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表紙の言葉

　ドイツの冬の風物詩であるクリスマスマーケット。数多
くある中で、私は人生で初めて、レーゲンスブルクのトゥ
ルン・ウント・タクシス城（Schloss Thurn und Taxis）で開
催されたこのイベントに去年の 12 月、訪れました。
　当時、私はこの街の語学学校でドイツ語を学んでおり、
その学校の冬のイベントの一つがこのマーケットを訪れる
ことでした。レーゲンスブルクはドナウ川沿いの素敵な街。
そこで有名なのがこのお城。クリスマスマーケット開催中
のお城では多くのお店が立ち並び、幻想的な雰囲気に包ま
れながら、グリューワイン（Glühwein）を片手に、みんな
その時間を楽しんでいます。
　ドイツと言ったら、お酒はビールという印象が強かった
私も、このワインには思わず一目ぼれ。一緒に行った学校
の友達とワイン片手に話したあの日のことは、私の中で素
敵な思い出の 1つです。

石渡 瑞枝 
写真上：クリスマスマーケットの様子
写真下：場内の大きなクリスマスツリー

Zum Titelbild

Im Winter in Deutschland haben Weihnachtsmärkte Tradition.

Vergangenen Dezember besuchte ich zum ersten Mal den Weih-

nachtsmarkt im Schloss Thurn und Taxis in Regensburg. Ich lern-

te damals Deutsch an einer Sprachschule und im Rahmen einer 

Schulveranstaltung ergab sich eine Exkursion dorthin. 

Regensburg ist eine sehr schöne Stadt an der Donau und das 

Schloss ist sehr beliebt. 

Auf dem Weihnachtsmarkt konnte man viele Stände entdecken 

und die Besucher genossen gemeinsam die fantastische Atmo-

sphäre mit einem Glühwein in der Hand. Ich dachte, Bier ist das 

beste alkoholische Getränk in Deutschland, aber Glühwein ist 

auch sehr lecker! Ich werde mich immer mit Freude daran erin-

nern, wie gut ich mich mit Freunden von der Schule bei einem 

süß-heißen Wein unterhalten habe.  

Mizue Ishiwata

Foto(oben)：Die Ansicht vom Weihnachtsmarkt

Foto(unten)：Der Weihnachtsbaum im Schloss
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ドイツ経済の動き　 第 66 回

ドイツの統合は新たな時代を迎えるか？

伊崎 捷治（当協会会員　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）

 縮まらない経済格差 
ドイツは今年 10 月 3日、東西統合 30 周年を迎えましたが、コロナウイルス感染が拡大している時期でもあり、政府の記念式典
をはじめとする各種の行事も静かに行われたようです。この時期になると毎年恒例になっている統合の進展状況や問題点に関する
報道も例年よりも少なかったようです。しかし、東西ドイツの間の格差がなお埋まらず、国民の間に溝があることは日本のテレビ
や新聞でも報じられていました。
実際のところ、地域別の経済指標で比べると、東部ドイツは就業者一人当たりの GDPでこそ西部ドイツの 80.4％にまで近づいて

きました。しかし、働き手以外の人口も含めた一人当たり国民生産では 2010 年頃までは西部ドイツの約 70％の水準にまで接近し
ていきましたが、その後はむしろ成長力の強い西部ドイツに引き離され、2019 年時点では西部ドイツの 69.1％にとどまっています。
ドイツではこれまで連邦と州が一致して発展の遅れた東部経済の復興に努めてきましたが、このように格差が縮まらないのが西

部ドイツ国民の優越感につながったり、統合による発展を期待した東部ドイツ国民の不満のタネになったりしていて、右翼ポピュ
リスト政党への支持拡大の要因にもなっているのではないかとみられることが多いようです。

 高まる生活の満足度
しかし、東西の比較を抜きにして、国民が自分自身の生活をみて感じることはまた別のようです。
ドイツ経済研究所（DIW）が毎年行っている調査によると、1から 10 までのポイントで表した国民の生活満足度は、西部ドイツ

の場合、1984 年以来ほぼ一貫して 7ポイントを超える高い水準を維持しています。これに対して、東部ドイツの場合は、統合が期
待外れだったと感じられた 90 年代初めに 6.6 ポイントから 6.0 ポイントにまで低下しましたが、その後は緩やかなテンポながら着
実に上昇し、2018 年時点では 6.89 と、西部ドイツの 7.09 まであと一息のところまで来ています。これは、国内のどこであっても
同じように価値ある生活ができることをめざしてきたドイツの政策の成果だと言えるでしょう。
ちなみに、SDSネットワーク（Sustainable Development Solutions Network）が DIWと同様な手法でまとめているWorld Happiness 

Reportでは、北欧諸国やオーストラリアなどが上位を占め、ドイツは東西合わせて 7.076 ポイントで、世界各国の中で 17 番目となっ
ています。参考までに、日本は 5.871 ポイント（62 番目）で、東部ドイツにも大きく引き離されています。

 融和の兆し
統合 30 年を経て、生活の満足度がこのように改善するに伴って統合に関する見方も次第に変化し、いずれは東西の統合とか相

違とかいうことは意識から消えていくのではないかと思われます。
その兆候のひとつは、「安全な港」運動にも表れているといえます。旧東ドイツ地域では難民受け入れ反対運動や外国人排斥の機

運を主な背景として極右政党が台頭しましたが、今ではコロナ禍の中にあってもポツダム、ライプツィヒ、ワイマールなど東部ド
イツの 18 の都市が「難民のための安全な港」として名乗りを上げ、施設を整備するなど積極的に受け入れる準備を整えて、地中
海などで救助される難民を待ち構えています。西部ドイツの諸都市と並んでこれらの都市に「安全な港」の印がつけられた地図を
見ると、そこでも本当の意味での統合がはじまっているように思えます。

ウィーンの街で発見する日本　
� 今井�謙（当協会会員　在ウィーン）

海外に在住していると、理由もなく不意に日本が恋しくなる瞬間があり
ます。実はウィーンの街中で日本を感じる場所がいくつかあり、その中で
も公園は何か所か存在してますので、その中の二つをご紹介いたします。

まずはユニークな例を挙げると寅さん公園（Tora-San-Park）に
なります。この公園は唯一海外で撮影された回を記念して命名され、
葛飾区とフロリズドルフ区との交友都市提携により実現いたしました。

公園では日本語で書かれている看板や寅さんの肖像が刻まれた碑
石を見ることができます。

続きましては世田谷公園（Setagaya-Park）。 
ウィーンにある公園ですが、世田谷区とドゥブリング区が姉妹都市

関係を結んでおり、世田谷公園と命名されています。実際に中に入っ
てみるとまずは正面の茶室が目に入ります。その他にも灯篭や小さ
な橋もあり、ウィーンにいることを忘れてしまう様な日本庭園です。

周りに老人ホームがあるお陰か、静かでベンチ等の休憩できると
ころも多く、ゆったりと滞在できる場所です。

この様にウィーンの中でも日本が感じられる場所があることは、
日本人して非常に嬉しいことです。またこれからもウィーンで日本
を発見していきたいです。

著者インスタグラム：ken63wien

写真：左から、寅さんの肖像画刻まれた碑（寅さん公園内）、左から 2枚目から 4枚目は世田谷公園内。
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駐日ドイツ大使館文化課長
クレープス・ハナ氏への11の質問

