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表紙の言葉

Zum Titelbild

ドイツで得た宝物

Ich habe einen Schatz in Deutschland gefunden!
Im Jahr 2017 habe ich ein Jahr in Düsseldorf gewohnt. Dort habe
ich alle vier Jahreszeiten erlebt. In Düsseldorf wird der „Japan
Tag“ abgehalten, sowie es auch einen japanischen Tempel (EKŌHaus) gibt. Die Stadt steht in enger Beziehung zu Japan. In diesem Jahr hatte ich die Gelegenheit, mit meiner deutschen Freundin zusammen im Kimono durch die Stadt zu bummeln. Das hat
uns viel Spaß gemacht. Es war sehr schön, mit jemandem mit einem anderen kulturellen Hintergrund unsere Kultur zu genießen.

2017 年、私は一年間ドイツに滞在を致しました。デュッ
セルドルフ市に住み、季節を一巡体験しました。
デュッセルドルフは、日本デー（Japan Tag）というイベ
ントや惠光寺（EKŌ-Haus）という日本のお寺もあり、とて
も日本と繋がりのある街です。私はその年の日本デーでド
イツの友人と着物を着て街を回り、楽しみました。文化の
共有ができることはとても素敵なことですね。
夏頃にはキルメス、冬にはクリスマスマーケット。クリ
スマスマーケットは街によって雰囲気も少し異なるという
楽しさがあり、その年は気が付いたら複数のクリスマス
マーケットを訪問していました。
ライン川は春夏秋冬それぞれの顔を持ち美しい風景でし
た。川沿いの街は常に人々で賑っています。この美しい風
景を見ていたら、ドイツの方がピクニックが大好きだとい
うことにとても納得です。
この一年間で私はたくさんの人々に出会い、そしてたくさ
んの素敵な友人にも恵まれ毎日とても充実した素敵な日々
を過ごすことができました。楽しいことは一緒に存分に楽し
み、困ったことがあった際は一緒に考えてくれ助けて頂きま
した。今でも感謝してもしきれない気持ちでいっぱいです。
ガイドブックに載っていない、現地の方もお勧めする素
敵な場所もたくさんありました。大きな街にも小さな街にも
素敵な場所がたくさんあるので、是非いつかもっと多くの
方にも知って頂きたいです。一年間という時間は一瞬の出
来事のようでしたが、その思い出は一年以上分あるかと思
えるほどの多さです。私はその思い出を片時も忘れずこれ
からもずっと大切にしていこうと思います。その大切な宝
物のお陰で今の自分があります。もっと自分を成長させ、
そしていつか必ず大切な友人達に御礼をしたいです！

Im Sommer fand der Kirmes statt, im Winter gab es die Weihnachtsmärkte. Interessant war für mich, dass jeder Weihnachtsmarkt in den verschiedenen Städten eine eigene Atmosphäre hatte. Daher habe ich viele Weihnachtsmärkte besucht.
Je nach Jahreszeit machte der Rhein verschiedene Eindrücke auf
mich, er war jedoch jedes Mal atemberaubend schön. Am Fluss
war immer eine Menge los. In dieser wunderschönen Landschaft
konnte ich mich davon überzeugen, dass die Deutschen Picknick
lieben. In diesem einen Jahr habe ich sehr viele Leute kennengelernt und die vielen, tollen Freundschaften machten meinen Aufenthalt sehr wertvoll.
Natürlich hatten wir gemeinsam viel Spaß, aber wenn ich Schwierigkeiten hatte, haben mir meine Freunde immer geholfen. Dafür
kann ich ihnen nicht genug danken. Ich hatte auch viele Orte kennengelernt, die mir von Einheimischen empfohlen wurden und
die nicht in den Reiseführern vorgestellt werden. Ich hoffe, dass
viele Besucher aus Japan diese schönen Ecken in den Großstädten
sowie auch in den kleineren Ortschaften kennenlernen könnten.
Ein Jahr ist wie ein Augenblick vergangen. Jedoch sind die Erinnerungen so zahlreich, dass es scheint, als hätte es sich um mehr als
ein Jahr gehandelt. Ich werde dieses Jahr nie vergessen und diese
Erinnerungen immer in mir tragen. Sie sind mein Schatz. Ohne
diesen Schatz wäre ich nicht zu der geworden, die ich jetzt bin. Ich
möchte mich weiterentwickeln und eines Tages bei meinen lieben
Freunden in Düsseldorf für ihre Unterstützung danken.

生田真美子（日独協会会員）
（写真）
（上左から）キルメス、惠光寺 、日本デー
（下）ライン川
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Mamiko Ikuta (Mitglied der JDG)
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ドイツ経済の動き

第 64 回

パンデミックが一息つく中で
伊崎 捷治（当協会理事

元ベルリン独日協会副会長

当協会ドイツ時事問題研究会世話人）

目標圏内で推移するコロナ感染
日本で全国を対象に非常事態宣言が出された 4 日後の 4 月 20 日、ドイツでは規模の大きくない商店の営業が認められるなど、
規制の緩和が始まりました。
その後は休暇シーズンを前に周辺国への旅行も解禁され、ドイツ北部海岸地域にも多くの人が保養に訪れているようです、最近
は州レベルでマスク着用義務の撤廃も議論されるようになり、夏休み明けにはすべての学校が再開されます。6 月半ばには従業員
数 7,000 人というドイツ最大の家畜の屠殺・精肉工場で 1,550 人もの集団感染が発生する騒ぎがありましたが、工場は直ちに営業
休止を命じられ、周辺一帯がロックダウンされるなど強力な措置によって、大事に至ることなく収まったようです。
7 月中旬時点ではまだ毎日 500 人あまりの新規感染者が出ていますが、それでもドイツが地域ごとの目安の一つとしている 10 万
人あたり 50 人以下を大きく下回る 3 人前後の水準で推移しています。
課題の経済回復
今後は疲弊した経済をいかに立て直していくかが課題です。ドイツ政府は 3 月下旬に中小企業や手工業者の経営や雇用を支える
ことを主な目的とする経済対策を決定しました。そのための（第 1 次）補正予算は総額 1,225 憶ユーロ（約 15 兆円）という、ド
イツとしては極めて大規模なものでした。また、6 月下旬には経済をしっかりと回復させるために、消費の拡大に主眼を置いた景
気対策とそのための（第 2 次）補正予算を決定しました。目玉は付加価値税率の引き下げで、7 月から年末までの半年間、一般税
率が 19% から 16% へ、軽減税率が 7% から 5% に引き下げられています。そのほかには、子供 1 人あたり 300 ユーロの給付金、
飲食業や観光業を中心とする中小企業に対するつなぎ資金の給付（250 億ユーロ）、電気自動車の購入奨励金の引き上げなど、経済
対策は多岐にわたります。
持ちこたえる財政
財政を見ると、第 1 次と第 2 次の補正予算を合わせた支出総額は当初予算に対して約 1,465 億ユーロ（約 17.8 兆円）となり、
2019 年の GDP の 4.3% に相当します。これに予算には計上されない企業向け融資保証枠 6,000 憶ユーロ、付加価値税の減収額 185
億ユーロを加えても 22% あまりです。一方で、収入はロックダウンによる税収減などによって 713 億ユーロの減少が見込まれて
います。このため、連邦予算は当初の黒字均衡から一挙に 2,178 憶ユーロ（約 26 兆円）の大幅な赤字となります。そのため、
2019 年には GDP の 60% にまで低下していた累積債務も 75% と、2014 年の水準にまで逆戻りすることになります。それでも、健
全を旨としてきたドイツの財政はなお先々の見通しがきく状態にあるというところは日本と大きく異なります。
経済回復と連邦議会選挙
政府は今年の赤字（債務）を 2023 年から 5% ずつ 20 年で返済する計画ですが、そのためには景気が順調に回復する必要があり
ます。景気対策の目玉である付加価値税の引き下げについては、どれだけ消費者に還元されるかが問題ですが、自動車や家具など
高額商品の販売業界では値下げを表明しています。しかし、半年後の来年 1 月 1 日に付加価値税率を実際にもとの水準に戻すこと
ができるかどうか、秋に連邦議会選挙を控えている中で、景気の動向が注目されます。
ifo 経済研究所は 6 月末に発表した分析で、3 月と 6 月の景気対策は他の要因と合わせて約 1,900 憶ユーロ、GDP 比で 5.8% の効
果を及ぼすとしています。2020 年の景気はすでに底を打ち、上半期の大幅なマイナス成長の反動で下半期は大幅なプラスに転じる
としています。結果、年間では 6.7% のマイナス成長、2021 年にはプラスに転じて 6.4% の成長となるとみています。節目は 2020
年末から 2021 年はじめになるということで、政府にとっては重要な局面を迎えるといえそうです。
期待される EU でのリーダーシップ
しかし、ドイツは自国のことだけを考えているわけにはいきません。ドイツは今年の 7 月から 12 月まで EU 理事会の議長国を務
めています。EU には現在、社会・経済の革新、単一市場完成に向けた 2021 年からの長期予算の策定、パンデミックで大きな損傷
を受けた加盟国に対する支援のほか、デジタル化、難民問題など数多くの課題があり、統合の強化や活性化の行方は今年後半のド
イツのリーダーシップにも大きくかかっており、メルケル首相はじめ各分野を担当する大臣が気合を入れています。
（2020 年 7 月 20 日記）
日独交流 160 年記念事業 日独漫画コンクール
～遠くて近い日独関係、過去と未来を紡ぐ日独の絆～（仮称）

ボランティア募集
来年 2021 年は日独交流 160 周年。これを記念し第二回目の日独漫画コンクールをベルリン独日協会と共催で行います。クラウドファ
ンディングを立ち上げ、作品募集の広報や応募作品の展示会等のお手伝いをしていただけるボランティアを募集します。
お手伝いいただくこと：
・ドイツ大使館（予定）等での授賞式と展示会開催の準備
・SNS の広報
・クラウドファンディングの立ち上げ
・ドイツ作品の日本語、日本作品のドイツ語の要約翻訳
・作品審査会の準備
・その他
参加条件：日独交流に関心のある方、漫画アニメがお好きな方、クラウドファンディングに詳しい方、ドイツ語を使いたい方
タイムスケジュール：2021 年

4 月～ 8 月末
9 月
11 月～ 2 月

関心のある方はメール jdg@jdg.or.jp

作品公募
作品選定
授賞式開催・作品の展示会

もしくは電話 03-5368-2326 で事務局までご連絡ください。
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2019 年度

公益財団法人日独協会 事業報告

2019 年事業年度は公益財団法人として財政健全化につとめ、
公平性・透明性・効率性を維持し、会員確保のため魅力的な事
業の実施を目指した。
年度末時点で比較すると法人会員 62 社（前年度 64 社）、一
般会員 692 名（同 760 名）といずれも減少した。一方、文京
区のドイツ語講座受託事業や在日ドイツ大使館の助成を得た日
独漫画コンクールなど新規事業を開拓することができた。
事業方針

① 多様な事業の実施
「世代を問わず会員に魅力ある日独協会」を目指して会員の
声を反映した各種イベントや、他機関との連携により広域的な
事業に取り組んだ。
具体的には、文京区、OAG（ドイツ東洋文化研究協会）
、在
日ドイツ大使館と共催で各種イベントを実施することによって、
会員以外にも文京区民や在日ドイツ人、若者から高齢者まで幅
広い年代に情報発信することが出来た。また、埼玉県深谷市協
力のもと東京以外で「ぶらドイツ」を開催することが出来た。
隔月発行の会報誌は読者の関心に合うよう心掛け、「モヤっ
とドイツ」
、
「1919 年から現在を見る」
、
「私とドイツ」などの
連載で幅広いテーマを取り上げた。
協会のツイッターとフェイスブックのフォロワーは計 2.2 万人。
②

財政健全化に向けた努力
資金の運用、収益事業の改善、法人会員、個人会員の維持、
ドイツ語講座の収益減による財政状況悪化改善のために通常の
ドイツ語講座に加えて、プライベートレッスンや「独検」対策
講座などを実施した。
ドイツ語講座：年間 58 講座を開設、延べ 350 名が受講
4 月〜 9 月 ドイツ語上半期コース
8 月 ドイツ語夏期講習会
10 月〜 3 月 ドイツ語下半期コース
3 月 ドイツ語春期講習会
結果、夏期ドイツ語、上期ドイツ語講座の収益は年度当初の
予想を上回り好転したが、春期、下期ドイツ語講座の収益は年
度当初の予想を下回り年間で減収となった。
この減収額分は文京区の区民向けドイツ語講座開催（受託業
務）により補填され、ドイツ語講座全体では増収となった。
③

相互交流を通じた、関連機関との良好な関係構築
在日ドイツ大使館、在日ドイツ商工会議所、NRW.INVEST、
DJW（日独産業協会）
、ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓
会、ベルリン日独センター、デュッセルドルフ日本商工会議所
等の日独関係機関、また独日協会連合会との連携を強化した。
・東京・ベルリン友好都市提携 25 周年記念事業としてベルリ
ン独日協会、OAG、文京区との共催による日独漫画コンクー
ル授賞式・展示会を開催した。
・全国日独協会連合会と共催にてイナ・レーペル在日ドイツ大
使歓迎会を開催し、当協会会員、全国の日独協会関係者との親
睦を図った。
④ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催を視野に
協会事業の可能性の検討
ドイツ選手団受入れ候補自治体（ドイツホストタウン）と日
独協会、ゲーテ・インスティトゥート、ドイツ観光局、ドイツ
大使館によるプラットホームを活用し、ニーズを把握した。
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具体的には、ドイツホストタウンの文京区主催の「ドイツ・
クリスマスマーケット」への出展や文京区民を対象としたドイ
ツ語講座への講師派遣等で協力と連携を深めた。
2019 年度の主要事業
昨年度の年間開催イベント数は合計で 93 であった。主なもの
は下記の通り。
4 月 18 日〜 20 日 全国日独協会連合会年次総会（新潟市）
5 月 30 日〜 6 月 1 日 独日協会連合会総会参加（ボン市）
7 月 16 日 真夏の夜のダンスパーティー（於：ドイツ大使館）
4 月〜 3 月末 文京区ドイツ語講座（受託事業）
6 月〜 9 月末 日独漫画コンクール作品募集
（東京・ベルリン友好都市協定締結 25 周年記念事業）
8 月 2 名の学生をベルリン独日協会に派遣
12 月 クリスマスの集い
1 月、2 月 日独漫画コンクール授賞式、展示会
2 月 イナ・レーペル大使歓迎会

