

福島県立安積黎明高校 2 年

千坂奈々

ドイツのプロジェクトに参加してよかっ
たと⼼から思います。エネルギーについて

験

でした。⾝体に⼤きな傷を負っている

はもちろん、歴史や平和について多くのこ

にも関わらず、元気⼀杯に遊んでいる姿に

とを学び考える機会をいただきました。

⼦供というのはどこの国でも本質は変わら
ないのだと感じました。それから、そこで
働くスタッフ、ボランティアの皆さんに尊
敬の念抱きました。⼦供達を助けたいとい
う強い意志がなければ決してできない仕事
だと思います。そうやって、誰のために⾏
動出来る⼈になれたらなぁ、と思いまし
た。

NRW 州の環境省では NRW 州の再⽣可能

今回、こんなに素晴らしい経験をするこ

エネルギーの現状と問題点を、ボンの歴史

とが出来たのは、このプロジェクトに関わ

博物館ではドイツの加害の歴史、ベルリン

ってくださった⽅々のおかげです。感謝の

ではナチス時代のこと学びました。

気持ちでいっぱいです。このプロジェクト

私が⼀番印象に残ったのはドイツ平和村
です。そこは、戦争や貧困によって怪我を

に参加出来たことは私の⼈⽣の中の宝物と
なりました。

負ったが病院に⾏けない⼦供達を保護し、
怪我を治してから現地にかえすという活動
をしているところです。そこで聴き驚いた
のが、ここの⼦供達は病院に⾏けると聞く
と「病院！病院！」と囃し⽴てるそうで
す。ふざけて囃し⽴てているではなく、病
院に⾏けるくらい元気になった！、嬉しい
ことだ！と喜ぶらしいのです。⼦供は病院
に⾏くことが苦⼿というイメージをもって
いたのですが、ここの⼦供達は、病院に⾏
けることを嬉しいことだと考えているので
す。⽇本ではなかなか考えられないことだ
な、と思い衝撃を受けました。実際に⼦供
達と会うことが出来たのもとても貴重な経

(教会での被災報告)

日本大学東北高校 2 年

塚野未来

今回私はドイツを訪れてみて、まずドイ
ツの⾼校⽣の知識量の多さに感⼼しまし

ツの何事にもオープンな姿勢を⽇本も⾒習
っていかねばならないと思います。

た。⾼校で⾏われたディスカッションで原
発事故や原発についてどう思うかなどを話
し合ったのですが、ドイツの⾼校⽣は遠く
離れた⽇本のことまでよく知っていまし
た。驚いたのは、福島の原発事故がいつ何
が原因で起きたのかまでを詳しく勉強して
いたところです。
⾝近で起きたことなのに５年経った今で
もよく理解していない私に⽐べ、そのよう

また、ドイツ歴史博物館を訪れたときの

な⾼校⽣をすごいなーと思いました。同時

こともとても印象に残っています。中に⼊

に、どんなことも隠されることなく真実が

ってみると、ユダヤ⼈が⼿を縛られ⾸を切

告げられているドイツとそうでない⽇本の

られている絵や戦争で受けた被害がかかれ

決定的な違いを思い知りました。

た資料、また反対にドイツが他国にしてき
たことも資料として展⽰されていて全てが
⼀⽬瞭然でした。なんとも残酷なものばか
りでとても⾒ていられませんでしたが、ド
イツは被害者としてだけでなく、同時に加
害者でもあるという⾃覚をもっている国だ
ということがわかりました。街中にも戦争
のことを考えさせられるような建造物が沢
⼭あり、この国なら徐々に戦争を起こそう

(歴史博物館でドイツの⾼校⽣の解説を聞く)