今年 6 月に駐日ドイツ大使館に文化課長として着任されたクレー
プスさんに、Die Brücke 読者のために、ご自身のキャリアから、
日独関係への思いまで様々な質問に、お答えいただきました。

1 ．日本に着任されたのはいつからですか？着任に当たってコロナ
の影響はありましたか？
本来は 5 月に着任する予定でしたが、コロナの影響で６月に
なりました。それ以上遅れる可能性もあったので、運がよかっ
たかと思います。

2 ．これまでの日本との関わりを教えてください。
子供時代を日本で過ごし、母が日本人のため、日本との関わり
は常にとても深かったです。

3 ．外交官になることを決められたきっかけと、外交官になるまで
の勉学やキャリアについて教えてください。
アビトゥーア（ドイツの高校卒業試験）を終えた 19 歳の頃か
ら外交官になるのが夢でした。ずっとその夢は変わらずでした
が、それ以来、当時の様々な事情や優先順位を考えて、2018
年まで実現は見送りとなりましたが。たとえば、イギリスで修
士号を取得した 23 歳の当時は、ロンドンに数年残ることの方
が自分にとって大切だったため、ブルームバーグ社や開発援助
の研究所に研究員として勤めて、合計 7 年ロンドンで過ごし
ました。その後もベルリンでテレビや編集者の仕事、または地
中海で難民救助の救助船の船上広報を勤めるなど、その時その
時で一番やりたい事をして参りました。2013 年に一度外務省
の筆記試験に不合格になってしまったため、働きながらの試験
勉強はどれほど難しいかはよく理解していましたが、2018 年・
2019 年には非常に運がよく、必須である筆記試験、口答試験、
フランス語試験をありがたいことにすべて合格することに成功
しました。

4 ．日本が最初の赴任先ですが、これはご自身のご希望でしょうか？
赴任にあたって、何か決意や期待がありましたか？ 
日本は最初の赴任先です。入省した当日にすでに研修後の赴任
先リストが配られ、8 箇所程度あった海外の赴任先の一つが東
京であったため、第一希望として申し込みました。いずれ日本
に赴任したいとは強く願っていたのですが、まさかこんな早く
に実現できるとは思ってもみませんでした。

5 ．着任後、担当されている業務について教えてください。
任期中に成し遂げたいと思っておられることはどのようなこと
でしょうか？
着任してからこれまで精力的に活動されている中で、特に印象
的だった活動は何でしょうか？
今後のコロナの状況に強く影響されてしまうことですが、とり
あえずは来年の 160 周年という節目を盛大に祝えればと思っ
ています。その後も、活発な日独の文化交流、特にモダンなド
イツのイメージの伝達に貢献できればと考えています。今まで
での仕事で特に印象的だったことは、去年の 11 月から今年の
2 月まで 3 ヶ月間大使館で働いていた頃、ユダヤ人としてヒト
ラーユーゲントにもぐりこみ 4 年間生き延びることに成功し
たホロコースト生還者を１月にイスラエルから日本へお招きで
きたことです。95 歳ですがとても元気で、関東・関西でご自
身のストーリーについての講演を行うことができました。

6 ．コロナ禍で、人々は普段とは違う日常生活を送っています。そ
ういった中で人の交流、国際交流を促進するために、どのよう
なことができると考えていますか？
やはりオンライン活動が最も重要かと思います。たとえば博物
館、美術館、展覧会などのバーチャルガイド、またはオンライ
ン講演やワークショップなどのプログラムの実施は、大きな挑
戦でもありますが機会でもあります。コンサートなどのライブス

トリームに当たって著作権などをめぐる思いもしなかった障害物
などもありますが、一つ一つ乗り越えて行きたいと思います。

7 ．個人的に、日本滞在で楽しみにしていることや、今回やってみ
たいこと、行ってみたいところがあれば教えてください。（食
べたいものなどもぜひ！）
五島列島や長崎エリアへ行き、隠れキリシタンの歴史について
色々と知りたいと思っています。瀬戸内海も好きですので直島
へ行ったり、しまなみ海道のサイクリングに挑戦したいと思っ
ています。あと、大好きな屋久島へもう一度訪れたいと思いま
す。食べ物においては、ドイツではヴィーガニズムが台頭して
いるため、日本の精進料理にとても興味があります。まだいた
だいたことはありませんが、持続性を考慮した大切な文化遺産
ではないかと思っています。

8 ．日独両方の文化に親しんでこられた中で、お互いにとってどのよ
うな部分を共有したり、教え合っていけばよいか、考えますか？
また、ドイツから日本に紹介したい文化や考え方、物、サービス、
またはその逆に日本からドイツに紹介したいものはありますか？
ドイツが日本から学べることは、例えば日本人はコロナ渦でマ
スクの着用を否定せず、自分だけではなく周囲の人の安全を考
慮した遠慮やおもいやり、気配りができることだと思います。
ドイツだけではなく各地で発生している自分の権利ばかり主張
する「コロナデモ」など、日本では考えられないことでしょう。
逆に、ドイツでは環境問題全体、特にプラスチック問題などが
一般常識として個人の間でもとても意識が高いですが、レジ袋
が有料化されマイバッグを持つ人が増えたとはいえ、まだ . 日
本ではそうでもないように思えます。飲食店など、店内利用な
のに当たり前のようにプラスチックカップやプラの食器を使っ
たり、ストローをつけたりなど、お店としてもお客さんとして
ももう少し批判的な考えがあれば、と思います。ドイツの若者
の大半は常時水筒を携帯していますが、日本では自動販売機や
コンビニで飲み物をその都度買うのが主流だと思います。

9 ．クレープスさんは、文化部の課長として、公邸での統一記念日
の式典での MC や、10 月 5 日の統一記念講演での MC など、
大いに活躍されています。このようなご経験は、今後の日独交
流活動のヒントになりましたか。
積極的には公の場に立ちたいとは思いませんが、大使館の文化
活動に役立てるのならばいつでも MC や講演などのお仕事を引
き受けたいと考えています。先日は埼玉の大宮高校で、優秀な
学生たちの前で日独関係や国際交流の重要性について英語でお
話させていただきましたが、質疑応答で学生さんたちも英語で
質問をしてくださったので、講演自体も国際交流の大切な場に
なるということを感じました。

10． 2021 年は日独交流 160 周年に当たります。大使館（文化部）
として予定しているプロジェクトがあれば、差し支えない範囲
で教えて頂けませんか。
残念ながらコロナのため、大使館だけではなく日本にあるドイ
ツ関係機関にとっても具体的なプロジェクトを企画することは
困難ですが、例年行われるドイツフェスティバルを盛大に行い
たいと思っています。また、160 周年の日独関係に貢献した
パイオニアの子孫を招いて講演シリーズを行いたいとも考えて
います。日独協会さまとも深く連携していければと思います。
ただ、イベントの実行はやはりオリンピック実施の可否により
大きく左右されるかと思います。

