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Ausflug 1: Karlsruhe 

Wir haben zwei Ausflüge gemacht. Beim ersten Ausflug sind wir mit dem Bus nach Karlsruhe 

gefahren. Es hat etwa 3 Stunden gedauert. Zuerst haben wir das Museum (Zentrum für Kunst 

und Medientechnologie in Karlsruhe) besucht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Besonders habe 

ich mich für die Ausstellung über Spiele interessiert. Es gab alte japanische Spiele und den 

Körper benutzende Spiele. Nach dem Besuch des Museums sind wir ins Zentrum von Karlsruhe 

gegangen. Dort gibt es ein großes, schönes Schloss. Ich möchte wieder nach Karlsruhe gehen, 

weil wir nur 45 Minuten Freizeit hatten. 

 

Ausflug 2: Stuttgart 

In der nächsten Woche sind wir nach Stuttgart gefahren. Es hat auch etwa 3 Stunden gedauert. 

Stuttgart ist die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. Wir haben das Mercedes-Benz-

Museum und das Zentrum von Stuttgart besucht. 

Im Mercedes-Benz-Museum habe ich etwas über die 

Geschichte von Mercedes-Benz gelernt. Ich habe mich 

über den Besuch des Museums gefreut, weil ich 

Sportwagen mag. 

Im Zentrum von Stuttgart habe ich mich mit meinen 

Klassenkameraden und -kameradinnen fotografiert. 

Danach bin ich mit einer Chinesin und einer 

Indonesierin durch die Stadt spaziert. Wir haben Eis 

gegessen und uns unterhalten. 



  

Freiburg im Breisgau 

Neben den Ausflügen habe ich verschiedene Städte 

besucht. Hier stelle ich Freiburg im Breisgau vor. 

Freiburg ist eine sehr große Stadt und liegt in Baden-

Württemberg. Wir konnten mit dem Zug nach Freiburg 

fahren. Es dauerte nur 30 Minuten. Ich habe viele Orte 

besucht. Vor allem das Münster ist mein Lieblingsort. Es 

wurde 1513 gebaut und die Höhe beträgt 116 Meter. Besonders  die Glasmalerei war sehr 

schön. Wir haben auch die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg besucht. Wir hatten eine 

Führung über den Campus und durch die Bibliothek. Dort möchte ich in Zukunft studieren. 

 

Am Ende 

Drei Wochen auf dem Birklehof waren die schönste Zeit in meinem Leben. Ich konnte viele 

ausländische Teilnehmer kennenlernen. Ich hatte Spaß an diesen Ausflügen. 

Wegen der Teilnahme an dem Jugendkurs finde ich, dass es zu viele Sachen zu lernen gibt. 

Mein Schulleben dauert nur noch 7 Monate. Deshalb lerne ich Deutsch fleißiger und möchte B2 

bestehen.   

 

 

  



遠足１ カールスルーエ 

私たちは２つの遠足がありました。一回目は、カールスルーエという町に行きました。カー

ルスルーエまでは、バスで３時間ほどでした。まず初めに、美術館にいきました。美術館と

言っても、ただ絵が飾ってあるのではなく、物が喋ったり、自分の体を使ったりと五感で楽

しめるところでした。中でも、ゲームに関する展示は面白く、白黒の画面のゲームや自分の

体で操作するという近未来のゲームなどがありました。美術館への訪問後、カールスルーエ

市内へと行きました。そこには、大きく美しい城がありましたが、自由時間がわずかしかな

かったので、あまりよく見れませんでした。そこで、機会があればもう一度行ってみたいで

す。 

 

遠足２ シュトゥットガルト 

カールスルーエへの遠足の翌週は、シュトゥットガルトへと行きました。ここも、バスで３

時間ほどかかりました。シュトゥットガルトは、Baden-Württemberg州の州都です。私たち

は、メルセデスベンツミュージアムと市内を訪れました。メルセデスベンツミュージアムで

は、メルセデスベンツの歴史について学ぶことができました。また、数多くの車が展示され

ていて、車好きにはたまらない場所でした。シュトゥットガルト市内では、クラスメイトと

写真を撮ったのち、自由行動でした。中国とインドネシアから来たクラスメイトとともに市

内を散策しました。アイスを食べながら、会話を楽しめたのでとても充実した時間でした。 

 

フライブルク 

遠足のほかにも、いろいろな街を訪れたのですが、ここではフライブルクを紹介します。 

フライブルクはとても大きい街で、ここも Baden-Württemberg 州に属しています。宿舎のあ

る場所から電車で 30 分ほどの距離に位置しています。フライブルクでは、多くの場所を訪

れたのですが、なかでもお気に入りだったのが、フライブルク大聖堂です。ここは、1513 年

に完成した高さ 116ｍもの大聖堂です。特に、大聖堂内のステンドグラスがとても美しかっ

たです。他には、参加者全員でフライブルク大学へと訪れました。そこでは、キャンバスツ

アーと図書館見学を行いました。将来ここで学んでみたいと思いました。 

 

最後に 

ビルクレホーフでの 3週間は最高のものでした。多くの人と知り合い、遠足もすることがで

きました。一方で、このユーゲントコースに参加したことで自分の力不足も実感しました。

高校生活は残り７か月ほどしかないですが、より一層ドイツ語学習に励み、B2 に合格した

いと思います。 

 