Geschäftsbericht der gemeinnützigen Stiftung
Japanisch-Deutschen Gesellschaft 2019
Im Geschäftsjahr 2019 haben wir uns als Stiftung des öffentlichen
Interesses für die Erreichung steuerlicher Solidität, die Aufrechterhaltung
von Fairness, Transparenz sowie, Efﬁzienz und um das Ziel bemüht,
attraktive Projekte umzusetzen, um Mitgliedschaften zu sichern.
Zum Ende des Geschäftsjahres sank die Zahl der Unternehmensmitglieder
auf 62 (64 Unternehmen im Vorjahr) und 692 Mitglieder (760
Mitglieder im Vorjahr). Auf der anderen Seite sicherten wir uns durch
die Unterstützung der Deutschen Botschaft in Japan neue ﬁnanzielle
Mittel für das Deutschkursprojekt im Bezirk Bunkyo sowie für den
japanisch-deutschen Manga-Wettbewerb.
Vorhaben der Gesellschaft
1 Durchführung verschiedener Projekte
Mit dem Ziel, eine „attraktive Japanisch-Deutsche Gesellschaft für
Mitglieder aller Generationen zu werden, haben wir verschiedene
Veranstaltungen ausgetragen, die die Stimmen unserer Mitglieder
wiederspiegeln sowie großﬂächige Projekte in Zusammenarbeit mit
vielen anderen Organisationen abgehalten.
Insbesondere konnten wir durch verschiedene Veranstaltungen in
Zusammenarbeit mit dem Bezirk Bunkyo, der OAG (Deutsche
Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde) und der Deutschen
Botschaft in Japan Informationen nicht nur unseren Mitgliedern,
sondern auch lokal Ansässigen, Deutschen, die in Japan leben,
Jugendlichen sowie älteren Menschen zukommen lassen. Darüber
hinaus konnten wir in Zusammenarbeit mit der Stadt Fukaya den
beliebten „gemächlichen deutschen Spaziergang außerhalb von
Tokyo abhalten.
Das alle zwei Monate erscheinende Mitgliedsmagazin hat zum Ziel,
den Interessen der Leser gerecht zu werden und deckte ein breites
Themenspektrum wie zum Beispiel mit den Serien „Unklar , „1919
– von heute betrachtet , „Deutschland und ich ab.
Unsere Follower auf Twitter und Facebook erreichen mittlerweile
20.000 Interessierte.
2 Bestrebungen zur Haushaltskonsolidierung
Um die finanzielle Situation durch die Mittelverwaltung, den
Rückgang der Unternehmens- und Einzelmitglieder sowie den

Gewinnrückgang bei Deutschkursen zu verbessern, wurden neben
regulären Deutschkursen Privatunterricht als auch "Dokken-Diplom
Deutsch in Japan"-Vorbereitungskurse abgehalten.

Willkommensparty statt, um die Freundschaft zwischen den
Mitgliedern und Funktionären des Verbandes Japanisch-Deutscher
Gesellschaften zu fördern.

Wir zählen das 58. Jahr, in dem wir Deutschkurse
abhielten ; in diesem Jahr etwa 350 Teilnehmende
April-September:Deutschkurs der ersten Hälfte des Jahres
August:
Deutsch-Sommerkurs
Oktober-März: Deutschkurs der zweiten Hälfte des Jahres
März:
Deutsch-Frühlingskurs
Damit übertraf das Ergebnis des Sommerkurses und der Kurse in der
ersten Hälfte des Jahres die ursprünglichen Erwartungen, doch die
Erlöse aus dem Frühlingskurs und den Deutschkursen im zweiten
Halbjahr blieben hinter den ursprünglichen Erwartungen des Jahres
zurück. Dieser Umsatzrückgang wurde durch Deutschkurse für die
Einwohner des Bezirks Bunkyo (Auftragsarbeit) kompensiert,
wodurch der Umsatz für die gesamten Deutschkurse insgesamt stiegen.

4 Eine Studie über die Möglichkeit des Vereinsprojekts im
Hinblick auf die Ausrichtung der Olympischen Spiele und
Paralympics 2020 in Tokio
Die Platform, bestehend aus der Kandidatengemeinde der Spieler aus
Deutschland (Hosttowns für Deutschland), dem Goethe-Institut, der
Deutschen Zentrale für Tourismus sowie der Deutschen Botschaft in
Tokyo wurde genutzt, um kommende Anforderungen und
Erwartungen zu deﬁnieren. Insbesondere wurde die Zusammenarbeit
vertieft, indem wir auf dem „Deutschen Weihnachtsmarkt im Bezirk
Bunkyo teilgenommen sowie Deutschkurse den Bewohnern des
Bezirks angeboten haben.

Deutschkurs:

3 Aufbau guter Beziehungen zu verwandten Organisationen
durch gegenseitigen Austausch
Die Zusammenarbeit mit Behörden und Organisationen wie zB.
Deutsche Botschaft in Japan, Deutsche Industrie- und
Handelskammer in Japan, NRW INVEST, DJW (Deutsch-Japanischer
Wirtschaftskreis), Deutsch-Japanische Gesellschaft, JapanischDeutschen Zentrum Berlin sowie der Japanischen Industrie- und
Handelskammer in Düsseldorf konnten insgesamt verstärkt werden.
Im Rahmen des 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft Tokyo/
Berlin konnten gemeinsam mit der Deutsch-Japanischen Gesellschaft
Berlin, der OAG sowie dem Bezirk Bunkyo eine Preisverleihung und
eine Ausstellung des Japanisch-Deutschen Manga-Wettbewerbs
organiziert werden.
In Zusammenarbeit mit dem Verband der Japanisch-Deutschen
Gesellschaften fand auf Einladung Ihrer Exzellenz Frau Botschafterin
Ina Lepel an der Residenz an der Deutschen Botschaft in Tokyo eine

2019 年度

公益財団法人日独協会

決算報告

2019 年度決算報告の主な要点は以下の通り。
前年度比経常収益は 179 万円増。この主な要因は文京区のド
イツ語講座委託費の 171 万円の収入増による。一方、前年度
比経常費用は 178 万増となり、その結果最終経常益は 18,206
円のプラスとなった。
2019 年度決算
基本財産運用益
受
取
会
費
事
業
収
益
受 取 寄 付 金
雑
収
益
経
常
収
益
事
業
費
管
理
費
経
常
費
用
評価損益等調整前
当 期 経 常 増 減
基本財産評価損益等
当期経常増減額
経 常 外 収 益
経 常 外 費 用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

（単位／千円）
2018 年度実績
2,956
16,146
18,129
782
226
38,239
30,148
8,081
38,229
10
− 725
− 526
− 725
0
0
0
− 725

2019 年度実績
2,383
15,901
20,427
891
431
40,033
31,899
8,115
40,014
18
− 7,585
− 6,893
− 7,585
0
0
0
− 7,585

5 Hauptunternehmungen des Jahres 2019
Die Gesamtzahl der Veranstaltungen im vergangenen Jahr betrug 93.
Die wichtigsten waren wie folgt:
18.-20. April: Jahrestagung des Verbandes der Japanisch-Deutschen
Gesellschaften (Stadt Niigata)
30.Mai-1. Juni: Teilnahme an der Generalversammlung der
Japanisch-Deutschen Gesellschaften (Bonn)
16. Juli: Tanz in den Sommer in der Deutschen Botschaft
Ende März bis April: Deutschkurse für die Bewohner des Bezirks
Bunkyo (Auftragsarbeit)
Juni bis Ende September: Japanisch-Deutscher Manga-Wettbewerb
(Jubiläumsprojekt zur Unterzeichnung des 25. Jahres des
Städtepartnerschaftsabkommens Berlin/Tokyo)
2. August: Entsendung von zwei Studenten an die Deutsch-Japanische
Gesellschaft Berlin
12. Dezember: Weihnachtsfeier
Januar und Februar: Ernennung der Gewinner des Japanisch-Deutschen
Manga-Wettbewerbs, Preisverleihung und Ausstellung der Gewinnerwerke.
Februar: Willkommensfeier für Ihre Exzellenz Frau Botschafterin Ina Lepel.

Rechnungsbericht der Japanisch-Deutschen Gesellschaft
für das Geschäftshjahr 2019
Die Gesamtsumme der Erträge ist um 1.79 Mio. Yen gestiegen, was
hauptsächlich an den Erlösen durch den Deutschunterricht für den
Bezirk Tokyo lag.
Die Gesamtsumme der Betriebsaufwendungen ist um 1.78 Mio. Yen
gestiegen, sodass am Ende ein Plus von 18.206 Yen erreicht werden konnte.

Rechnungsbericht für das Fiskaljahr 2019
Betriebserträge
Mitgliedsbeiträge
Geschäftserträge
Spenden
Andere Erträge
Gesamtsumme der Erträge
Geschäftskosten
Verwaltungskosten
Gesamtsumme der Betriebsaufwendungen
Differenz Betriebserträge und -aufwendungen vor der Bewertung
Differenz laufender Gewinne und Kosten in dieser Periode
Kapitalbewertungsgewinn und -verlust
Differenz laufender Gewinne und Kosten in dieser Periode
Betriebsfremde Erträge
Betriebsfremde Aufwendungen
Differenz der betreibsfremden Erträge und Aufwendungen
Allgemeines Reinvermögen in dieser Periode

(Alle Angaben in 1000 Yen)
Fiskaljahr 2018
2,956
1,614
18,129
782
226
38,239
30,148
8,081
38,229
10
− 725
− 526
− 725
0
0
0
− 725

Fiskaljahr 2019
2,383
15,901
20,427
891
431
40,033
31,899
8,115
40,014
18
− 7,585
− 6,893
− 7,585
0
0
0
− 7,585

3

2020 年度

全国日独協会連合会年次総会

新型コロナウィルスの感染拡大防止の要請を考慮し、4 月 24
日に予定していた 2020 年度全国日独協会連合会年次総会は書
面開催となった。古森会長より提案された下記決議事項に対し
て、決議権を行使できる連合会会員 43 協会のうち 32 協会より
書面にて回答があり、回答頂いた全協会からこれに同意（賛成）
する旨の意思表示がなされた。
全国日独協会連合会規約の連合会総会第 10 条 3 項に準拠し、
当該提案事項は原案どおり承認可決する旨の連合会総会の決議
があったものとみなされた。
1 ．連合会総会の決議があったものとみなされた日：
2020 年 5 月 23 日
2 ．連合会総会の決議があったものとみなされた提案事項：
決議事項
決 議 事 項 1：古森 重隆 会長の再任
決 議 事 項 2：監事 2 名の選任（新任）
退 任 監 事：瀬下 功 監事 （茨城県日独文化協会）
渡部 武弘 監事 （千葉県日独協会）
新任候補監事：野澤 正義 監事 （茨城県日独文化協会）
志賀 久徳 監事 （千葉県日独協会）
決 議 事 項 3：2019 年度決算・2020 年度予算案及び監査報告
資料① 資料②を参照ください。
決 議 事 項 4：連合会会員の北陸日独協会の退会承認
報告事項
１：副会長の再任（順不同、敬称略）
全副会長より書面にて再任の意思を確認済み。
北海道日独協会 鈴木 重統（再任）
仙台日独協会
藤田 宙靖（再任）
とちぎ日独協会 橋本 孝 （再任）
ぐんま日独協会 鈴木 克彬（再任）

Bericht zur Verbandstagung des Verbandes der
Japanisch-Deutschen Gesellschaften 2020
Aufgrund der Erfordernisse zur Eindämmung der Verbreitung von
Corona-Infektionen wurde die für den 24. April geplante
Verbandstagung der Japanisch-Deutschen Gesellschaften 2020
diesmal in schriftlicher Form abgehalten. Herr Präsident Komori hat
schriftlich die unten aufgeführten Vorschläge der von ihren
Beschlussrechten Gebrauch machenden Verbandsmitglieder von 32
der 43 Vereinigungen erwidert. Alle Verbände, die geantwortet haben,
erklärten ihre Absicht, diesen Entscheidungen zuzustimmen.
Entsprechend des Artikels 10 Absatz 3 zu den Vereinbarungen der
Ver ba ndstag u ng des Ver ba ndes der Ja pa nisch-Deu tschen
Gesellschaften wurden die genannten Beschlüsse von der
Verbandsversammlung entschieden und deren Entwürfe angenommen.
1. Tag der Beschlüsse der Vollversammlung des Verbandes:
23. Mai 2020
2. Folgende Tagesordnungspunkte zu den Beschlüssen der
Vollversammlung standen auf dem Programm:
Tagesordnungspunkte:
1. Beschlusspunkt: Präsident Shigetaka Komori - wiedergewählt
2. Beschlusspunkt: Ernennung von zwei Revisoren - Neuernennungen
Rücktritt von: Revisor Isamu Seshimo (Japanisch-Deutscher
4