11． 東京の日独協会および全国各地の日独協会は、日独交流の促進を
目的に、それぞれが様々な活動を行っていますが、日独協会およ
びその会員に対して期待すること、メッセージをお願いいたします。
日独文化交流とは、日本全国の日独協会の何十年にも亘るご貢
献、そして会員さまの日ごろからのご活躍があってこそ形成さ
れるものです。まだ着任して日数は浅いですが、これからの数
年間私の知らないドイツや日本の事をたくさん勉強させていた
だければと思います。できるだけ多くの日独協会に訪れたいと
考えています。とても楽しみにしています！
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Elf Fragen an Hanna Krebs, die 
neue Leiterin für Kulturabteilung der 

Deutschen Botschaft in Tokyo

Für die aktuelle Ausgabe der 
„Brücke“ haben wir  Frau 
Hanna  K r eb s ,  d i e  n eue 
Leiterin der Kulturabteilung 
der Deutschen Botschaft in 
Tokyo, um ein Interv iew 
gebeten. Sie erzählt zu ihren 
Karriereschritten und ihrem 
Bezug zur Japanisch-Deutschen 
Ge s e l l s c ha f t ,  s ow i e  s i e 
verschiedene Fragen zu ihrem 
Dienstantritt beantwortet. Aber 
lesen Sie selbst!

1 ．Frau Krebs, seit wann sind Sie in Japan? Hat Corona 
Ihre Ankunft beeinflusst?
Krebs: Ursprünglich sollte ich im Mai meinen Dienst 
antreten, wegen Corona wurde es dann aber doch Juni. 
Es hätte sich noch weiter verzögern können, insofern 
hatte ich womöglich Glück.  

2 ．In welcher Beziehung standen Sie bisher zu Japan?
Krebs: Dadurch, dass ich meine Kindheit in Japan 
verbracht habe und meine Mutter Japanerin ist, hatte ich 
immer eine sehr starke Bindung zu Japan.

3 ．Wie kam es zu Ihrer Entscheidung, Diplomatin zu 
werden? Erzählen Sie uns bitte von Ihren Studien 
und Ihren bisherigen Karriereschritten.
Krebs: Schon direkt nach meinem Abitur hatte ich als 
Neunzehnjährige den starken Wunsch, Diplomatin zu 
werden. Daran änderte sich auch nie etwas, doch 
aufgrund verschiedener Umstände und anderer Prioritäten 
konnte ich ihn erst 2018 verwirklichen. Zum Beispiel war 
es mir mit 23 Jahren, als ich meinen Master in England 
abschloss, wichtiger, noch einige Jahre in London zu 
bleiben. Nach dem Studium arbeitete ich bei Bloomberg 
oder als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem 
Forschungsinstitut für Entwicklungsstudien, und 
verbrachte so insgesamt knapp sieben Jahre in London. 
Auch danach habe ich immer das getan, was mir in dem 
Moment am Wichtigsten war; zum Beispiel beim 
Fernsehen oder als Pressesprecherin auf einem 
Rettungsschiff für schiffbrüchige Migranten im Mittelmeer.
Da ich das schriftliche Auswahlverfahren des Auswärtigen 
Amtes in 2013 einmal nicht bestanden hatte, wusste ich, 
wie schwierig es ist, Vollzeit zu arbeiten und sich 
gleichzeitig auf die Prüfung vorzubereiten. Im Winter 
2018/19 hatte ich jedoch großes Glück und schaffte es, 
alle er forderlichen schrif t l ichen Tests sowie die 
Französischprüfung zu bestehen.

4 ．Sie sind nun im diplomatischen Dienst in Japan. War 
es Ihr Wunsch, nach Japan zu kommen? Als Sie 

berufen wurden, hatten Sie spezifische Erwartungen?
Japan ist mein erster Auslandsposten. Schon am ersten 
Tag unserer Attachéausbildung bekamen wir eine Liste 
von Posten ausgeteilt, wo wir unsere Praxisphase und 
unseren ersten Posten verbringen sollten. Von den ca. 
acht Auslandsposten war einer Tokyo, sodass ich mich 
darauf als ersten Wunschposten bewarb. Ich wollte 
irgendwann einmal an der Botschaft Tokyo Verwendung 
finden, hätte mir aber nie erträumt, dass es schon so 
früh passiert.

5 ．Wo liegen nun Ihre Aufgaben, nachdem Sie Ihren 
Dienst in Tokyo antraten?
Was möchten Sie während Ihrer Amtszeit erreichen? 
Und was hat Sie seit Ihrer Amtsübernahme 
besonders beeindruckt?
Krebs: Die nächsten Jahre und Monate werden sehr stark 
von der Entwicklung der COVID-19-Pandemie abhängen. 
Aber vorerst hoffe ich, das 160-jährige Jubiläum 
japanisch-deutscher Beziehungen im nächsten Jahr 
gebührend feiern zu können. Danach hoffe ich, aktiv zum 
kulturellen Austausch zwischen Japan und Deutschland 
beizutragen, insbesondere bei der Vermittlung eines 
modernen Deutschlandbildes. Besonders beeindruckend 
an meiner bisherigen Arbeit war, dass ich, als ich von 
November des letzten Jahres bis Februar dieses Jahres 
drei Monate lang in der Botschaft tätig war, im Januar 
einen Holocaust-Überlebenden aus Israel nach Japan 
einladen konnte, dem es gelungen war, dem sicheren 
Tod zu entkommen, indem er sich als Nazi tarnte und 
der Hitlerjugend beitrat. Trotz seines fortgeschrittenen 
Alters erfreut sich der 95-jährige bester Gesundheit und 
hielt in den Kanto- und Kansai-Regionen beeindruckende 
Vorträge über sein Leben.

6 ．Während der Corona-Wirren leben die Menschen 
einen anderen Alltag als sonst. Was können Sie 
unter solchen Umständen ihrer Meinung nach tun, 
um den Austausch  der  Menschen und den 
internationalen Austausch zu fördern?
Krebs: Meiner Meinung nach spielen jetzt online-
Aktivitäten eine Schlüsselrolle. Virtuelle Führungen durch 
Museen, Galerien und Ausstellungen sowie online-
V o r t r ä g e  u n d  W o r k s h o p s  s i n d  z w a r  e i n e 
Herausforderung, aber auch eine Chance. Es gibt 
mitunter einige Schwierigkeiten, an die ich nie gedacht 
hatte, wie zum Beispiel Urheberrechte bei Live-Streams 
oder Konzerten, aber ich möchte sie nacheinander 
abbauen und Lösungen finden.

7 ．Worauf freuen Sie sich persönlich während Ihres 
Aufenthaltes? Was möchten Sie gerne tun, wohin 
möchten Sie gerne reisen? (Und, welche Gerichte 
möchten Sie gern probieren?)
Krebs: Die Region um Nagasaki herum besuchen, um 
mehr über die Geschichte der „versteckten Christen“ zu 
erfahren. Ich liebe das Seto-Binnenmeer, daher möchte 
ich gern nach Naoshima fahren und entlang der 
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Shimanami-Straße entlangradeln. Außerdem 
möchte ich meine Lieblingsinsel Yakushima ein 

zweites Mal besuchen. Was das Essen betrifft, hat der 
Trend zum Veganem in Berlin meine Neugier geweckt, 
sodass ich gerne die japanische buddhistische Küche 
(Shôjin ryori) probieren möchte. Ich hatte bislang noch 
keine Gelegenheit, diese Küche zu probieren, doch habe 
ich den Eindruck, dass sie aufgrund ihrer Nachhaltigkeit 
ein wichtiges Kulturerbe ist.