私は⽇本は平和で安全で良い国だという

と思う国⺠はいなくなるのではないかと思
いました。

ような印象しかもっていませんでしたが、

このドイツで過ごした２週間は毎⽇が刺

ここにきてはじめて、実は上で情報をコン

激的で、ワクワクの連続でした。ドイツで

トロールされ、国⺠は切りとられた⼀部の

感じたことを学校や周りの⼈達に伝えてい

情報しか⼿に⼊れることができない閉鎖的

きたいし、普段の⽣活、ものの考え⽅に⽣

な国であるということを知りました。ドイ

かしていきたいです。本当にありがとうご
ざいました。

尚志高校 1 年

豊田郁実

私は⾼校⼀年⽣の夏休みの期間に「福

した。

島・ドイツ⾼校⽣交流プロジェクト」に参
加しました。このプロジェクトでは、ドイ
ツで再⽣可能エネルギーについて学んだ
り、ドイツの歴史を学習したりドイツの⾼
校⽣を前にいまの福島の現状について英語
でスピーチしたりと沢⼭いい経験をさせて
いただきました。

最初は⾶⾏機の中で早く⽇本に帰りたい
と思いましたが、ドイツに来てそういう意
識の違いが良く分かりもっと⾃分の国のい
ろんなことについて考えようと思えまし
た。そしてドイツのそういう意識を⾒習い
たいと思いました。このプロジェクトに参
(県⼈会であいさつ)

加して本当に沢⼭のことについて学べまし
た。この経験を活かしこれからの⽣活を有

私はドイツに⾏くと決定する前は全く再
⽣可能エネルギーのことを考えたことあり
ませんでした。ですのでドイツに⾏くにあ
たって再⽣可能エネルギーについてネット
で調べたりと⾃分の考えを持とうと頑張り
ました。ですが、ドイツの⾼校⽣は再⽣可
能エネルギーのことは勿論⾃分達の国の歴
史など⾃分の意⾒をしっかり持ちそれを
堂々と⾔えるということが出来ていまし
た。そんな様⼦を⾒ていたら私も再⽣可能
エネルギーのこと、⾃分達の国の歴史、福
島のことなどをあんなに⾔えないと思い、
⾃分の国について意⾒を持っていないこと
は正直恥ずかしいことじゃないかと思いま

意義なものにしていきたいです。

石川県立金沢泉丘高校 2 年

種市彩花

2 ⽇⽬は観光がメインだった昨⽇とは違
い、より学ぶことの多い１⽇でした。

れたこの⼟地でこのような活動が⾏われて
いるということに驚きました。

午前中には沖縄から来た⾼校⽣、⼤学⽣
のグループと合流したのち、ドイツ国際平
和村へ⾏きました。正直に⾔うと、私はこ
のプロジェクトに参加し、実際に⾏ってみ
るまでどんなところなのか全くわかってい
ませんでした。そのため、スタッフのボー
さんや⾦⼦さんたちが平和村についての説
明を受けたとき、私はとても驚きました。
そして、さらに驚いたことが、⽇本は２
番⽬に平和村への寄付が多いということで
す。そうであるにも関わらず、これまで平
和村について知らなかった⾃分を恥ずかし
く思いました。平和村についての説明を聴
いたのち、私たちは平和村に住む⼦どもた
ちとコミュニケーションをとりました。⼦
どもたちが想像していたよりも明るく笑顔
だったことに驚くと同時に安⼼しました。
(⼦どもたちとの交流 提供：ドイツ国際平和村)