横浜日独協会
豊橋日独協会
名古屋日独協会
大阪日独協会
神戸日独協会
西日本日独協会

早瀬
神野
金武
大社
枡田
岡嶋

勇 （再任）
吾郎（再任）
直幸（再任）
啓二（再任）
義一（再任）
泰一郎（再任）

２：2019 年度日独ユースネットワークの活動報告、活動計画、
2019 年度決算・2020 年度予算案、及び監査報告
３：2021 年度の全国日独協会連合会総会の開催候補地
2021 年度連合会総会は公益財団法人日独協会の主管によ
り東京で開催することになった。
資料①

2019 年度全国日独協会連合会収支報告書

前期繰越運転資金

（2019 年 4 月 1 日〜 2020 年 3 月 31 日）
414,460 公財）
日独協会 2019 年度分事務委託料 500,000

2019 年会費納入額
43 協会

820,000

日独ユースネットへの支援
同上 振込手数料

150,000
216

交通費補助
新潟 木村大使
33,540
新潟 中根大使（含：振込料） 29,133
独日連合総会
中根大使（含：振込料） 78,709
普通預金利息

2

2019 年連合会記念事業積立金
弔電：松江日独協会
次期繰越運転資金
支出計

収入計

1,234,462

資料②

2020 年度予算案

【収入】
前期繰越運転資金

391,456

2020 年度会費見込み
42 協会
（北陸日独協会退会の為）

800,000

50,000

小沢秀多様

【支出】
日独協会 2020 年度分事務委託料
2020 年連合会記念事業積立金

1,408

391,456
1,234,462

500,000
50,000

2020 年独日協会連合会 参加旅費補助
0
中止
2020 年度日独ユースネットワークへの支援 0
辞退
その他（慶弔電報等）
50,000
交通費補助
次期繰越運転資金
1,191,456

50,000
541,456
1,191,456

Informationsmaterial ①
Finanzbericht des Verbandes der Japanisch-Deutschen Gesellschaften für das Fiskaljahr 2019
(1.April 2019 – 31. März 2020）
Zahlung an die JDG Tokyo(Büro des Verbandes) 500,000
Übertrag vom letzten Fiskaljahr
414,460 Unterstützung für das Japanisch- Deutsche Jugendnetzwerk 150,000
Überweisungsgebühr
216
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen 2019 820,000 Teilnahme an dem Jahrestreff 2019 des VJDG
43 Gesellschaften
/ Reisekostenzuschuss für Herrn Kimura
33,540
Teilnahme an dem Jahrestreff 2019 des VJDG
/ Reisekostenzuschuss für Herrn Nakane 29,133
Teilnahme an der Verbandstagung 2019 des VDJG
/ Reisekostenzuschuss für Herrn Nakane 78,709
Reservefonds für Gedenkprojekt 2019 50,000
Beileidstelegram: JDG Mtsue (Herr Hidekazu Ozawa)
1,408
Zinsen
2 Übertrag zum nächsten Fiskaljahr 391,456
Einnahmen gesamt
1,234,462 Ausgaben gesamt
1,234,462

Informationsmaterial ②

Budget für das Fiskaljahr 2020

【Ausgaben】
【Einnahmen】
Übertrag vom letzten Fiskaljahr
391,456 Zahlung an JDG Tokyo (Büro des Verbandes) 500,000
Voraussichtliche Mitgliedbeiträge für 2019 800,000 Reservefonds für Gedenkprojekt 2020 50,000
Reisekostenzuschuss
von voraussichtlich 42 Gesellschaften
Teilnahme an der Verbandstagung 2020 des VDJG (storniert)
0
Unterstützung für das Japanisch-Deutsche Jugendnetzwerk (abnehmend)
0
Anderes (Glückwunsch- und Kondolenzschreiben) 50,000
Fahrtkostenzuschuss
50,000
Übertrag für das nächste Fiskaljahr 541,456
1,191,456
1,191,456

Kulturverein Ibaraki)
Revisor Takehiro Watanabe (Japanisch-Deutsche Gesellschaft Chiba)
Neuernennung Revisor: Masayoshi Nozawa (Japanisch-Deutscher
Kulturverein Ibaraki)

Japanisch-Deutsche Gesellschaft Toyohasi
Goro Kamino (Wiederernennung)
Japanisch-Deutsche Gesellschaft Nagoya
Naoyuki Kanetake (Wiederernennung)
Japanisch-Deutsche Gesellschaft Osaka
Hiroshi Okoso (Wiederernennung)
Japanisch-Deutsche Gesellschaft Kobe
Yoshikazu Masuda (Wiederernennung)
Japanisch-Deutsche Gesellschaft West-Japan
Taiichiro Okajima (Wiederernennung)

Hisanori Shiga (Japanisch-Deutsche Gesellschaft Chiba)
3. Beschlusspunkt: Jahresbilanz 2019 – Budgetplan und
Inspektionsbericht 2020
Siehe Infromationsmaterial 1 und 2
4. Beschlusspunkt: Anerkennung der Austritte der Verbandsmitglieder
der Japanisch-Deutschen Gesellschaften Hokuriku
Berichtsgegenstand:
1: Wiederernennung der Vizepräsidenten (zufällige Anordnung unter
Weglassung der höflichen Anreden). Alle Vizepräsidenten haben
schriftlich ihre Absicht bekräftigt, wiederernannt zu werden.
Japanisch-Deutsche Gesellschaft Hokkaido
Shigenori Suzuki (Wiederernennung)
Japanisch-Deutsche Gesellschaft Sendai
Tokiyasu Fujita (Wiederernennung)
Japanisch-Deutsche Gesellschaft Tochigi
Takashi Hashimoto (Wiederernennung)
Japanisch-Deutsche Gesellschaft Gunma
Katsuaki Suzuki (Wiederernennung)
Japanisch-Deutsche Gesellschaft Yokohama
Isamu Hayase (Wiederernennung)

2: Bericht der Aktivitäten des Japanisch-Deutschen Jugendwerks
2019, Aktivitätenpläne, Jahresbilanz 2019, Budgetplan und
Inspektionsbericht 2020
3: Veranstaltungen zur Vollversammlung des Verbandes der
Japanisch-Deutschen Gesellschaften 2021, Teilnehmende
Kandidaten, Austragungsorte. Die Vollversammlung des Verbandes
der Japanisch-Deutschen Gesellschaften im Jahr 2021 wird unter der
Leitung der Japanisch-Deutschen Gesellschaft in Tokyo ausgetragen.

公益財団法人 日独協会 名誉会員、名誉会長、理事、監事、評議員、顧問、諮問委員（2020 年６月 15 日現在）
Ehrenmitglieder, Ehrenpräsident, Vorstand, Revisoren, Aufsichtsrat, Berater und Beirat der JDG（敬称略・順不同）
名誉会員

Botschafter a.D. Walter Boss
Botschafter a.D. Dr. Heinrich-Dietrich Dieckmann
Botschafter a.D. Dr. Uwe Kaestner
Botschafter a.D. Dr. Hans-Joaschim Daerr
Botschafter a.D. Dr. Hans Carl von Werthern

名誉会長

Ehrenpräsident

イナ・レーペル大使
Botschafterin Ina Lepel

代表理事・会長

古

森

出

原

Ehrenmitglieder

重

Botschafter a.D. Dr. Hans-Joachim Hallier
Botschafter a.D. Frank Elbe
Botschafter a.D. Henrik Schmiegelow
Botschafter a.D. Dr. Volker Stanzel

隆

Vorsitzender・Präsident Shigetaka Komori

副会長

悠

Vize-Präsidenten

Hisashi Idehara

常務理事

柚

理事

恵

岡

一

中

根

猛

Takeshi Nakane

明

Hauptgeschäftsführer Kazuaki Yuoka

谷

英

雄

Mitglieder des Vorstandes Hideo Etani

賀

ハインリッヒ・メンクハウス 三
Heinrich Menkhaus

監事

Revisoren

小

泉

哲

久

哲

郎

Tetsuro Gaku

哉

Tetsuya Koizumi

阪

弥

田

邦

崎

捷

治

Shoji Isaki

生

Yayoi Misaka

松

伊
織

田

夫

谷

誠一郎

Seiichiro Kanaya

正

雄

Masao Oda

Kunio Matsuda

金
太

田

Georg K. Löer

元

Hajime Ota

大久保

ゲオルク K. ロエル
佐

藤

勝

彦

Katsuhiko Sato

明

Akira Okubo

評議員会

Aufsichtsrat

議長

Vorsitzender

中

川

巌

Iwao Nakagawa

平

副議長

Stellvertretende Vorsitzende

松

龍

文

Tatsufumi Hiramatsu

橋

評議員

Mitglieder des Aufsichtsrates

口

昭

八

茂

村

明

夫

倉

嘉

真

木

正

彦

繁

一

木

村

敬

Shigekazu Kawamura

Keizo Kimura

諮問委員

海老澤

井

Beirat

敏

Bin Ebisawa

紀

藤

重

Shigenari Kito

上

壽

昭

松

田

源

Genji Matsuda

大

島

陽

丹

治

田

昇

一

森

弘

子

Hiroko Mori

一

大

谷

吉

葛

西

敬

之

Yoshiyuki Kasai

大

越

忠

光

Tadamitsu Ogoe

廣

Yoshihiro Ohtani

坂

口

尚

北

村

薫

Kaoru Kitamura

岡

田

裕

Yutaka Okada

史

Naofumi Sakaguchi

柴

田

明

Akira Shibata

誠

Makoto Tanji

三
博

Juhaku Inoue

成

孝

磯

Noboru Isoda

Yoichi Oshima

Masaaki Shinki
Berater

木

子

Koichi Mogi

Yoshihiko Okura

村

正

三
大

河

山

Masako Hiyama

Akio Mimura

顧問

檜

Shohachi Hashiguchi

治

岩

上

和

道

菊

池

恒

Kazumichi Iwagami

Tsuneo Kikuchi

中

沢

西

宏

明

Hiroaki Nakanishi

田

敏

夫

木

村

直

司

Naoshi Kimura

男

Toshio Sawada
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Bi
er

Fer
ns

Berliner L
uft

Kunsthaus Dahlem
Bernhard F. Müller(Schatzmeister DJG Berlin)
Jede große Stadt hat ihre
Kunst-Oasen, die oft ein
wenig im Verborgenen liegen. Tokyo ist reich gesegnet mit solchen Refugien,
aber auch in Berlin kann
man sie finden. Im vornehmen Stadtteil Dahlem am
Rande des Grunewalds ge美術館入り口
legen, befindet sich das im
Jahr 2015 wiedereröffnete Kunsthaus Dahlem in direkter Nachbarschaft zu dem 1967 eröffneten Brücke-Museum für expressionistische Kunst.
Das Kunsthaus Dahlem gehört zur Bernhard-Heiliger-Stiftung
und wird von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa des
Landes Berlin gefördert. Das Ausstellungsgebäude mit Café und
Skulpturengarten präsentiert heute in erster Linie plastische
Kunst, ergänzt durch Malerei, grafische Arbeiten sowie Fotografie. Im Vordergrund stehen Arbeiten der Nachkriegszeit, wobei
man sich kunsthistorisch um eine Rehabilitation der in der nationalsozialistischen Zeit verfemten Moderne bemüht.
Errichtet wurde das Kunsthaus Dahlem ursprünglich als Staatsatelier des Bildhauers Arno Breker in den Jahren 1939 bis 1942.
Arno Breker gehörte damals zu den prominentesten Bildhauern
des Dritten Reiches und lieferte seit 1937 Bauplastiken für die
geplanten Monumentalbauten von Albert Speer. Das Atelier wurde mit den neuesten technischen Einrichtungen wie Kran, Hebebühne und Lastenfahrstuhl ausgestattet, am Ende aber nutzte
Arno Breker das Gelände aufgrund kriegsbedingter Beschädigungen nur für kurze Zeit. 1940 verlegte er seine Arbeitsstätte
auf das Rittergut Jäckelsbruch bei Wriezen, das ihm zu seinem
40. Geburtstag persönlich von Adolf Hitler geschenkt wurde. Nebenbei bemerkt, die Stadt Wriezen in Brandenburg ist uns wiederum gut bekannt als Wirkungsstätte des japanischen Arztes Nobutsugu Koenuma aus Hachiôji, der 1946 in Wriezen verstarb.
Doch zurück nach Dahlem. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das ehemalige Atelier von Arno Breker zunächst von
US-Behörden genutzt, bevor 1949 der Bildhauer Bernhard Heiliger
das Gebäude bezog. Bernhard Heiliger war ein freier Bildhauer, der
nach einem Lehrauftrag an der Hochschule für Angewandte Kunst
in Berlin-Weißensee als Professor an die Hochschule der Künste,
heute Universität der Künste Berlin, berufen wurde. Dort lehrte er
bis 1986, sein Wohn- und Schaffensort blieb bis zu seinem Tod
eben jenes Atelier, das sich seit 2015 als Kunsthaus Dahlem der
Öffentlichkeit präsentiert. Bernhard Heiliger, dessen Großskulpturen in einer Vielzahl im Garten besichtigt werden können, erhielt
auch internationale Anerkennung. Er beteiligte sich an Ausstellungen auf der Documenta in Kassel, der Biennale in Venedig sowie
auf der Expo 58 in Brüssel und war Vorstandsmitglied des 1903
gegründeten Deutschen Künstlerbundes.
Im Jahr nach seinem Tod 1995 wurde die Bernhard-Heiliger-Stiftung gegründet, die seitdem ihren Sitz im ehemaligen Privatatelier des Künstlers hat. Für aktuelle Informationen bietet sich die Internet-Seite an, die auch in englischer Sprache verfügbar ist:
www.kunsthaus-dahlem.de
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ダーレム美術館
ベルンハルト・F・ミュラー（ベルリン独日協会財務主任）
どの街にも独自の芸術のオアシスがありますが、少し隠れた場
所にあることが多いです。東京はそのような隠れ家に恵まれてい
ますが、ベルリンにもそういった場所があります。グリューネヴァ
ルトの森の端に位置するダーレムの趣のある一角に、2015 年に再
オープンしたダーレム美術館があります。すぐ隣には、1967 年に
開館し、表現主義芸術を集めたブリュッケ美術館もあります。
ダーレム美術館はベルンハルト・ハイリガー財団が所有し、ベルリ
ン州文化欧州局に援助を受けています。カフェや彫刻庭園も備えた
展示館では、今日、造形芸術を中心に、絵画、グラフィック作品、写
真も紹介されています。主に戦後の作品が置かれているのは、ナチ
ス時代に禁止されていた近代芸術を取り戻そうとしているからです。
この美術館は元は彫刻家ア
ルノ・ブレーカーの州立アトリ
エとして 1939 年 から 1942 年
の間に建てられました。彼は当
時、第三帝国で名声を得ていた
彫刻家の一人で、1937 年から、
アルベルト・シュペーアによる
壮大な建築計画のための建築
彫刻を請け負っていました。
アトリエハウス
ア ト リ エ に は、 クレーン、
せり上げ台、貨物用リフトなどの最新技術を使った設備がありま
したが、アルノ・ブレーカーは、戦争による被害のため、ごくわ
ずかな期間しかここを使いませんでした。彼は 1940 年に作業場
をウリーツェン市に近いリッターグート・イェッケルスブルッフ
に移します。彼の 40 歳の誕生日に、アドルフ・ヒトラーが個人的
にこの作業場を贈ったのです。ちなみに、ブランデンブルク州ウ
リーツェン市は、八王子生まれの日本人医師、肥沼信次が活動し
た場所として私たちにはおなじみですね。彼は 1946 年にウリー
ツェンでなくなりました。
話をダーレムに戻しますと、第二次世界大戦後、アルノ・ブレー
カーの旧アトリエだったこの建物はまず米国当局に使われました。
1949 年になる前には、彫刻家ベルンハルト・ハイリガーがここに
入居してきました。彼はフリーランスの彫刻家で、ベルリン・ヴァ
イセンゼーの応用芸術大学で教鞭をとった後、芸術大学、つまり
今日のベルリン芸術大学の教授として招聘されました。
ここで彼は 1986 年まで教え、
彼の住居および創作の場は、彼
の死までアトリエとして使われ
ました。2015 年からはダーレム
美術館は一般公開されています。
ベルンハルト・ハイリガーのた
くさんの大型の作品はここの庭
園で見ることができ、世界的に
高い評価を得ています。
庭園におかれた作品
彼はカッセル市で行われるドクメンタ、ベネチアのビエンナー
レ、1958 年ブリュッセルで行われた万博にも出展し、1903 年に
設立されたドイツ芸術家組合の理事も務めました。
1995 年に彼が亡くなると、ベルンハルト・ハイリガー財団が創立
され、以来、この、芸術家の元アトリエを本拠地としています。最
新情報はホームページに案内されており、英語でも情報提供されて
います。www.kunsthaus-dahlem.de