8 ．Wo liegen Ihrer Meinung nach in der Kultur Japans 
und Deutschlands Gemeinsamkeiten, und was 
können wir voneinander lernen? Gibt es Dinge, 
Denkweisen oder Dienstleistungen, die Sie von 
Deutschland aus nach Japan vermitteln möchten 
bzw. umgekehrt, welche japanischen Eigenschaften 
würden Sie gerne in Deutschland vorstellen?
Krebs: Was Deutsche von Japanern lernen können ist 
insbesondere die Rücksicht, mit der Japaner Masken 
tragen und dies nicht in Frage stellen. Dabei steht nicht 
nur die eigene Sicherheit sondern auch das kollektive 
Wohlergehen im Mittelpunkt. Sogenannte Corona-
Demos, die in Deutschland und andernorts stattfinden 
und bei denen die Menschen nur auf ihr eigenes Recht 
pochen – in dem Fall, das Recht, keine Maske zu tragen 
–, ist in Japan wohl undenkbar. Andererseits sind in 
Deu t s ch l and  d i e  Umwe l t -  und  vo r  a l l em d i e 
Plastikproblematik auf der gesellschaftlichen, aber auch 
auf der individuellen Ebene sehr stark im Bewusstsein. 
Dass Plastiktüten in Geschäften nun nicht mehr kostenlos 
sind, ist ein wichtiger Schritt, weil nun viele ihre eigenen 
Stofftaschen mit sich führen. Aber noch immer werden 
wie selbstverständlich Plastikbecher, -besteck und 
Strohhalme benutzt, selbst wenn man etwas nicht zum 
Mitnehmen bestellt, sondern das Getränk oder das Essen 
vor Ort konsumiert. Hierbei wäre es schön, wenn sowohl 
Gastronomiebetreiber als auch Konsumenten etwas 
kritischer über Nachhaltigkeit nachdenken würden. In 
Deutschland tragen vor allem junge Menschen oft eine 
wiederauffüllbare Wasserflasche mit sich herum, 
wohingegen man in Japan eher ad hoc Getränke in 
Kombinis oder an Automaten kauft.

9 ．Frau Krebs, als Leiterin des Kulturreferats haben Sie 
die Feier zum Tag der Deutschen Einheit in der 
Botschaftsresidenz wie auch die Podiumsdiskussion 
am 5. Oktober zu ebendem Thema moderiert. 
Können Sie diese Erfahrung aktiv in die zukünftigen 
Austauschaktivitäten zwischen Deutschland und 
Japan einbringen?
Krebs: Ich reiße mich zwar nicht darum, aktiv in der 
Öffentlichkeit zu stehen, aber wenn es den kulturellen 
Aktivitäten der Botschaft von Nutzen ist, bin ich jederzeit 
bereit, zu moderieren oder Vorträge zu halten. Ich habe 
jüngst einen Vortrag am Omiya Gymnasium in Saitama 
über deutsch-japanische Beziehungen und die Wichtigkeit 
des internationalen Austauschs gehalten.  Da der Vortrag 
auf Engl isch war und die Schüler während der 

anschließenden Frage-und-Antwort-Runde ihre Fragen 
auch in englischer Sprache stellten, hoffe ich, dass mein 
Vortrag selbst einen wichtigen Rahmen für den 
internationalen Austausch bieten konnte.

10．Das kommende Jahr 2021 steht im Zeichen des 160. 
Jubiläums des diplomatischen Austauschs zwischen 
Japan und Deutschland. Könnten Sie uns, soweit 
bereits möglich, ein in Planung stehendes Projekt 
der Botschaft bzw. der Kulturabteilung vorstellen?
Krebs: Leider ist es wegen Corona nicht nur für unsere 
Bo t s c ha f t ,  s onde r n  au ch  f ü r  d i e  d eu t s c hen 
Mittlerorganisationen in Japan schwierig, Konkretes zu 
planen. Allerdings wünsche ich mir, dass wir das 
alljährliche Deutschlandfest in einem größeren Rahmen 
veranstalten können. Auch planen wir eine Sonder-
Vortragsreihe mit den Nachkommen von Pionieren, die in 
den vergangenen 160 Jahren zur Intensivierung deutsch-
japanischer Beziehungen beigetragen haben. In diesem 
Zusammenhang möchte ich auch gerne eng mit der 
Japanisch-Deutschen Gesellschaft zusammenarbeiten. 
Der Zeitpunkt oder die Durchführbarkeit überhaupt von 
vielen Veranstaltungen hängen allerdings davon ab, ob 
und wie die Olympischen Spiele stattfinden werden.

11．Die Japanisch-Deutsche Gesellschaft in Tokyo sowie 
alle landesweiten Gesellschaften engagieren sich in 
verschiedenen Aktivitäten mit dem Ziel, den 
Austausch zwischen Japan und Deutschland zu 
fördern. Wir würden Sie bitten, uns von Ihren 
Erwartungen an die Japanisch-Deutschen Gesellschaften 
sowie an Ihre Mitglieder zu erzählen. Haben Sie eine 
Botschaft für uns?
Krebs: Der Kulturaustausch zwischen Japan und 
Deutsch land wird  durch d ie  jahrzehnte langen 
Bemühungen der landesweiten Japanisch-Deutschen 
Gesellschaften sowie durch die Aktivitäten ihrer 
Mitglieder Tag für Tag stetig konstituiert. Seit meiner 
Ankunft in Japan ist noch nicht sehr viel Zeit verstrichen, 
aber ich möchte viele Dinge zu den japanisch-deutschen 
Beziehungen lernen, derer ich mir noch nicht bewusst 
bin. Ich würde gerne die japanweit aktiven Japanisch-
Deutschen Gesellschaften in unterschiedlichen Regionen 
besuchen. Darauf freue ich mich jetzt schon sehr!
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その17：ザクセン州シュヴァルツェンベルクにて②　鉄道博物館を訪れて
久保�健（鉄道史学会会員　日独協会会員）

前回に引き続き、ザクセン州南部、チェコとの国境線に横たわるエルツ山地（Erzgebirge）西部の街、シュヴァルツェンベルク
（Schwarzenberg）を旅します。今回は、1902年に街の西はずれに開業したシュヴァルツェンベルク機関区を転用し、1993年より
公開されている、シュヴァルツェンベルク鉄道博物館（Eisenbahnmuseum Schwarzenberg）を訪問です。機関区時代そのままに、
石炭や油、煤のにおいが染みついた当館の雰囲気を、訪独もままならない中ですが、少しでも感じていただけますと嬉しく思います。