⼦どもたちがふざけあっているのを⾒て
「⼦どもは⼦ども」なんだなと思い、とて

平和村では紛争地帯などの貧しい地域に

も穏やかな気持ちになりました。⼦どもた

住むケガや病気の⼦どもたちをドイツへ連

ちと接しているうちに、私もボランティア

れて来て、完治させてから⺟国へ帰すとい

をしてみたいと感じました。話によると、

う活動を⾏っていること。その他にも、貧

独検２級以上の取得と６か⽉以上の滞在が

しい国々への募⾦をつのり、病院を設⽴す

必要と聴き、今の⾃分ではとても難しいこ

るなどして現地の医療状況を改善するため

とを知りました。⼤学を出てからでもボラ

の活動、またそれだけでなく⼈々に平和に

ンティアとして参加できるよう、帰国後少

ついてかんがえてもらうという活動を⾏っ

しずつでもいいのでドイツ語の勉強もして

ていることを知りました。⽇本から遠く離

いこうと思いました。

謝辞
このドイツプロジェクトはみなさまのご
⽀援があったからこそ、成功できたという

明るさがなければ、このプロジェクトの成
功は成し得ませんでした。

ことは、⾔うまでもありません。みなさま
の⽀えが、福島の⾼校⽣がドイツで多くの
ことを学ぶという、ひとつの⼤きなプロジ
ェクトを動かしてくださいました。

ここで、みなさまに謝意を表明したいと思
います。ありがとうございました。
「2015 福島を伝え、ドイツに学ぶ

また、⾼校⽣のホームステイを受け⼊れて
福

くださったご家族のみなさん、⾼校⽣を温

島・ドイツ⾼校⽣交流プロジェクト」は、

かく受け⼊れてくださり、ありがとうござ

公益財団法⼈ 関⻄・⼤阪 21 世紀協会様の

いました。そして、⾼校⽣にドイツの歴史

「⽇本万国博覧会記念基⾦」の助成⾦を頂

をレクチャーしてくださった、環境ジャー

き、開催しました。この助成⾦が決まらな

ナリストの川崎陽⼦さま、寄付を頂いたデ

ければ、このプロジェクトは実現できなか

ュッセルドルフさよなら原発のみなさまに

ったかもしれません。感謝いたします。ま

も感謝いたします。

た、寄付をしていただいたみなさまにも合
わせて感謝いたします。
続いて、ドイツでの受け⼊れを⾏ってく
ださった⽅々にも⼤変お世話になりまし
た。デュッセルドルフでの⾏程をアテンド
してくださった、シュタインバート・ギム
ナジウム教員の松尾馨先⽣に改めて感謝を
申し上げます。松尾先⽣のハツラツとした

また、福島の⾼校⽣を歓迎してくださった

トに参加してくれた⾼校⽣のみなさん、み

福島県⼈会のみなさま、JETRO の七海秀

なさんが参加してくれていなかったら、も

和さま、⼤変お世話になりました。

ちろんこのプロジェクトは成り⽴ちませ
ん。これからのみなさんのご活躍をお祈り
しています。
そして最後に、ドイツプロジェクトメン
バーのみなさんに。夜遅くまでの作業、お
疲れさまでした。すべてが初めてのメンバ
ーで、みなさんと⼀緒だったからこそ、こ
のプロジェクトを成功させることができま
した。このプロジェクトが 5 年、10 年後と

ベルリンでの受け⼊れをしてくださり、

続いていくことを願っています。

ドイツのさまざまな姿を教えてくださっ
た、福本榮雄さま、南由美⼦さま、⽜込⿇

▪引率者紹介

奈さま、ヘルガ・シャーデさま、ありがと
うございました。第 1 回、第 2 回ドイツプ
ロジェクトをサポート、アドバイスをして
くださっていた具志優さまが 2016 年 2 ⽉
16 ⽇に亡くなられました。具志さまは、本

⼩⽟直也
NPO 法⼈ アースウォーカーズ代表理事
⾼遠菜穂⼦
イラク⽀援ボランティア。エイドワーカー

職のトランペットの演奏だけでなく、社会
活動を積極的に⾏ってこられていた⽅で、
⼤変残念です。また、私が 2014 年夏にド
イツをひとりで訪問した際には、ベルリン
中央駅でお寿司をごちそうしていただきま
した。トランペットの練習後に、ポツダム
で⼀緒においしいドイツ料理を⾷べたこと
も忘れられません。御冥福をお祈りいたし
ます。
そして、お忙しいなか、このプロジェク
トに引率として参加していただいた⾼遠菜
穂⼦さん。⾼校⽣に⾼遠さんにしか話せな
いことをたくさん話していただきました。
また、ディスカッションの司会や通訳もし
ていただきました。次に、このプロジェク

⽥中亮佑
宮崎公⽴⼤学 3 年