シリーズ

ド イ

ツ の 鉄 道

その15：ドイツ鉄道と遅延、その関係について

③
久保 健（鉄道史学会会員

日独協会会員）

ドイツ鉄道（Deutsche Bahn AG ,DB）の長距離列車を中心に、遅延する原因を考えるシリーズの3回目です。前回は、乗り
換え時の利便性を追求したネットワークによる接続待ちの発生や、多くの長距離列車設定により、遅延が拡散しやすい状況にある
ことなど、ダイヤ設定から考察しました。今回、日本と大きく異なる、列車を取り巻く運行環境から探っていきたく思います。

■行き止まり式駅で列車渋滞
ドイツ鉄道には、ホーム終端側が行き止まり式になっている「頭端式ホーム」、
ドイツ語で「Kopfbahnhof」と呼ばれるターミナル駅が多くあります。1871年
にドイツ帝国として統一されたものの、鉄道は連邦を構成する王国や大公国ごと
に運営され、個々に路線を延ばし、起終点となる駅を設置していた時代の名残と
言えるでしょう。この頭端式ホーム、日本でも新宿や梅田など、私鉄のターミナ
ル駅で見られ、決して珍しいものではありません。ただドイツ鉄道は、この頭端
式ホームの駅を、日本のように起終点に限定して使用するのではなく、途中駅と
した列車を多く設定しています。掲載したライプツィヒ中央駅の配線図をご覧く
ださい。くし形の頭端式ホームから、左下へのびる路線がドレスデン方面、まっ
ライプツィヒ中央駅構内配線図。
すぐ下へのびる路線はベルリン方面、右下にのびる路線はフランクフルト・アム・
マイン方面になります。日中2時間に1本設定されている、フランクフルト・アム・マインからドレスデンへ向かうICEが、このよ
うな配線のライプツィヒ中央駅に停車する時、どうなるでしょう。右下からライプツィヒ中央駅に入り、出発時はベルリン方面の
路線をまたいで、左下のドレスデン方面に向かうことになります。わずかな遅延でも、ライプツィヒ中央駅に発着する他の列車が、
自分の走る線路上を通り過ぎるまで、ホームや駅手前で信号待ちとなり遅れが拡大、さらに他の列車にも影響を及ぼすなど、遅延
が連鎖しやすい作りと言えそうです。極端な例えになりますが、遊園地の券売所のような、行き止まり式の動線をイメージいただ
くと分かりやすいかもしれません。券を買う列にならび、買った後に出ていく人が、決められた動線を動いていれば問題無いでしょ
うが、割り込みや急な窓口の変更などされると、列は乱れ、あっという間に混乱してしまうでしょう。通過式の駅と比べると、交
差も信号も多くなり、列車の渋滞が生まれやすい環境と言える頭端式ホーム。これを途中、いくつも停車する長距離列車もあり、
前回紹介したベルリン中央駅からフランクフルト・アム・マイン経由でミュンヘン中央駅まで970ｋｍほどを結ぶ系統は、ベルリ
ンを出るとライプツィヒ中央駅、フランクフルト・アム・マイン中央駅、そしてシュトゥットガルト中央駅と3回も頭端式ホーム
に停車します。ここまでくると、もう定時運行が奇跡のように思えてきます。

■貨物列車王国のなやみ
ドイツ鉄道の主力として、忘れてはならないのは貨物列車でしょう。
その運行規模を、JR貨物の経営諸元（企業データ）とドイツ鉄道の
2019年のデータ集「Deutsche Bahn Daten & Fakten」を参考に
比較します。輸送量はJR貨物が2018年度2,922万トンに対し、ドイ
ツ鉄道の貨物列車部門であるDB Cargoは2億3,200万トンと8倍、1
日あたりの運行本数はJR貨物427本に対し、DB Cargoは2,732本と
6倍ほどの違いが見られます。文字通り、桁違いの貨物列車王国と言え
長編成の貨物列車。長距離を走ることも多く、遅延は広範囲に及ぶ。
るドイツ鉄道ですが、貨物列車は旅客列車に比べると速度は遅く、旅
客列車が200km/hで運行される区間でも最高速度160km/hにとどまり、さらに構造上100km/hに速度制限された貨車も多くあり
ます。そしてDB Cargoの定時運行率は、先のデータ集によると2019年は74%とあり、4本に1本は遅れていることになります。
遅延した貨物列車の後にICEがついてしまい、高速運転もままならず、遅れてしまう事も多いのではないでしょうか。また多くの
貨物列車は長編成でもあり、退避できる引込線も限られるため、旅客列車をお先に、と手軽にできないようにも思われます。
その他、ドイツ鉄道ではレールや設備の老朽化のため、交換工事を多く行っており、運休や代替バスの案内が多く目につきます。
運休こそしなくても、路盤が不安定な工事区間を減速で通過しなくては
ならないため、遅延する事例もあるようです。
こうして遅延理由を考えてきましたが、多くの地方都市間の輸送を網
羅する運行体系に加え、ドイツ鉄道のインフラや、輸送環境も影響してい
ると思われ、一朝一夕の解決は難しいようです。列車遅延に対しては、ド
イツ鉄道の遅延にも、毎度お馴染みと慌てることの無いよう、余裕をもっ
たスケジュールで行動することが、一番の解決策なのかもしれません。
さて、毎度のお願いになり申し訳ありませんが、ドイツの鉄道につい
て、ご興味を持たれている点など、ご要望などいただけますと嬉しく思
います。お手紙なら日独協会の「ドイツの鉄道宛」
、メールでは（jdg@
jdg.or.jp）まで、皆様のご一報、お待ちしております。

路線補修の作業風景。作業箇所通過時は徐行運転が求められる。
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第二回

今年 2020 年はドイツが生んだ偉大な音楽家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの生誕 250 周年にあたります。そこで本シリー
ズでは数回にわたって、ベートーヴェンを様々な角度から見つめなおしていきたいと思います。今回は、歌唱時におけるドイツ語の
発音について考察します。

自然なドイツ語で歌う第九
酒井一樹（声楽家・合唱指導者）
私と第九の出会い
ベートーヴェンは今年生誕 250 周年を迎えるが、彼の第 9 番
交響曲（第九）といえば世界中で最も有名なクラシック音楽の
名曲の一つだ。
「喜びの歌」の旋律は、聞いたことがない人の方
が少ないのではないか。2019 年 7 月の欧州議会で、イギリスの
ブレグジット党員らが正面に背を向ける様子がニュースで取り
上げられたが、その際には欧州の歌である「喜びの歌」が演奏
された。日本では、年間 160 公演（2009 年のデータ「音楽情
報誌ぶらあぼ」より）が行われたそうだが、これはオーケスト
ラによる全楽章の公演のみの集計数なので、第 4 楽章のみやピ
アノ伴奏によるものを加えればもっと回数は多いだろう。いず
れにせよ、クラシックの楽曲としては圧倒的な演奏回数である。
私と第九との初めての出会いは、テレビで見た年末恒例の
NHK 交響楽団の演奏だった。第九＝「喜びの歌」程度の知識
しかなかった当時高校二年生の私は、かの有名な旋律を聞ける
ことを楽しみにしていたが、なかなか登場しないので、首を傾
げたものだ。ご存知の通り、
「喜びの歌」の旋律は第 4 楽章で
演奏される。第 3 楽章の美しさにうとうとしかけた時、Heinz
Wallberg（1923-2004）が指揮する N 響が、それまでとは全
く雰囲気の異なる激しい音楽を奏で始めた。
「おお、
友よ」
と朗々
と響き渡るバリトン独唱、それに続いて迫力のある大合唱が始
まった時、
当時、
高校 2 年生だった私は一瞬にしてベートーヴェ
ンの世界に引き込まれた。それから 2 年後、地元の広報誌に
第九の合唱団員募集の記事があり、迷わず申し込んだ。ドイツ
語の知識がなかったため、楽譜に書かれたカタカナのドイツ語
を頼りに、ほぼ叫んだといった方が正しいくらい大声で歌った。
その後、ドイツに音楽留学する機会に恵まれた。各地で第九の
合唱を歌ったが、2015 年にリューベック歌劇場の GMD（General
Musik Direktor）の沼尻竜典氏（当時）の指揮による演奏会は忘
れがたい。偶然にも、初めて第九を聞いた時のソリストであった石
野繁生氏がバリトン独唱を歌ったからだ。日本人離れした響きの
統一された迫力ある
歌声とドイツ語のディ
クションの美しさに魅
せられ、ステージ上の
私は客席で聴けな
かったことを後悔した
くらいだ。石野氏には、
今回のために色々とご
助言をいただいたの
で後ほど紹介したい。 リューベックでの演奏会後。石野繁生氏と著者（右）。
帰国後に、100 名以上のアマチュア合唱団で第九の指導を
した。また様々な指揮者のもとで合唱を歌う機会があったが、
いつも合唱団の発音の問題が気になっていた。
というのは、ベー
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トーヴェンの音楽にカタカナ読みのドイツ語はどうしても馴染
まないのである。合唱団員のほとんどが話したり聞いたりした
ことがない、あるいは大学で少しかじっただけのドイツ語を、
どうやったら正しい発音と響きに近づけて演奏できるようにな
るのか、私なりに考えたことをお伝えしたい。

日本における第九の発音
第九のドイツ語はどのように発音されるべきか。最も話題に
なるのは、R の発音だが、これには大きく 2 通りの発音の仕
方がある。ほとんどのアマチュア合唱団では、語尾の R は、
schöner「シェーネル」と巻き舌で発音されるようだ。一方、
プロ合唱団の東京オペラシンガーズは「シェーナー」と口語で
歌っているが、そのような団体は国内では決して多くはない。
私自身も、初めて歌った第九でも、また学生時代の声楽のレッ
スンでも、「ドイツ語の R はしっかり巻く」と教わっていたの
でドイツ留学前までは、R は語頭であろうと語尾であろうと、
基本的にはすべて巻き舌で発音していた。
しかし実際のところ、我々日本人にとっての大きな問題は R
を巻くかどうかよりも、R の前の母音をどう発音するかである。
例えば Zauber を「ツァウベぇル」とはっきりと開いた日本語
の「エ」で発音すると、ドイツ語としては違和感がある。また、
口語風発音であっても「ツァウバぁー」と明るすぎる「ア」で
歌うことも正しいドイツ語の音からはかけ離れてしまう。どち
らも日本の第九演奏会でよく聞かれる発音だが、おそらくカタ
カナで書かれたドイツ語の発音をそのまま日本語のイメージで
覚えていることが原因の一つであると考えられる。この「語尾
の R とその前の母音はどのように発音すべきか」という問題
について、専門家の見解を参考に考察してみたい。