■ウラン鉱輸送で大きく発展
シュヴァルツェンベルク機関区は開業当初、車庫として扱われ、1919年の記録では、2人の工員が所属するのみで、単なる機関車

置き場として使われています。第二次世界大戦後に大きな転機が訪れ、かねてより銀の副産物として採掘してきたエルツ山地のウラ
ン鉱にソ連が注目し、1947年11月4日、ソ連管轄でヴィスムート社（Wismut AG）が設立され、採掘がはじまります。鉄道も、急増
する鉱員やソ連軍の監視人を同乗させたウラン鉱の輸送を24時間対応で行うことになり、これらを担うシュヴァルツェンベルクの車
庫は、1949年3月1日に機関区へ格上げされます。1953年の記録によると、機関士34人、機関車の罐焚き43人、機関車整備工39人
など合計238人が所属しており、住居代わりに寝泊まりのできる、作業用宿泊車を構内に用意したそうです。また1日に800食を用意
できる台所、90人が使用できる食堂棟も建てられ、食堂長以下コック13人の所属も確認できるなど、かつてないほどの賑わいがうか
がえます。しかし長続きはせず、1950年代半ばにはウラン鉱は掘り尽くされ、閉山が相次ぎ、シュヴァルツェンベルク機関区も1956
年1月1日に車庫に戻され、さらに蒸気機関車廃止にともない、1976年1月1日からは路線作業用車両置場になります。食堂棟は子供向
けのキャンプ施設に、管理棟は電機見習工の住居に使われるようになり、線路など構内設備は荒廃し、雑草や木々に覆われていきます。

■16年かかった扇形庫の修復
東西ドイツ統合後、のちに当館を運営するザクセン鉄道愛好会（Verein 

Sächsischer Eisenbahnfreunde e. V.）は、東ドイツ国鉄より購入した蒸気機関
車を保管するため、1991年10月にシュヴァルツェンベルク機関区跡地の貸与を受け
ます。保管場所となる扇形庫は、レンガ積構造で、5つの庫に2線ずつ、計10線が扇
状に配列され、1902年の開業以来使用されてきましたが、蒸気機関車廃止後、1970

年代半ばから一部の線路が外され、
自動車修理場になっています。貸与
された当初は廃屋同然で、窓ガラス
も無く、屋根には50㎡の穴があいて
いたそうです。そして春を迎えた翌
1992年3月28日より、改修作業が始められ、まず周辺の植物やゴミの除去、埋もれ
た線路や枕木の掘り出しが手作業で進められます。屋根の改修も1993年6月から始
まり、雪の降る季節を避けつつ、毎年、部分ごとに鉄骨の修繕、木製の屋根の貼り替
えが進められ、1999年に完成しています。上空から扇形庫の屋根を見ると、場所によっ
て色が異なっており、改修された年の違いがうかがえます。そのほか、線路の再敷設
や開き戸の交換、窓へのガラスのはめ込み、土台となる石積みの修理、そして展示場
所の設置などが継続して行われ、開始より16年を経た2008年にようやく完成します。

■扇形庫の中は博物館の心臓部　　
現在、扇形庫の周囲にはシラカバをはじめとした木々が茂り、線路以外は芝生に

覆われ、山の澄んだ空気の中、落ち着いた雰囲気を見せています。草露に靴を濡ら
しつつ、整地された館内を歩いていると、博物館というより公園を散策している気
分になります。他の見学者の真似をして、扇形庫前の芝生に座り、扇形庫から頭を
出している車両を見つめていると、機関区時代にあったであろう一瞬の静寂に引き
戻されるよう。慌ただしい仕事の間、同じ風景を見た鉄道員もいたのかもしれません。

扇形庫内は車両の保管の他、高さ7.5mの天井を鉄骨の支持物が交差する独特の
雰囲気の中、コンサートや会合など、イベントスペースにも使われており、350人
まで収容が可能だそうです。また庫内左端は作業場となっており、旋盤、工作台、
堀削機が設置されるなど、館内における修復体制の充実ぶりがうかがえます。寒暖
差の大きな山中での保存であるにもかかわらず、良く整備された車両は、保存活動
への理解を育み、館の価値向上に大きく寄与したことは間違いないでしょう。扇形庫の修復と作業場としての充実こそ、現在に続
く当館の活動の原点であり、建物や車両の修復など、あまり紹介されることのない作業を地道に行い、長年にわたって蓄積された
経験やノウハウこそ、当館最大の財産と言えるのかもしれません。

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。

イ ツ の 鉄ド
シリーズ

道

1992年の扇形庫。改修前で荒廃している。（Falk Thomas氏提供）

現在の扇形庫周辺。自然に囲まれ美しく整備されている。

館内は緑に囲まれ、公園のよう。
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巡り巡りて私とドイツ
西山 亜紀（日独協会会員）

2018 年 4 月、私たち家族は 3 年間暮らしたインド・デリーからドイツ・デュッセルドルフに引っ越した。生活は当たり前に、
気候、水質、大気など、何もかもが根こそぎ変わった。そんなある朝、外国人局への手続きのため家族で出かけた。U バーンの最
寄り駅までの公園でぴょんぴょん跳ねるウサギや、ライン川の河川敷に群がる羊たち見て、「こんなにも景色が変わるものだなぁ」
と、今までの、牛や豚が道路を歩き回る光景が嘘みたいに感じて、この振り幅の大きさに戸惑った。

私のドイツ語はと言うと、ウムラウトのことを「てんてん？」というレベルで，よく言えばピュアな状態で渡独。50 の手習いが
ドイツ語になるとは、誰が予想できただろうか。暮らし始めて、超ビギナーコースのドイツ語学校に行くと、ドイツ語以前に建物
の扉を開けられなかった。コツがあって簡単に入れなかった。歴史的建造物らしく、その扉の重厚さ
にも驚いた。これはすごい世界に来てしまった！と思った。

それでも少しずつ慣れて、一緒にカフェに出かける友人もでき、格段に楽しい日常に移って行った。
そんな中、周囲でよく名前が挙がるカフェがあり、行ってみた。店内は「大人可愛い」雰囲気だ。オー
ナーは凛とした女性で、隅々まで素敵なセンスでまとめ上げられ、とても居心地が良かった。よく見
ると、招き猫がさり気なく飾られていた。ある時、ケーキも食べてみようとショーケースを覗いた瞬間、
目が釘付けになった。ケーキのネームプレートに手書きのカタカナが併記してあったのだ。その手書
きは、一筆一筆、魂が込められているように感じた。まさしく、「一筆入魂」がぴったりだった。そ
の筆跡から、見よう見まねで書いている姿まで見えた気がした。こうも読み手に伝わるのだ！その一
所懸命さに感動した。こんなにも手書きの力は凄いのだ、と教えられた。近所のマルクトの看板で見
かける「鶏モモ肉、あります」や、街中のカフェで目にする「抹茶ラテ、あります」という貼紙は、
日本人が書いたであろう日本語での活字であればここまでのインパクトはなかっただろう。

そして、同じ 2018 年 11 月に夫に予期せぬ帰国命令が出て、またもや引っ越しの準備となり、ドイツ語学校の授業料を払い込
んだばかりの私は、その真逆の同時進行に大いに慌てた。

2019 年 3 月に気持ちの整理もつかないまま帰国した私は、せっかくドイツで暮らしドイツ語のいろはを習っていたのに、この
まま終わってしまうのはあまりにも残念だ、と思っていた。そんな時、日独協会の存在を知り、迷うことなく入会させていただい
たのだ。年が明け、2020 年は世界中が一変し、コロナ禍だ。そんな中、何かしら心躍るような明るいニュースが飛び込んできた
らいいのにな…と思っていたその時、日独協会機関誌 4 月号に、「第二の故郷デュッセルドルフと私の 25 年」という投稿が目に飛
び込んできた。思いがけず現実となった。筆者はデュッセルドルフ日本人学校で、私の子どもがお世話になった先生だった。我が
子が「今度の授業で先生がドイツのお茶を淹れてくれるから、カップを持って行かなきゃね」とウキウキしていたのを思い出した。
そして、その投稿の写真に写っている別の先生が「ドイツ語」についての授業を参観日に行った時、「インド・ヨーロッパ語族」の
話をされた。インドから全く縁も所縁もない別世界に来たと思っていた私が、言語学的な繋がりを知り、授業中に密かに、大いに
驚いたことも思い出した。

残念ながら旅行では訪れたことがなかったドイツ。子どもの学校行事を通じて 1 年
間の様々な経験が出来たことがとても嬉しい。

学校で習ったというドイツ国歌の歌詞が「すごくかっこいいから、お母さん聴いてみて !!」
と言うので自宅で一緒に聴いた。「ほんとだね！」と一緒に歌った。5 月の“Japan Tag“ で、
合唱部に入った我が子が早速ライン川近くのステージで緊張気味に歌う姿や、近所の教会で
のパイプオルガン演奏を鑑賞もした。そのパイプの1本を日本人学校が寄付した話も聞いた。

11月には“Laternenfest“ のために学校で作ったランタンを持って、夕方から駅前の商
店街に出掛け、練習した歌を歌ってお菓子をたくさんもらった。12 月には旧市街でも歌を
披露し、温かなホットチョコレートを振舞ってもらった。2 月のカーニバルシーズンは、大
人たちが心から楽しんでいた様子が忘れ難い。おかげで家族みんなでその記事を囲み、
デュッセルドルフでのそんな思い出話しに大いに盛り上

がった。予期せぬとても嬉しい出来事だった。この嬉しさを是非お伝えしたいと思い立ち、早速日独協会
にメールを送らせてもらった。すると、更に嬉しいことに先生にその旨お伝えいただいたと連絡が入った。

その後しばらくして、その凛とした女性オーナーのカフェのことをまた思い出した。少し珍しいカ
フェの名前、何だったっけ？と記憶を辿ってみる。住んでいたエリアをインターネットのマップの中
で探してみる。あった！あった！この名前。ついでに訪れたお客さんが残したレビューも見てみた。
日本語翻訳も見られるから、私が日本語で書いたら向こうでドイツ語翻訳されるのかも、と思い日本
語で書き込んだ。そこに私は、ケーキの名前がカタカナで併記されたオーナーの心遣いが嬉しかった
こと、またいつか訪れてみたいことなどを書き込んだ。すると、まさかの返事が来た‼レビューにド
イツ語で返事が来るとは知らず、思わぬところで生きたドイツ語に触れることになった。短いやり取
りの中で、日本人には聞き慣れないカフェの名前の由来を聞いてみた。すると、オーナーの名前とニッ
クネームを併せているという。だからちょっと不思議な、記憶に残る名前だったのか、と納得した。

 「私とドイツ」は日独協会の会員、関係者にご自身とドイツ・日独協会との関りについて語っていただく

シリーズです。会員の皆様からの投稿をお待ちしています。File14

シリーズシリーズ
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ドイツ語に触れていると、私にも馴染みのあるカタカナのドイツ語があることも知っ
た。例えば、「ピラティス」は考案したドイツ人の名前だったとか、入浴剤の有名なブラ
ンド名が神父さんの名前だった、などだ。そうして、どんどんいろんなところを訪ねて
いくと、出身地が神戸の私がずーっと不思議に思っていた、でも、人に聞いたり調べる
こともなかった、中心地にある「トアロード」という道の名前。もしかして、「門」のこ
とかと調べてみた。諸説いろいろある中で、ドイツ人が名付けたドイツ語説もあったのだ。

神戸が本店のバウムクーヘンのルーツもドイツに行くまで知らずにいた。デュッセル
ドルフで有名なバウムクーヘンを食べた時の衝撃から、初めて調べた。私が今まで食べ
ていたものは何だったのか？神戸のものは、創設者が日本人の口に合うようにと改良に
改良を重ねていたのだった。当時の時代背景も知り、ただただ「美味しいよね〜」って

気軽に食べていたことが急に恥ずかしくなった。

そうして、ずんずん記憶を辿って行くと、私史上でドイツとの初めての出会いにまで記憶が飛んだ。そ
れは手の平に乗る小さな鉛筆削りだった。小学校入学前の頃。昭和 40 年代だ。そのころ父の転勤で和歌
山県の少し田舎に住んでいた。ある時父が「これはドイツ製だから、丈夫で長持ちするぞ！」とプレゼ
ントしてくれた。なんとも言えない赤。日本の子ども用の文具には見かけない赤だった。今ではプラスチッ
クのカバーは少し欠けてしまったが、その言葉通り今も現役である。本体の裏に Germany と刻印がされ
ている。最近、そのカバーに微かに残るメーカーのロゴを頼りにインターネットで訪れてみた。なんと、
創業は 1919 年で、バイエルン州の町にあり、材料はすべて自社製品だそうだ。前出のちょっと不思議
なカフェの名前同様に、こちらのロゴもどういう意味かと思っていたら、金属とプラスチックの意味を
併せ持つ会社の名前だそうだ。

あの時代に、ちょっと田舎で、父はどこで手に入れたのだろう。最新モデルも当時の面影を薄っすらと感じさせて、販売されている。
とても便利に買える今に思う。そんなあの時代に…とロマンを感じることは確実に失っていることに気づき、少し寂しい気もする。

それでもこうして、神戸や子どもの頃の記憶も織り混ぜながら、ドイツ理解がゆっくりと静かに深まっていくことに幸せを感じている。

プロフィール： 当協会会員。神戸生まれ、２児の母親。夫の転勤に伴い、香港、マレーシア、インド、ドイツで暮らす。趣味は書道。好き
な言葉は「手抜きも能力のうち」。折り紙では「お座りパンダ」が得意。12 月にはドイツ語検定 4 級に挑戦する。たまらな
く難しいドイツ語がいつかわかるようになれたら嬉しい。

レポート
ドイツ統一記念日レセプション
2020 年 10 月 2日 14:00 ～ 15:15　於：ドイツ大使公邸

新型コロナ感染拡大が進む状況の中で、例年通りの盛大なド
イツ統一記念日行事の開催は控えられ、日独関係に尽力した約
60名を対象に規模を縮小して大使公邸にて開催されました。
当日は、新任のKrebs文化担当課長の司会で進行されました。
冒頭、イナ・レーペル ドイツ大使が日独関係の重要性と
2021 年の日独交流 160 周年記念に向けた、関連事業の紹介等
を含めてご挨拶されました。それを受けて中西外務大臣政務
官が、乾杯の挨拶を行い、東西ドイツの統一 30 周年という節
目の年に、この 30 年の間に大きく変化した世界情勢の中で普
遍的価値を共有する日本とドイツの連携が、かつてなく重要
になってきている旨述べました。
その後、秋晴れのもと、ドイツ統一を祝って懇親の輪があ