ドイツでは、語尾の R はどのように発音されるか
ドイツには、『ドイツ語舞台発音』というものが存在する。
Theodor Siebs（1862-1941） は、 そ の 著 書「Deutsche
Bühnenaussprache」で、各地の訛りのある方言でない、誰
にでも通じる標準的なドイツ語の発音を演劇界のために示し
た。その著書の中では、R はすべて巻き舌で発音するように書
かれている。ところで、ドイツ語における R の発音は、下記
の 4 種類がある。
① Zungenspitzen-R 巻き舌の R
② Zäpfchen-R 口蓋垂（のどちんこ）を震わす R
③ Reibe-R 摩擦音 ch/x/ の R
④ Vokalisiertes-R 口語の R（曖昧母音化）
このうち、歌唱時には、①か④どちらかで発音されるのが一般
的である。
しかし、Wilhelm Furtwängler
（1942 年）
、Herbert von Karajan
（1968 年）
、
Kurt Masur
（1990 年）
、
Thomas Hengelbrock
（2017 年）
の指揮する 4 種類の第九を聞いてみると、基本的に語尾の R
は④で発音されている。

では R を巻く発音が間違いかというと決してそうではない。
シュトゥットガルト歌劇場専属歌手でバーデン＝ヴュルテンベ
ルク州より宮廷歌手の称号を授与された石野繁生氏は「ドイツ
人指揮者のもとで、ワーグナー歌うときなどは、語頭はもちろ
ん、
長い音符が割り当てられた語尾の R も必ず巻く。実際、
オー
ケストラが分厚い、会場が広い等で、発音に明瞭さが求められ
る場合、R をしっかりと発音することは結構大きな助けにな
る。
」と語っている。また、ハンブルク音楽演劇大学で、25 年
以上に渡り、歌手や俳優のための発音トレーニングを指導して
いる Urlike Winkler 教授によれば、
「R を歌唱時にどのように
発音するのかには議論の余地がある。巻き舌の R は声の響き
を前にするため、言葉が聞き取りやすくなるのに役立つだろう。
しかし、歌曲で優しい愛を歌うのに巻き舌の R を使うのは個人
的 に は と て も 違 和 感 が あ る。
」 と の こ と だ。Dorothea
Röschmann は、北ドイツ生まれのソプラノ歌手であるが、彼
女が 2015 年にピアニストの内田光子との演奏で発売したドイ
ツ 歌 曲 で は、R を 巻 い て 発 音 を し て い る。 ま た、Dietrich
Fischer-Dieskau の数ある「冬の旅」の録音を聞くと、その年
代によって語尾の R の処理は異なるし、演奏効果を狙った発音
をすることも多いように思われる。また、同じ第九の演奏の中
でも、ソリストと合唱団の発音の仕方が異なったり、言葉によっ
て R を巻いたり、
口語で発音したりと、
語尾の R の発音は決まっ
たルールがあるわけではなく、音楽的な条件や流行、好みに左
右されるようだ。MDR-Chor（中部ドイツ放送合唱団）で活
躍するソプラノ歌手の加藤麻衣氏曰く、
「ドイツ人同僚も、指
揮者に指摘されない限りは、許容範囲の中で、微妙に異なる発
音で R を歌っている。
」とのことだから、最終的には指揮者や
演奏者の解釈によるところが大きいのが現場の実情であろう。

指導者の立場から
私が、合唱指導者として関わった第九の公演では、本番指揮
者の意向から、R は基本的に口語で歌うことになったが、これ
は指導する中で最も苦労した発音の一つだった。前述の通り、
大切なのは R を巻くかどうかよりも、R の前の母音の発音であ
るため、
例えば Zauber は、
まず「ツァウバぁー」と日本語の「ア」
発音していただいて、慣れてきたら曖昧母音 [ɐ] に移行するや
り方を試してみた。何度も丁寧に指導することで少しずつでは
あるが、ドイツ語らしい発音が定着しつつあることを感じた。
ドイツ語発声法の専門家 Urlike Winkler 教授はこう語る。
「成人した日本人がネイティブのように発音することは、ほぼ
100%不可能だと思うが、例えば一曲の発音を完璧にすること
はできる。
」実際、ドイツ人が聞いても自然なドイツ語で歌え
る日本人歌手を私は何人も知っている。ポイントを押さえた適
切な指導を受ければ、アマチュア合唱団でも本物のドイツ語に
近い発音で第九を歌うことは可能だと思う。
具体的には、発音指導がスムーズに進められるようカタカナ
とアルファベットを組み合わせた読み方を表記した発音プリン
トを用意し、
それを使って毎回の練習で発音練習を必ず行った。
もちろん、カタカナで正しいドイツ語が表記できるはずはない
のだが、これは初心者にとっての第九のハードルをぐっと下げ
てくれるし、もし合唱団の指導者がドイツ語の発音について十
分に知識があるならば、これは利用する価値が十分にあると思
う。結果として、これは参加者から非常に感謝された。

自然なドイツ語で歌うために
以上の点を踏まえ、参考にしたい音源は、2017 年 1 月にハ
ンブルクのエルプフィルハーモニー開館記念コンサートでの、
NDR-Chor と Chor des Bayerischen Rundfunks による演
奏だ。この二つの合唱団はドイツ国営放送の運営する一流のプ

ロ合唱団である。従ってこの演
奏が、現代のドイツ語の最もス
タンダードな発音方法と捉えて
間 違 い 無 い だ ろ う。DVD と
Blu-ray が amazon.co.jp で 購
入 も 可 能 で あ る し、youtube
にも動画がアップロードされて
いるので是非聞いてみていただ
きたい。それでは、自然なドイ
ツ語で歌うための発音のポイン
トをいくつか挙げてよう。
〔R の発音〕
1．歌唱時の R は原則巻き舌で ケースには、エルフィの愛称で親し
まれるホールの個性的な外観が印刷
発音する
されている。
①語頭の R は巻く
F r e u d e / s t r e n g / B r ü d e r / R e b e n など
②子音と並んだ語中の R は巻く
Erdenrund / geprüft
③語尾の R は曖昧母音化 /ɐ/ する
Z a u b e r ツあぉ バ ɐ-（r）
ただし、語尾にほんの軽く、巻き舌の R を加えることは問題無い
と思われる。特に気をつけたいのは、ドイツ語のアクセントは基
本的に第一音節にあるため第二音節を強く歌わないという点だ。
④例外的に R を巻く場合
v o r 長い音符が当てられているなど、音楽的に巻いた方が良
い場合もある。
2．語頭の R とそれに付随する子音は、拍頭より前で発音する
（例）F r e u d e ! フ r r r r r r r お ぃデ ə
波線部分を拍の前で、お を拍頭で発音する。また、波線部分を
少し時間をかけて発音すると、
客席からでも言葉がよく聞こえる。
〔リエゾン“ l i a i s o n ”
〕
Streng geteilt
ドイツ語では、リエゾンは基本的にはしないが、歌唱時にはリ
エゾンした方が良い場合もある。テンポが早い場合や、滑らか
に発音したい時は、ドイツ人指導者もリエゾンを推奨している。
※リエゾンとは、ある単語の語尾の子音と次の単語の子音が同
じ場合、前の子音を発音せず、その分、母音を長く発音すること。
〔長母音の e〕
Seele / stehle / gegeben / betreten
日本語のエとイの中間の音（発音記号 /e /）。どちらかと言え
ば、イに近い音で、耳から覚えるのが理想的である。日本語の
アのように口腔内を広く保ちながら、その中心に響きを集める
イメージでイと言うイメージで発音する。
以上、第九の発音について私なりの見解を述べてみた。実際
の演奏にあたっては、前述の通り、指揮者やドイツ語指導者な
どの意見を参考にするのが一番であることはいうまでもない。
今後、この記念イヤーを機にますますベートーヴェンへの関心
が高まり、日本においても、より自然なドイツ語で第九が歌わ
れることを願っている。
著者プロフィール：
さかいかずき。 声楽家、合唱指導者。2013-16 年にハンブル
クに留学し、ドイツ各地で演奏活動を行う。現在、学校法人河
原学園岡崎学園高等学校広報部長、名古屋日独協会運営委員。
連絡先：ohlsdorfham215@icloud.com
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私とひげ文字

て筆記体を Kurrentschrift
と呼ぶのを知った事で、
50 数 年 間、何 を 見 ても
岡田

裕

＜ハイリゲンシュタットの遺書＞
今から 60 年以上も前、
『音楽写真文庫』という写真中心
の作曲家伝記の小型版シリーズが音楽之友社から出ており
高校生の私は『ベートーヴェン』を愛読した。その中で大
きな関心を抱いたのは「ハイリゲンシュタットの遺書」
（以
下 HT、Heiligenstädter Testament）と「不滅の恋人への手紙」
（Briefe an die unsterbliche Geliebte）の縮小された自筆写真で
あった。古いドイツ文字の筆記体の実例を見るのは初めて
で、このような読み難い文字からどうしてあのような日本
語が出て来るのか不思議でならなかった。ならば自分で読
もう！こうして高校 2 年の 4 月から NHK の基礎ドイツ語
講座を聴き始めた。講師はドイツ語界の大御所、関口存男
先生で毎朝 6 時からの生放送であった。高校生にとっては
毎朝の 6 時起きは辛い、が、毎朝が待ち遠しかった。ABC
の発音と 15 〜 6 の発音規則は 2 か月かけて徹底的に教わっ
た。関口先生の放送はいつも大声で大変ユニーク、例えば
ABC の発音の時エーエフゲーハーと来た時、GHGH 私の
頭は HGHG と言いながら自分の頭を手でペチャペチャと
叩く音が聞こえた！目の前にいた番組案内の女性アナはお
かしくても声を出せず、その後も苦しい思いを何度もした
という。講座で良かったのは毎号のテキストの最後に古い
ドイツ文字の活字体と筆記体が載っており先生自ら書かれ
た例もありこれは有難かった。この文字を学ぼうとする動
機が明白で、若かったので覚えるのも早かった。
この時エス（S s）には活字体の小文字と筆記体とも語
頭 / 語中と語末で字形が異なる事を知った。確か 3 〜 40
分で筆記体のアルファベートは曲がりなりにも読めるよう
になった、がすらすら書けるには時間がかかったし、読む
「実践」も難しく、ルーペを使って HT を読もうとしたが
とても歯が立たなかった。
その後学校で使った教科書には何と HT 全文が（ラテン
文字で）出ていた。今度は翻訳であったが、「田園」の第
2 楽章の最後を聴く度、「誰かが私の傍に立っていて、遠
くからの横笛の音を聞いているのに私には何も聞こえな
かったとは」の遺書の 1 文を思い出し、曲の美しさと同情
がない交ぜになった。
その後ひげ文字の実例に会ったのは、ゼミで偶々私が
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling（1775-1854）の芸術論を発
表せねばならず、流石にこれは図書館にもラテン文字版は
無く Fraktur 体で数ページを読んだ位である。授業で読んだ
カントの Prolegomena（
「純粋理性批判」の解説書）もラテ
ン文字であった。
＜日独協会でのひげ文字講座＞
2014 年 11 月、研修生の Marin Winter さんが講師になっ
て Deutsche Kurrentschrift について話をされて大変面白
かった。私にとって嬉しかったのは活字体の Fraktur に対し
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出ていなかった呼び名が
漸く分かり嬉しかった。
今ではネットで「世界の
文字」
「ドイツ文字」を
見れば実に詳しく解説さ
れており時代だなあと思
う。講座で私が自発的に
引き受けたのはここに載
せ た 1700 年 代 の Arthur
某（なにがし）の手紙を
解読する事であった。

日独協会の「ドイツ文字講座」で私が引き受けた課
題。上部の鉛筆書きは私がラテン文字転記したもの。

＜ベートーヴェン「第九」
、シラーの「喜びに寄せて」の笑話＞
2012 年 1 月から約 1 年間、日独協会では佐藤勝彦理事
と桧山正子評議員の呼びかけに有志が集まって「第九」勉
強会を開催し私も参加、大変勉強になった。この時、お世
話役の若い女性たちから矢羽々（やはば）崇氏著（上智大
独文科卒、Dr. ミュンヒェン大 Magister、獨協大独文科教授）
になる『「歓喜に寄せて」の物語〜シラーとベートーヴェ
ンの「第九」〜』
（現代書館）という大変な労作の大著（387P）
を紹介して貰えたのは最大の喜びであった。
今や多くの人が知っているシラーの冒頭の歌詞は次の通り。
Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt,
Alle Menschen werden Brüder wo dein sanfter Flügel weilt
（1785 年作詞、86 年発表、1803 年上のように改定。）
①

笑話 1．（ひげ文字とは関係無し）
2011 年 12 月のテレビ朝日「題名の無い音楽会」で
指揮者の佐渡裕さんが 2 回に亙ってフィナーレを合唱団
と一緒に解説した。佐渡さんの作る音楽は私は好きで
ある。その歌詞は或る方が訳したもので最後が「神の柔
らかな翼の庇護のもと」とテロップに出て「オ？」となっ
た。Dein とくれば「神の」を表すという昔の教えを守っ
たのかも知れない。Elysium（ Ηλυσιον、エーリュ
シオン、楽園）はギリシャ神話の世界でここではキリス
ト教の神は未だ出て来ない。ここの dein は Freude の事
であろう。因みにこのエーリュシオン（Elysium）はフラ

ンス大統領官邸の Elysée 宮殿やパリの Champs-Elysées
（シャンゼリゼ：楽園の場所）の中に残っている。
② 笑話 2．
今度は NHK の「第九」の番組で数年前であったが
放送年月日等は失念した。ひげ文字のシラー原詩の歌
詞が画面のバックに出てきて、その上に従来の訳が
載ったのでここも「オ？」となった。次ページ掲載の
原詩の上から 6 行目の was der Mode Schwerd getheilt 。
上記の 1803 年改訂版の was die Mode streng geteilt は
普通「世の習いが厳しく分け隔てたものを」と訳され

るが、原詩の der Mode は 2 格で主語は何？
Schwert は中性。
「世の習いという剣に（よって）分けられた処のもの ?」となる
のか識者の御教示を待つ次第。
「オ !?」となったのは 7 行目。画面には Bettler werden Fürstenbrüder, （物乞い達
は領主の兄弟となる）の上に堂々と「全ての人々は兄弟になる」と出ていた。
まあ調査不足の小噺であろう。
因みに当時の飲み会で読まれたこの詩は 40 名前後の作曲者たちによって曲が付けられ、
シューベルトもその一人。

＜ドイツ語のひげ文字の S/s とギリシャ語の s（シグマ）に夫々 2 種類あるのは何故？＞
私は言語学者でもないしギリシャ語も知らない。ひげ文字を初めて学んだ時、単
語の語頭 / 語中と語末の s が違う事は上で指摘した。シラーの原詩を見るべし。
schöner の s と aus の s の字形は違うでしょ。
同じ現象？はギリシャ語にもある。Ηλυσιονのσ（シグマ）、またκόσμος（ order,
秩序）コスモスの語中のシグマと語末のシグマの形が違うのである。
両国語とも S/s でしかも語頭、語中と語末では字体が違う。（どちらとも活字体、
筆記体の 2 種類は小文字だけで大文字は 1 つ。）全くの偶然の現象なのか、それとも
言語学史的に説明がつくのか。私は以前から何故だろうと思っているが、未だに明
解な説明を見た事もないし、そもそもこの事に気付いている人に会った事も無い。
ご存知の方はどうぞ日独協会機関誌編集部までお知らせ下さい。

シラー主宰の機関誌『ターリア』に掲載された、
『An die Freude』の原詩。
（Thalia. Band 1, Heft 2）

著者プロフィール：岡田 裕（ゆたか）日独協会評議員。
1942 年東京生。上智大学哲学科卒、同大修士課程在学中 1969 年渡独で中退。1971 年欧州・北米初の全日制デュッセルドルフ
日本人学校に開設準備から勤務、
2007 年退職まで 36 年間事務局長。1971 〜 2005 年まで 34 年間、デュッセルドルフ成人学校
（VHS）
で 31 年、デュッセルドルフ大学で 2 年、ケルン日本文化会館（国際交流基金）で 26 年間日本語講座講師。2007 年帰国。

Beobachtung!

コロナでドイツ「語」も変わる ?
小野 竜史（Die Brücke 編集委員・神奈川大学非常勤講師）

今年 2 月のドイツで「Maske」といえば―特にカーニバルシーズンのラインラントでは―まだもっぱら「仮面」のことでした。しかし現
在では恐らく誰もが、口元を覆う「マスク」を思い浮かべます。このようにコロナウイルスの流行は、ドイツ語にも多くの変化をもたらして
います。元々ある言葉の―最もよく使われる―意味が変わることもあれば、コロナ関連の専門用語や英語が一般的になる、新しい言葉が生み
出されるといった現象も見られます。ライプニッツドイツ語研究所が収集している新語リストには、例えば次のような言葉が載っています。
e. Abstandsnudel（距離ヌードル）：もともと Nudel（パスタ、麺）のような細長い浮き具を Schwimmnudel（水泳ヌードル）、自動車と
の車間距離のためそれを自転車やバイクに付けたものを Abstandsnudel（距離ヌードル）と呼んでいたが、
現在では野外でのレクリエーショ
ンなどの際に互いに距離を保つためにも使用。
e. Coronamähne（コロナぼさぼさ頭）：外出制限で床屋に行けず、髪が伸びてしまった頭。
r. Coronaspeck（コロナぜい肉）：外出制限による運動不足とストレスでついたぜい肉。
e.(?) Coronoia（コロノイア）：パラノイアのような、コロナウイルスに対する病的な恐怖。
pl. die sparsamen Vier（倹約家の 4 人）
：コロナで深刻な被害を受けた加盟国に対する、
EU による復興支援に慎重な、
オーストリア、スウェー
デン、デンマーク、オランダの 4 ヵ国。
s.(?) Quarantini（カランティーニ）
：Quarantäne（隔離）中に発明された、あるいは飲まれる Martini（マティーニ）風カクテル。
r. sozialer Zaun（社会 ( 福祉 ) 的な柵）：外出制限中の困窮者や隔離された人々に生活必需品を寄付するため、袋詰めの物資を結び付けて
おく柵。Spendenzaun（寄付の柵）とも。
r. Trikini（トリキニ）
：一般に 3 点セットの水着。現在は「ビキニ（2 点セット）と専用デザインのマスク」の 3 点セットの意味も。
zoomen：Zoom でビデオ会議すること。overzoomed（Zoom の使い過ぎでヘトヘトになった）という関連表現も。
これらの言葉のほか、医学用語として、日本ではよく知られている Kawasakisyndrom（川崎病）もリストアップされています。またリ
ストにはありませんが、英語からの借用語として、日本でもお馴染みの Home Office（ホームオフィス）―イギリスだと「内務省」の意味も
あるそうです―や、日本の表現とやや異なる Social Distancing（ソーシャル・ディスタンシング）も広まっているようです。これらの言葉
が将来もドイツ語に残るかどうかは、今後のコロナ流行の状況次第ですが、個人的には一日も早く Exit（終息。コロナ流行以前のドイツ語で
は単なる「出口」の意味）と große Öffnung（大開放。コロナ流行に伴う様々な制限の大幅な緩和）をむかえてほしいと願うばかりです。
【参照ウェブサイト】
Tagesschau の関連記事：https://www.tagesschau.de/inland/corona-duden-101.html
ライプニッツドイツ語研究所の新語リスト：https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp#
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学校では教えてくれない
Vol.3
学校では教わらない、教科書には載らないドイツ語。
第三弾は、
「東ドイツの言葉」食べ物編！

河内 秀子

今回は、
前回に引き続き、
「なくなった国」東ドイツ（Deutsche
Demokratische Republik ドイツ民主共和国 略称 DDR）の
言葉、なかでも食関係の言葉に注目したいと思います。
故郷を離れた時、一番懐かしく思いだすものは、やはり食べ
物ではないでしょうか。東ドイツという国はなくなってしまっ
たけれど、あの味が忘れられない…。ベルリンの壁が崩壊して
30 年以上経ったいまでも東ドイツの味をうたうレストランが
存在し、東ドイツの料理本などが充実しているのは、その辺に
理由があるのかもしれません。
今回は、東ドイツにしかない食べ物や、料理の名前に注目し
てみたいと思います！
Sättigungsbeilage（東）/ Beilage（西）
「（お腹を満たすための）付け合わせ」
この言葉を初めて耳にした時、
「ずいぶんと身も蓋もない表現だ
なぁ」と、印象に残ったのですが、
最近まで東ドイツの言葉だとは知
りませんでした。お腹がいっぱい
になるのは悪いことではありませ
んが、
「腹を満たすための付け合
わせ」という言い回しには、味は
ともかくお腹が満たされればいいのだという、投げやり感が漂っ
ています。サラダなどではなく、ジャガイモ・麺類・米などの主
食が、これにあたります。
Broiler（東）/ Hähnchen（西）
「鶏肉」
日本語でも、昔は鶏肉を「ブロイ
ラ ー」 と 言 っ て い た 気 が し ま す が、
鶏肉の品種の一つなのですね。短期
間に大きく育ち、かつ大量飼育がで
きるようにアメリカで改良された「ブ
ロイラー種」ですが、DDR 時代、
「ブ
ロイラー」といえば、鶏肉全般を指
す 言 葉 で し た。 料 理 本 で も、 鶏 肉
（Hähnchen や Hühnerﬂeisch）では
なく「ブロイラー」と表記されてい
るものも。また旧東ドイツの一部の
地方では「ブロイラー」といえば鶏の丸焼きを指すこともある
ようで、鶏の丸焼きを酒の肴にお酒が飲める「ブロイラーバー」
という店も人気だったそうです。南ドイツはバイエルン州の
ビール祭り、オクトーバーフェストでも似たような鶏肉の丸焼
きが売っていますが、
こちらはヘルベス・ヘンドル
（halbes Hendl）
。
こんがり黄金色に焼きあ
がった、鶏モモ肉。パリパ
リの皮とジューシーな肉
の味わい……。左の写真
は西ベルリンにある有名
店のものですが、この美
味しさや、ご 馳 走 感 は、
西も東もきっと同じだった
のではないかと思います。
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Jägerschnitzel（東）/ Jägerschnitzel（西）
「イェーガーシュニッツェル・狩人のカツレツ」
東ドイツも西ドイツも
同じ言葉じゃない？と思
われた方、そうなのです。
これは、言葉は同じなの
に、東と西で出てくるも
のが違うという料理。東
ドイツ版の「イェーガー
シュニッツェル」は、ヤー
クトヴルスト（Jagdwurst
／狩人のハム）を分厚く切って作ったハムカツにトマトソースがけ。
西ドイツ版の「イェーガーシュニッツェル」は、豚か牛肉のカツに
キノコのクリームソースがけ。どちらも甲乙付け難いおいしさです。
Ketwurst（東）/ Hotdog（西）「ホットドッグ」
DDR 時代、ホットドッグ＝ケットヴルスト（Ketwurst）
、
ピ ザ ＝ ク ル ス タ（Krusta）、 ハ ン バ ー ガ ー ＝ グ リ レ ッ タ
（Grilletta）など、前編にも書いたように西側諸国的な（つまり、
ア メ リ カ 的 な？） 言 葉 を、
東ドイツ風に言い換えた
「代
用東ドイツ語」が使われて
いました。写真は、東ドイ
ツの飲食業専門誌に掲載さ
れていた 80 年代の東部ド
イツの大学都市、イルメナ
ウの街のグリレッタ・スタ
ンドです。
しかし、東ドイツに外国料理が全く存在しなかったわけでは
ありません。80 年代に発行されていた外国の料理本シリーズ
のラインナップを見ると、まずはチェコ、ソ連、中国、インド、
メキシコ、オーストリア、そして日本料理もありました！しか
し、そのタイトルは「日本料飲」？！
「Sushi in Suhl」
（ズールの寿司）という映画のモデルにも
なった、有名な日本食レストラン「ヴァッフェンシュミート
（Waﬀenschmied）
」のオーナーシェフ、ロルフ・アンシュッ
ツ氏が監修しています。創業 1966 年のこの店には、銭湯が併
設されていて、まずは男女混浴でお風呂に浸かって日本酒を飲
み、浴衣を羽織ってか
ら食事を楽しんで頂く
というファンタスティッ
クなものでした。コー
スメニューは当時の東
独の平均家賃よりも高
価 だ っ た そ う で す が、
ロ ル フ さ ん は 20 年 間
オーナーを勤め、毎年
３ 万 人 が 訪 れ ま し た。
中には８万人もの日本
人客もいたそう。日独協会の会員の方で、もしここでお食事を
した方がいましたら、ご一報頂けましたら嬉しいです。ぜひお
話を聞かせてください！いまのように、日本から食材も情報も
簡単には手に入らないなかで頭をひねりながら編み出したオリ
ジナリティー溢れる“和食”が興味深い料理本。たけのこの水
煮缶がやたらと出てくるのは、輸出入のレパートリーが限られ
ていた DDR らしいですね。「淡雪かん」が「デザート」と訳さ
れていたり、
「ミカ・フロート」が「いちごアイスフルーツ添え」
になっていたりという、謎の誤訳もあって、その言葉に行き着
くまでの長い道のりが感じられます。

Würzﬂeisch / Ragout ﬁn（東）
「ヴュルツフライシュ・お肉の煮込み」
いまも旧東ドイツ側のドイ
ツ料理のレストランでよく見
かけるメニューの一つが、こ
の「ヴュルツフライシュ」で
す。細切りの鶏肉（牛肉や豚
肉の場合も）をホワイトソー
スのようなもので和えて、グ
ラタンのようにチーズをのせ
て焼きます。食べる時は、ドレスデン風ウスターソースを少し
かけるのがポイントらしく、大抵ココット入りでトーストを添
えて提供されるのですが、必ずこのウスターソースがついてき
ます。ラグー・フィン（Ragout ﬁn）という名前の時もありま
すが、何故フランス語なのでしょう。
ほかに、東ドイツ時代からあっ
たフランス語の料理というと、ス
テーク・オー・フール（Steak au
four）があります。細切り肉とホワ
イトソースを和えた「ヴュルツフラ
イシュ」のベースの部分を一枚肉
の上にのせて、上から肉が見えな
くなるほどチーズをたっぷりかけ
て焼き上げたもの。ボリュームもカロリーも満点の料理です！
Tote Oma / Topfwurst（東）
「トーテ・オマ」
そして、
DDR ごはん、
堂々のトリを飾るのは「トーテ・オマ」！
つまり、
「死んだおばあちゃん」という恐ろしい名前の料理です。
DDR 時代の「伝説の給食」でもあったと聞きます。
つぶつぶした穀物入りのブラートヴルスト（Blutwurst ／血入り
ソーセージ）を焼き、それをほぐしてマッシュポテトとまぜて食べ

ます。独特の血の風味があるこの料
理、味も見た目も、そしてその名前も
含めて、確かに、子どもが食べるには
少しハードルが高いかもしれません。
西ドイツ側のレストランでこのメ
ニューを見かけたことはありませ
んが、材料だけ見ると、ケルン名物
の「ヒンメル・ウン・エード（Himmel
un Äd ／天国と地獄）
」と似ています。こちらはリンゴと揚げ
玉ねぎが味のアクセントで、ケルシュビールによく合います。
言葉もそうですが、どんなものを食べて育ってきたのか － 食
は人間を形作る重要な要素のひとつであり、記憶と強く結びつ
いているもの。東ドイツの食べ物を見ていくと、東ドイツという
国やそこに住んでいた人たちの暮らしが、垣間見えてくるよう。
東ドイツの料理はまだまだたく
さんあります。特に、おやつなど
（左の写真は「カルター・フント
（冷たい犬）
」
という定番のおやつ）
など、たくさんご紹介したい美味
しいくて面白いメニューがいっぱ
いですが、今回はこの辺で！
みなさま、Guten Appetit!
※これは derdiedas.jp に 2017 年掲載の記事に加筆修正を加えた
ものです。
著者プロフィール :
かわち・ひでこ。東京都出身。2000 年からベルリン在住。ベルリン美術大学
在学中からライターとして活動。ドイツ大使館のブログ「Young Germany」
で旧東ドイツ時代を生きた女性たちにインタビューする「わたしの DDR」不
定期連載中。https://young-germany.jp/category/ddr1/
※コピーライトの記載がない写真はすべて筆者撮影
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Was mir an Berlin liegt

研修生コラム

Daniel Yamada (Praktikant der JDG)

Berlin, die Hauptstadt, wo sich unter anderem mit dem Mauerfall Weltgeschichte ereignete. Die friedlichen Demonstrationen um den 9. November 1989 haben sich in mein
Gedächtnis gebrannt wie kaum eine andere historische Gegebenheit. Gleichzeitig ist Berlin
ein „Dorf“, stadtgeschichtlich gesehen ein aus Dörfern zusammengewachsener Moloch und die
während des Zweiten Weltkrieges durch unzählige Bomben völlig zerstörte Stadt ist dabei nicht einmal besonders schön, im Vergleich zu anderen Städten wie Wien, Prag oder Paris.