ちこちで広がりました。（公財）日独協会からは柚岡常務理事
が参加しました。

2021年度にむけて
日独交流 160 周年と（公財）日独協会設立110 周年の
節目の年にむけての取り組み
2021年、ドイツ（プロイセン）と日本（徳川幕府）の間で修好通商

条約が結ばれてから、ちょうど160年目を迎えます。これを記念して「日
独交流160周年」を祝う様々なイベントが来年を通して日本とドイツの
各地で行われます。
また、来年は日独協会設立110周年にもあたり、日独交流の節目の

年でもあります。

日独交流160周年と日独協会設立110周年（設立日：1911年 10月
30日）の記念事業として「日独漫画コンクール2021」を開催いたします。 
ドイツの漫画作品の募集はベルリン独日協会が担当します。募集作

品のテーマは「遠くて近い日独関係」です。今や漫画やアニメは、日
本の誇る一大文化となっています。ドイツやフランスでは身近な漫画
文化を楽しんでいます。今回の記念イベントが世代を越えた日独交流
の促進に貢献することを願っています。

このコンクールの実施にあたり、今年8月に運営のためのボランティ
アを募集したところ、13名が集まりました。皆様いろいろな才能と経
験をお持ちですので大いに期待しています。年内にチラシとプロモー
ションビデオを作成し、大いに広報いたします。
当初より駐日ドイツ大使館からご協力、助成を頂き感謝しておりま

す。2021年 4月1日から8月31日を作品募集期間とし、9月、10月
は審査、11月～ 2022年 1月にかけて表彰式、巡回展示会を企画して
います。関連してワークショップや講演会を予定しています。駐日ドイ
ツ大使館や各地の日独協会でも日独交流160周年関連イベントを企画
しています。
このコンテストに関しては、本誌でも随時紹介していきますので、ご

期待下さい。
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ベートーヴェンの食卓
野田 浩資

ベートーヴェンは音楽を『芸術』と位置づけた最初の音楽家でした。
そんな彼はどんな食生活をしていたのでしょうか。

父は宮廷歌手として、働いて
いましたが、ボンの宮廷はそれ
ほど大きくもなく裕福な宮廷で
はなかったことから、父の給料
も生活に余裕はありませんでし
た。それでも父はビールが大好
きで、毎日浴びるほど飲み、生
活費に困るほどでした。

朝は、硬いライムギパンにバ
ターやラードを付けて食べます
が、バターは高いのでテーブルに
はたまにしかのりませんでした。

豚の餌となっていたジャガイ
モが貧民食として普及し、ルー
トヴィヒの家庭でもジャガイモ
が主食として昼に夜にと、毎日
食卓に供されていました。皮付
きのまま茹でてむきながら塩を
振ったり、ラードを塗ったりして食べられました。

ピッカートというじゃがいもで作ったパン料理が中流家庭で流
行ったのもこの頃です。じゃがいもをすりおろし、小麦粉、卵を
加えミルクと砂糖、イースト、干しブドウを加えた生地をフライ
パンで焼く料理です。小麦粉も卵もまだ高い時代ですが、ルート
ヴィヒもこのパンどこかで味わっているかもしれません。多種の
カルトッフェルクーヘンもこの時代に作られています。

ベートーヴェン家ではこんな鍋料理もよく食べました。クズ野
菜とじゃがいも、そして固くなった食べかけのパンを鍋に入れて
水から煮たアイントップ料理です。たまにベーコンや豚肉の堅い
部分が入りスープに肉の味を足してくれました。日曜日には豪華
にソーセージが入るときもありました。

16 歳の時、モーツァルトへの弟子入りを考えウィーンまで行
きますが、二週間も経たないうちに母の病気が悪化し、弟子入り
をあきらめ帰郷します。ボンに帰ったすぐ後に母は亡くなってし
まいます。それからと言うもの、父はよりひどいアルコール中毒
となり、まったく仕事もせず、ルートヴィヒに頼る始末です。ボ
ンでは宮廷音楽家として再度働き始めますが、彼一人で父親と弟
二人の家計を助けなければなりませんでした。

そんなある日の事、友人となった医学生のウェーゲラーに呼び
出され「お世話になっているブロイニング家の娘さん達にピアノ
を教えてやってほしい」と持ちかけられ、少しでもお金のほしい
ルートヴィヒは二つ返事で承諾しブロイニング家を訪ねます。長
女のエレオノーレと三男のレンツにピアノを教え始めますが、家
に入ってびっくりする程の豪邸で、ここでピアノを教える素晴ら
しさに、ここに来る事が楽しみとなりました。ブロイニング夫人
は、母を亡くしたまだ若きルートヴィヒを我が子のようにかわい
がってくれるようになります。

練習後ブロイニング家にて食事を一緒にすることが多々ありま
した。そのテーブルには今まで食べたこともないニシンのサラダ
や豚肉のローストなど、初めて食べる料理に涙が出るほどでした。
「君の家ではこんなおいしい料理をいつも食べているのかい」
「ええ、ママがいつもいろいろな料理を作ってくれるのよ」
「僕の家ではジャガイモばかりで、肉の塊なんて食べたことないよ」
「ジャガイモってなに？」
「え、ジャガイモ知らないの？　アメリカ大陸から来た野菜ら

しいけどあまりおいしいものじゃないよ」
「へー、そんな野菜あるんだ」
こんな会話がなされたかもしれません。まだジャガイモは下層

階級の家庭でしか食卓にはのらない時代でした。
ある日の事、ブロイニング家でパーティーが開かれました。

ルートヴィヒはピアノ演奏を頼まれます。演奏後テーブルを見
ると、ライン河中流地方名物の「牛肉のロール巻き」お酢や赤ワ
インで牛肉を漬けて煮た「ザワーブラーテン」などの料理がテー
ブルに所狭しと、盛り付けられていたのです。

まともな料理はほとん
ど食べていなかったルー
トヴィヒにとって、この
光景はまさに天国にいる
ような気分でした。その
食事の豪華さに魅せられ、
このブロイニング家での
ピアノレッスンがより楽
しいものとなります。

ブロイニング家での食
卓では一つの思い出に残
る香りがありました。そ
れは今まで嗅いだこともない香りで大きな興味を抱いてもいまし
た。それは異国情緒たっぷりな飲物、コーヒーだったのです。

ルートヴィヒがコーヒー好きだったことはよく知られています。
毎回 60 粒の豆を使い、同じ味にしていました。その味と香り

は若いころのボンでの一番楽しかった良い思い出だったのでしょ
う。ウィーンでの生活に明け暮れていたルートヴィヒはコーヒー
の香りによってその時代、青春の最高の思い出をよみがえらせて
いたのかもしれません。

22 歳の時、ルートヴィヒはハイドンの勧めで再度ウィーンへ
と旅立ちます。

当時ウィーンはハプスブルグ家が支配する大都市で音楽の都と
されていました。また、食文化においてもボンとは大違いで、見
たこともない食材から料理の数々に圧倒されました。