Ich kam im Jahr 2000 nach Berlin, als die rechtsnationale FPÖ ins Wiener Parlament einzog. Das brachte eine unangenehme Stimmung mit sich,
der ich mich schlicht nicht aussetzen wollte. Berlin empﬁng mich mit offenen Armen. Es gab viele Freiheiten, auch freien Wohnraum, sodass man
sich fast die Straße aussuchen konnte, wo man leben möchte. Miete, ein Kaffeehausbesuch, Restaurants, Bäckereien, Kino, alles war extrem
günstig. Noch immer war es im Osten der Stadt ziemlich dunkel, es herrschte wenig Verkehr, es gab kaum Leuchtreklamen oder sonstigen aggressiven Konsumismus. Die Tanzszene war sehr lebendig, es gab unzählige Projekträume, die billig anzumieten waren, die entdeckt, bespielt und
kreativ neu erfunden werden konnten. Im Jahr 2008 begann ich an der Humboldt-Universität zu studieren. Dank meines Professors und seinen
Mitarbeitern am japanologischen Institut wehte dort ein humanistischer, egalitärer, freigeistiger Wind, den ich immens geschätzt habe. Durch
staatliche Studienbeihilfe konnte ich als Dreißigjähriger, ohne nebenbei arbeiten zu müssen, mich ganz aufs Studium konzentrieren. Mit dem Jahresticket konnte man 24 Stunden 7 Tage die Woche alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und damit
in jeden Winkel der Stadt fahren sowie jede Bibliothek erreichen. Museen, Theater, Schwimmbäder,
Symposien, für Studenten wurde alles zu günstigen Preisen angeboten. An der Freien Universität, weit
im Südwesten der Stadt gelegen, wo ich mein Masterstudium absolvierte, wehte ein etwas anderer Wind.
Man spürte regelrecht den amerikanischen Einﬂuss, wurde diese ja auch großzügig von den USA unterstützt. Es ging straffer zu, es war irgendwie hektischer, man hatte weniger Zeit, die Kontroll- und Verwaltungsorgane waren aufgebläht, als Student hatte man nicht so viele soziale Kontakte zu anderen Studenten und es herrschte keine so kollektivistische Atmosphäre wie an der HU, wo es noch richtig
alternative Räume gab wie zB ein „Punkcafé“ im Hauptgebäude (Heute heißt diese Bar „Coffeehouse
HU, ist renoviert und sehr aufgeräumt.)

クロイツベルク地区の再開発。
「無政府主義者」達には不評

Früher, so sagt man, war in Berlin ein Nischendasein für jeden möglich. Doch öffentliche Räume wurden nach und nach privatisiert. Wie in London an der Themse kann man an der Spree kaum noch weiteoffene, unbebaute Gebiete erkunden, fast jeder Quadratzentimeter ist verkauft, gelabelt und vermarktet.
Die Mietpreise wuchern, Armut und Obdachlosigkeit nehmen zu. Dennoch bin ich der Stadt Berlin unendlich dankbar für viele wunderbare Möglichkeiten, die sich mir boten. Berlin hat meinen Werdegang,
meinen Charakater sowie meinen Blick auf die Welt wie kaum eine andere Stadt geprägt.

私がベルリンについて思うこと

山田ダニエル（日独協会研修生）

ベルリン、壁の崩壊によって世界史を動かした首都。1989 年 11 月 9 日に行われた東ドイツの人々の平和的なデモは、他の何よ
りも私の記憶に焼き付いています。その一方で、ベルリンは都市史的に言えば、村と村が組み合わさり大きな町に発展した、
「大き
な村」だと考えられています。第二次世界大戦中に無数の爆撃によって完全に破壊されたベルリンは、ウィーン、プラハ、パリな
どの他のヨーロッパの首都に比べ、特に美しくはありません。
私は、2000 年に右翼の国粋的な FPÖ 党がウィーンの議会に入った途端、ベルリンに引っ越し
しました。私は単にその政治的に不快な雰囲気から逃げたいと思っていました。ベルリンは両
手を広げて私を歓迎してくれました。割安なオープンスペースや住居がたくさんあったので、
ほとんど自分の希望どおりに住みたい通りに住むことができました。家賃、カフェ、レストラン、
パン屋、映画館、すべてが非常に安かったです。東部地域はまだかなり暗く、交通量は少なく、
ネオンなどの積極的な消費主義はほとんど見られませんでした。ダンスシーンは非常に活発で、
安く借りてパフォーマンスを行うことができ、創造的に活用することができるスペースが多く
ありました。
2008 年にフンボルト大学に入学しました。
教授や日本学研究所の同僚たちのお陰で、
大学には人文主義的で自由で平等な風が吹いていて、とてもありがたく感じました。30 歳の学
生であった私は奨学金を得て、アルバイトをする必要がなく勉強に専念することができました。
年間交通チケットを利用し、すべての公共交通機関を 24 時間使用することができ、ベルリンの
隅々まで行く事ができましたし、すべての図書館に行くこともできました。博物館、劇場、プー
ル、シンポジウムも学生たちは手ごろな金額で利用することができました。
私が修士号を取得した時、ベルリンの西側にある自由大学では、少し異なる風が吹いていま
住んでいた場所からほど近い
した。そこではアメリカの影響力を感じることができ、大学はアメリカから寛大な資金援助を
コットブッサー橋からの眺め。
得ていました。自由大学では（フンボルト大学に比べて）もっと厳しく、なんとなく慌ただしく、
管理・行政機関が肥大化して教授たちも忙しく、他の学生たちと活動する時間はほとんどありませんでした。フンボルト大学にあっ
た集団主義的な雰囲気の「パンクカフェ」のような空間はありませんでした（今は、そのバーは「コーヒーハウス HU 」と呼ばれ
ていて、改装を経て整然とした雰囲気になりました。
）
過去、ベルリンでは誰にでも場所が提供されている、と言われていました。しかし、時間が経つにつれて公共スペースは徐々に
民営化されています。ロンドンのテムズ川沿いのように、シュプレー沿いでも広く開かれた未開発のエリアはどんどんなくなりま
した。ベルリンはどの区でも家賃が上昇しており、貧困とホームレスも増加しています。それにもかかわらず、私はベルリンから
提供された多くの素晴らしい機会に無限に感謝しています。ベルリンが私の世界観と性格を形作ったことは間違いありません。
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8 月の活動報告
6
緊急事態宣言が解除され、感染者が減少してきたことから開館
時間を短縮して事務所を再開。職員はテレワークと事務所での
勤務を組み合わせて交代で勤務。Die Brücke 6 月号は 6 月 3 日
にネット上で発行、会員にはメールでご連絡。対面でのイベン
トは引き続き見合わせ。ドイツ語講座はオンラインを継続しつ
つ 6 月後半から 2 つの通学クラスを再開。法務局への登記完了。
内閣府への申請終了。
オンライン・シュプラッハ・クナイペ
6/5 ㈮ 19:00 〜 20:30
Online Sprachkneipe
Datum: Fr., 5. 6. 20, 19.00-20.30
参加者 8 名。参加費無料。6 月はドイツと日本の世界遺産を旅
しました。皆さんに自己紹介していただいた後、私はドイツの
46 の世界遺産のうちの 6 つについてプレゼンテーションをし
ました。その中には、アーヘンの大聖堂、バンベルク市、ポツ
ダムのサンスーシ城、北海沿岸のワッテン・ゼーも含まれてい
ます。8 人の参加者は非常に注意深く聞いてくれて、数多くの
印象的な写真を楽しむことができたと思います。皆さんの中に
はいくつかの場所をすでに訪れていたり、知っている方々がい
たので、それらの場所との再会の喜びは大きかったでしょう。
または憧れる気持ちが高まってこれらの場所に行きたくなった
のではないでしょうか？その後、日本の世界遺産が皆さんから
紹介され、私も多くのことを学びました。すぐにスーツケース
を用意して旅に出たくなりました。
（山田 ダニエル）
オンライン・シュプラッハ・カフェ
6/19 ㈮ 19:00 〜 20:30
Sprachcafé
Datum: Fr., 19. 6. 20, 19.00-20.30

参加者 8 名。参加費無料。テーマはコロナでした。
シュプラッハ・カフェはドイツ語の中・上級者向けのイベントで
全てドイツ語で行われます。最初に皆さんに自己紹介をしてい
ただいた後、新型コロナウィルスに関して、世界での感染状況、
社会の変化、日本及びドイツでの対策を、研修生のダニエルさ
んがパワーポイント資料を使って時系列的に紹介しました。その
後、
「最初に新型コロナウィルスについて知ったのはいつで、そ
の時はどのように思ったか」
、
「コロナについての情報はどのよう
に得ているか」
、
「日本での対策についてどう思うか」などについ
て参加者にお話いただきました。
「当初は、中国の問題であって
ここまで世界的な感染につながると予想していなかった」と考え
ていた方がほとんどでした。日本のニュースだけでなくドイツの
ニュースで情報を収集されているという方もいらっしゃいまし
た。コロナに関してよく使われるドイツ語や表現を学びつつ、意
見交換も活発に行われており、内容の濃いイベントとなりました。
「ドドンとドイツ‼〜今度は映画 de おジャーマン」
6/28 ㈰ 13:30 〜 16:00
会場：渋谷 東京カルチャーカルチャー
Dodon to Doitsu
Datum: So., 28. 6. 20, 13.30-16.00
Ort: Tokyo Culture Culture
第 6 回目となる『ドドンとドイツ‼』を渋谷の東京カルチャー
カルチャーで開催。密を避けるために会場での観覧者を通常の
半数に減らし、客席のフィジィカルディスタンスを確保。会場
の様子をツイキャスというシステムで同時配信、およびイベン
ト終了後も 2 週間録画配信しました。会場での観客は 33 名、
配信視聴は約 80 名（会場参加は会費 2100 円、配信視聴 1000 円）
となりました。このイベントの内容についてのレポートは下記
に掲載しています。

レポート

ドドンとドイツ‼
今度は映画 de おジャーマン
相澤 凌平（上智大学理工学部 4 年生）
6 月 28 日にドドンとドイツ！！の第 6 回目が開催されまし
た。今回は映画『コリーニ事件』と『お名前はアドルフ ?』の
二本に注目し、伸井太一 / 柳原伸洋さん、マライ・メントライ
ンさん＆神島大輔さん夫妻、そしてドイツ映画字幕翻訳者の吉
川美奈子さんがその観点から映画について存分に語ってくださ
いました。
イベントは吉川さんによる出演ドイツ俳優についての熱い解
説から始まりました。吉川さんは出演している俳優の方々につ
いて様々なインタビュー記事やコメンタリー、そしてご自身の
知識を見事に組み合わせ、普段はあまり知ることができないド
イツ俳優の世界を紹介してくださいました。
「翻訳作業中に何
回も作品を観て、彼らと向き合っているから、全員のことを好
きになってしまう」という吉川さんの言葉からは役者に対して
のみならず、ドイツ映画、そしてドイツへの炸裂するような熱
量が感じられました。
伸井 / 柳原先生のコーナーでは歴史の視点からの映画、とい
うものを語ってくださいました。
「
『コリーニ事件』を 6 回観た」
という先生のお話は、コリーニの住所、車の型番、ついには背
景に映る記念碑までも特定し、そしてそれらが持つ物語的、歴
史的な意味を解説するもので、まさに研究者としてのスキルが
存分に活かされた内容でした。
自分では絶対に気づかない細かな作品のメッセージにも気づ
くことができたため、後日『コリーニ事件』を観た際にはこの
お話のおかげでより深いレベルまで読み込んで丁寧に鑑賞する
ことができ、映画の理解が倍増したようでした。

その後、神島夫妻からは、日本を良く識るドイツ人と、ドイ
ツを良く識る日本人というお二人の組み合わせならではの視点
からお話を伺うことができました。『お名前はアドルフ ?』の登
場人物たちがドイツの人々のそれぞれの属性を代表していると
いう構造的な解説などはドイツの空気を肌に感じているお二人
ならではのお話で、既に鑑賞していた映画のシーンの解釈も頭
の中でくるくると組み変わっていく感覚がありました。
そして何より、最後に来場者限定のトークタイムがあったの
ですが、これが想像のはるか上を行く内容でした！今までは配
信されているから…と内容を抑えていた反動からか、これまで
の 3 段ギアを上げたトークが繰り広げられ、映画と原作の相違
点の是非をめぐるお話では、さながらシンポジウムのように専
門的で白熱した興味深いやり取りを聴くことができました。
歴史、翻訳、文化…様々な専門の人たちが観て、語るドイツ
映画の魅力を聴くことができた最高のイベントで、次回の「ド
ドンとドイツ‼」も映画を既に観た / これから観るというどち
らの方にもおすすめいたします！
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■ホームページ会員専用ページにつきまして
協会ホームページの会員専用ページにお入りいただくにはユー
ザー ID（会員番号）とパスワードが必要です。2020 年度のパ
スワードは会員証もしくは会員証延長シールと同封でお送りし
たお手紙に記載しております。
■「夏祭り」
（受付期間終了）の参加
8 月 22 日に大使公邸にて開催される夏祭りの参加に関しては、
申し込みされた方の中から大使館の基準に基づき選考が行わ
れ、出席者には遅くとも 9 月上旬までに大使館から正式な招待
状が発送される予定です。

■ 8 月 1 日から 15 日までの事務局での事務時間
ドイツ語夏期講習会のオンライン開催に伴い、この期間の事務
所での事務取扱時間を月・水・金曜日の 14 時から 17 時とさ
せていただきます。
■夏期休館
8 月 17 日（月）から 8 月 28 日（金）まで夏休みにより事務所
を閉館いたします。この間は事務取扱いおよびドイツ語講座も
お休みとなります。なにとぞご了承願います。
【急募 !!】
経理・出納の補佐（アルバイト）を募集しています。
出勤は週 2 日或いは 3 日程度。経験・未経験を問いません。
お問合せ・応募は柚岡（ゆおか）常務理事まで

（公財）ドイツ語夏期オンライン講習会・イベントのご案内
今回の夏期講習会、イベントは全クラス、オンラインで開講します。旅どころか外出もままならないこの夏、思いきってお家でドイ
ツ（語）漬けの日々を送ってみませんか？ 日本、世界どこからでも受講可能！全て Zoom ソフトを使用しての開催です。（受講に
あたっては、PC またはスマートフォン、タブレットなどで Zoom を使用できる環境が必要になります。）
各クラスの講座内容、申込方法などの詳細は当協会ホームページをご覧ください。http://www.jdg.or.jp/lesson/tanki̲j.html

お申込み方法：
オンラインフォーム、またはメール（deutschkurs@jdg.or.jp）
、お電話 050-5806-1524 にてお申し込みください
レベル

コード

初級〜
A1 〜

A

【満席】めざせ、発音美人！ 〜カタカナ・ドイツ語を卒業しよう〜 金子みゆき 先生
全 3 回 8 月 4 日㈫、5 日㈬、6 日㈭ 4 日と 5 日は 19:00 〜 21:00、6 日は 19:00 〜 21:30
4 日のみ、4 日＆ 5 日、4 日＆ 6 日の組み合わせの受講は可能（5 日＆ 6 日のみの受講は不可）
（通し・6 時間 30 分）11,000 円 （4 日のみ・2 時間）4,000 円 （2 日間・4 時間）8,000 円

初級
A1 〜 A2

B

【残席僅か】集中特訓！体育会系ドイツ語部 初級編 本田恵理 先生
全 4 回 ※単発受講可 8 月 4 日㈫、6 日㈭、11 日㈫、13 日㈭ 11:00 〜 13:00
（通し・8 時間）11,000 円 （単発・2 時間）3,000 円

初級〜
A1 〜

C

ドイツ語「とドイツ」を学ぼう 小野竜史 先生
全 4 回 ※単発受講可 8 月 6 日㈭、8 日㈯、13 日㈭、15 日㈯ 17:00 〜 19:00
（通し・8 時間）12,000 円 （単発・2 時間）3,500 円

初級〜
A1.1 〜

D

実践！旅で役立つドイツ語 本田恵理 先生
全 2 回 ※単発受講可 8 月 5 日㈬、12 日㈬ 15:30 〜 17:30 2
（通し・4 時間）7,000 円 （単発・2 時間）4,000 円

初級〜
A1.2 〜

E

実践！留学で役立つドイツ語（住居探し編） 本田恵理 先生
全 2 回 ※単発受講可 8 月 4 日㈫、11 日㈫ 16:30 〜 18:30
（通し・4 時間）7,000 円 （単発・2 時間）4,000 円

初中級
A2 〜 B1

F

キホンのドイツ語 永岡京子 先生
全 2 回 ※単発受講可 7 月 31 日㈮、8 月 7 日㈮ 11:00 〜 13:30
（通し・5 時間）8,000 円 （単発・2 時間 30 分）4,500 円

初中級
A2 〜 B1

G

【満席】集中特訓！体育会系ドイツ語部 初中級編 本田恵理 先生
全 4 回 ※単発受講可 8 月 5 日㈬ 10:30 〜 12:30、7 日㈮、12 日㈬、14 日㈮ 11:00 〜 13:00
（通し・8 時間）11,000 円 （1 回・2 時間）3,000 円

初中級
A2 〜 B1

H

Alle vier Kompetenzen (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) festigen und fördern
山田ダニエル先生＆小野竜史 先生
全 4 回 ※単発受講可 8 月 4 日㈫満席、8 日㈯、11 日㈫、15 日㈯
4 日と 11 日は 19:00 〜 21:00、8 日と 15 日は 11:00 〜 13:00
（通し・8 時間）15,000 円 （単発・2 時間）4,000 円

初級〜
A2 〜

I

中級 B1

J

和独で引けないドイツ語 本田恵理 先生
全 2 回 ※単発受講可 8 月 5 日㈬、13 日㈭ 19:00 〜 21:00
（通し・4 時間）7,000 円 （1 回・2 時間）4,000 円

初級〜
A1.2 〜

K

Weanarisch is leiwand!? (Wienerisch ist toll!?) ウィーン方言てカッコいい！？
全 2 回 8 月 8 日㈯、15 日㈯ 14:00 〜 16:00
（通し・4 時間）3,000 円

イベント

イベント
中級〜
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クラス詳細（残席状況は 7 月 27 日現在）

お試し企画：歴史・社会・文化研究のための基礎ドイツ語
柳原伸洋 先生（東京女子大学歴史文化専攻教員、アウクスブルク大学客員研究員）
全 1 回 8 月 12 日㈬ 19:00 〜 21:00
体験レッスンにつき、無料

山田ダニエル 先生

ドイツ語圏文化セミナー 144「ドイツの今」を実況中継 ドイチュラント・イェッツト
柳原伸洋 先生 （東京女子大学歴史文化専攻教員、アウクスブルク大学客員研究員）
全 2 回 ※単発参加可 8 月 7 日㈮、14 日㈮ 19:00 〜 21:00
（当協会会員・通し）2,000 円 （当協会会員・1 回）1,300 円
（一般・通し）3,000 円 （一般・1 回）1,800 円
Online Sprachcafe（ドイツ語会話を楽しみましょう） 担当：山田ダニエル 先生
8 月 12 日㈬ 15:00 〜 16:30 詳細・申込み：http://www.jdg.or.jp/event/Sprachcafe̲j.html
会費： 当協会会員・夏期講習会受講生 500 円 一般 1000 円



鎌田タベア

コロナ禍のなか、 一番の被害者はすでに弱い立場にいる人たちでしょう。 経済が回らないといち早く失業者になるのが契約社員。 ちゃんとした治療を
受けられないのはちゃんとした保険に加入するお金のない貧困層。 そして仕事しながら子どもの面倒をみる、 もしくは仕事を休まないといけないのは女性。
日本は自治体によって対応が違いましたが、 ドイツは 3 月からすべての保育園 ・ 幼稚園と学校が閉まりました。 子どもを保育園に預けられない ・
学校に行かせられない共働き家庭にとっては大変な事態となりました。 多くのドイツ人はテレワークになりましたが、 家にいても子どもの世話をしなが
ら働くのがどれだけ難しいか、 想像できるでしょう。
と思いきや、 実際に想像できない人も多いようです。 「家族で一緒に過ごせる時間が増えていいね！」、 「給
料もらいながら子どもと過ごせて幸せじゃん！」 という声を寄せた人が少なくないです。 そんな人たちを対象に、
あるドイツ人女性はツイッターで自分が今まで無償で行った 「ケア ・ ワーク」 （家事 ・ 子育てのために使った
時間） をリストアップして、 国当ての請求書を出しました。 もちろん、 実際の請求書ではなく、 象徴的な意
味で書いて公表しました。 毎日主に女性が行っている、 誰も見てくれない、 誰もが給料を払ってくれない仕
事が実際にいっぱいあると訴えるためでした。 経済のためだけではなく、 家族のためにも、 いろんな解決策を
考えてほしかったのです。
しかし、 返ってきた反響が予想と全然違いました。 #CoronaElternRechnenAb というハッシュタグのもとで多
くの人が炎上しました。
「戦時中の女性たちも文句を言わずもっと大変な状況を耐えたぞ！昔の人たちも何とかなった。 最近の人たち
はもっと我慢しなきゃ！」
「そんな耐えられないなら、 最初から子ども産まなきゃよかったじゃん！」

ケア・ワークに対する請求書

寄せられたコメントの 8 割はこのような発言でした。
インターネットでは、 自分の名前や顔を公表せず簡単に自分の意見を言えるからこそ、 賛否両論が激しくわかれることもあります。 でも一番びっく
りしたのは、 多くのコメントは他の女性たち、 主に他の母親からでした。 それはなぜでしょう？
子育てを始めたら、 寝不足と戦うのが当たり前のようなことになっています。 そして、 やっと赤ちゃんが寝たら、 その時間を自分の休憩時間として
使えるお母さんたちは少ないでしょう。 すぐに掃除、 料理、 洗濯など溜まった家事に移ります。 その過労が新しい当たり前になってしまいます。 そし
て社会もそれを高く評価します。 「母は強し」 とよく聞きますね。
いっぽう、 助けを求めたり、 今の社会制度のいけないところを訴える人たちに対して強い批判が飛んできます。 「この人、 ちょっと弱いね！他の人も
耐えているのに！」 など。 自分の過労に耐えるために、 その耐えがたい状況を我慢している自分を持ち上げるしかないのかもしれません。 「ほら、 あ
の人はダメなんだけど、 私は強い！私はできる！」 のような感じです。
もちろん、 戦時中の女性たちはもっと大変だったでしょう。 でも本当に文句を言わなかったのでしょうか？そ
して、昔は今よりお酒依存症や児童虐待が多かったです。 昔の人の過労との付き合い方も似たようなものだっ
たと思います。 また、 むかしの家族構成も違いました。 核家族化が進んでいるなか、 赤ちゃんが生まれても
お父さんが普通に仕事を続けて、 実家から離れたお母さんは一人で子育てに挑む事が普通になっています。
助け合いのネットワークがほぼない状態です。 でも昔から 「子どもひとりが育つには、 ひとつの村が必要だ」
と言われています。 現代の女性たちにとって、 その村の代わりの役割を果たしているのは 「保育園 ・ 幼稚園」
だと思います。
だから、 いきなり仕事も子育ても家事も全部一人でやらないといけない事になると、 当然パンクする人が出
ます、 多くの場合は女性です。 残念ながら今でも当然のように、 ほとんどのケア ・ ワークを担当するのが女性
です。 そんな状況を訴える人を批判せず、 弱い立場の人同士が改善のために力を集めたほうがいいと思いま
す。 「昔は大丈夫だったのだから、 今でも大丈夫でしょう。」 というのは違うでしょう。 もしそれが正しかったら、
今でも女性は選挙に行くことができなかったでしょう。 社会を改善するために、 勇気をもってダメなところを訴え
続けないといけません。

編集後記

■ Go to トラベル がスタートした。地域限定であり、迷走気味であ
るが 9 月の本格化に向けて正常化することを希望する。特に海外か
らのインバウンドの恩恵を受けられなかった地方経済の活性化に繋
がることを期待。日本のコロナ感染は第 2 波に入った。政府は景気
回復と感染拡大阻止の難しいかじ取りを国民から期待されている。
ドイツ連邦保険省直轄のロベルト・コッホ研究所
（1891 年設立）
は、
国立の機関としてコロナ感染防止の基準作りと実行を担ってい
る。同研究所のイニシアティヴにより、現在 PCR 検査を一週間当
たり 110 万件のレベルまで達成し、また医療体制の充実や地域医
療体制（保健所）の強化によってコロナ対策に成果を出している。
対外的には 7 月 21 日、ドイツは EU 議長国として難航の末、コロ
ナ復興基金を総額 7500 億ユーロ ( 約 92 兆円）でとりまとめた。
7 月 8 日、イナ・レーペル大使は日本記者クラブの記者会見で、

これまで日独両国は異なったアプローチをとってきたが、今後
は感染データ、インフラの強化など感染症対策分野で活発な交
流が必要であると言及した。記者会見の内容は You Tube
（https://youtu.be/NlkILJigSJw）でご覧ください。
（柚）
■記事のためコロナにまつわるドイツの流行語を調べると、既
存の有名なフレーズを思い起こさせるものが多かった。「Die
sparsamen Vier（倹約家の 4 人、意味は記事参照）」は「Die
glorreichen Sieben（荒野の七人）」を、
「Anti-Coronaschutzwall
（反コロナ防壁、コロナ対策のパーテーション）」は、東ドイツ
におけるベルリンの壁の名称「Antifaschistischer Schutzwall（反
ファシズム防壁）」を連想させる。気の利いた表現の数は有限
ということかも知れない。かくいうこの編集後記も一時間ほど
（小）
書いている。気の利いたことを言う（書く）のは難しい。

発送作業を手伝って下さったボランティアの皆さんに心から感謝します。
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