1800 年前後のウィーンはヨーロッパで一番食材が豊富で、肉
食文化も一般市民にまで浸透していました。1793 年には「ナッ
シュマルクト」公共市場が開設されました。この市場では野菜か
ら魚、肉、チーズまでも所狭しと並び、市民の胃袋となります。ルー
トヴィヒも何度となく訪れています。

王家の狩猟場として利用していたプラター公園は 1766 年一般
に開放され、市民の憩いの場となりました。そこでは料理屋やカ
フェ、焼きソーセージ、豚の背肉などを焼いた焼き肉屋、チーズ
やサラミはイタリアからの出稼ぎがバックに入れ店にいるお客に
売りにくる風景もありました。

ルートヴィヒもプラター公園とホイリゲは大好きで一人でよく通
いました。ワインもビー
ルも大好きでしたが、特
にワインは毎日欠かさず
飲んでいました。友人で
同じ作曲家のカール・マ
リア・ウェーバーにこんな
ことを言っていました。「私
はこのような田園を散布
することとホイリゲでワイ
ンを飲むのが大好きだ」

第四回

ベートーヴェン洗礼に使われた壺（ボン）

ザワーブラーテン

ボンのレストラン『EM Höttche』内。べートーヴェンの席。

ウィーンのホイリゲ
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恩師であるハイドンはザワークラウトが大好きで毎日の昼食に
は欠かさずに食べていました。ルートヴィヒも何度かはハイドン
と食事を一緒しています。その時は彼の好みの料理、豚肉のシュ
ニッツェルや牛肉のグラッシュ煮込みにザワークラウトを添えて
味わっていたことでしょう。

ウィーンに来て間もなく、モーツァルトの援助をしていたリヒ
ノフスキー侯爵邸に住むことになります。侯爵邸では毎夜のよう
に音楽会が開催され貴族たちが集まります。侯爵にかわいがられ
たルートヴィヒはそこでの演奏もしました。演奏会が終わると食
事が提供され、貴族たちが帰った後はキッチンに入り残り物をも
らいますが、それらは一流の調理師が作っていました。野鳥の丸
焼きから魚料理など、ボンでのブロイニング家の料理とは全く
違った数々の料理を味わいました。「タッフェルシュピッツ」（牛
肉を茹でて、数種類のソースで味わう料理）は貴族の家庭のキッ
チンにはかならず作られているほどウィーンの郷土料理として知
られています。ルートヴィヒも何度も味わっています。

しかしルートヴィヒは侯爵家で食事をする堅苦しい雰囲気にはな
じめませんでした。なぜなら、ウィーンの貴族たちは食事のマナー
には大変うるさく、マナーを身に付けていないものは、その人間が
どんなに素晴らしい才能を持っていても、貴族たちはその人間に対
し不愛想な対応をするのが当たり前なのです。そんなことからルー
トヴィヒは貴族たちと一緒の食事は好みませんでした。

年と共に有名になるルートヴィヒの生活も安定してきますが、
何しろ自分中心型で、わがままになってきた彼には落ち着いた家
を持つのは無理。毎年のように家を引っ越し、メイドを雇っても
長続きしなかったようです。

メイドにはしょっちゅう自分の好きな目玉焼きやオムレツなどの
卵料理を作らせていました。当時のメイドはハンガリーやチェコか
ら出稼ぎに来ていたおばさんたちだったので、ルートヴィヒもハン
ガリー料理やチェコ料理をいやいや食べさせられたことでしょう。
メイドに関してこんなことを友人への手紙に書いています。
「これはという料理を作れる連中はいない。そんな連中の作る

料理はありがたいとも思わない」
あるとき、メイドが買ってきた卵が古かったことから、その卵

をメイドに投げつけたこともあると言われています。実際は作っ
た卵料理が不味く、それを投げつけたのではないかと思われます。
卵の外見や割って黄味を見ただけでは、素人には古いかどうか判
断が付きません。

ボンの時代とは全く異なった生活、その中で多くの料理に巡り
合い、舌も肥えたルートヴィヒにはこんな話が残っています。

イギリスの作曲家ヴィンセント・ノヴェロはモーツァルト亡き
後、彼の妻コンスタンツに会いこんな事を聞きました。「あなた
のご主人ウォルフガングはかなりグルメであったようですね。」

「そうでもありません。主人のウォルフガングよりベートーヴェ
ンさんの方がよっぽどグルメでした。」

コンスタンツは主人モーツァルトよりベートーヴェンの方がグ
ルメであったと証言しています。

文豪のゲーテとも何度か会っています。1812 年にはチェコで
待ち合わせし、5 日間二人で散歩や芸術談義をし、数か月後には
カルロビバリーで再会して食事を共にしています。ゲーテは大の
美食家で好きなものはキャビアにシャンパン、鹿肉や雉の丸ごと

ロースト、ガチョウのローストなどです。二人でワインを飲みな
がらこれらの料理を味わい楽しい時間を過ごしたことでしょう。

ルートヴィヒは七面鳥のアスピック料理やフォアグラ、魚料理
などをウィーンの 1618 年創業、高級食材店「ツム・シュワルツェ
ン・カメール」で定期的に購入していました。高級料理を部屋に
持ち帰り 1 人で楽しんでいたのでしょう。

ここのレストランでは、当時有名な指揮者でグルメ、ジャーナ
リストのフリードリッヒ・アウグスト・カネに何度か食事の招待
を受けました。その時ルートヴィヒは「今日はベルトを少し緩め
よう」と食事に挑みました。ウサギや鴨などのウィルド（ジビエ
料理）を注文したことでしょう。

仕事を終え、ホイリゲやプラター公園に行き、一人でワインを
飲み、焼き肉などを食べるのが楽しかったウィーンでの生活だっ
たと察します。家に帰ってもメイドのまずい食事が待っているこ
とも多く、かえってイライラが募った時も多かったでしょう。

死ぬ間際に「諸君喝
采を！　喜劇の終わり
だ」と言葉を残しました。
その時ルートヴィヒの脳
裏に浮かんだのは青春
のブロイニング家での
出来事、あの頃初めて
口にした豪華で愛情の
ある料理の数々、エレ
オノーレと母親の温か
さなどを顧みていたの
ではないでしょうか。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの音楽は生誕 250 周
年を迎えた今日も生き続けています。

著者プロフィール：
当協会会員。1947 年東京生まれ。ドイツ他、ヨーロッパ諸国で
修業を積み、現在は、本格的なドイツ料理を味わえる名店『ツム・
アインホルン』のオーナーシェフ。著書は『野田シェフのドイツ
料理』、『ドイツ修道院のハーブ料理』など多数。今年 1 月に『音
楽家の食卓』（誠文堂新光社）を上梓。ベートーヴェン他 11 人の
クラシック作曲家ゆかりのレシピとエピソードを紹介している。

ベートーヴェンハウス入口、ハイリゲンシュタット。

牛肉の蒸し煮ライン河風

ドイツ料理　Zum Einhorn
住所：東京都港区六本木 1 － 9 － 9　
　　　六本木ファーストビル地下 1 階
Tel.03-5563-9240/9387　Fax.03-5563-9387
定休日 : 日曜 ，祭日，第 2 土曜日、第 4 土曜日

『ツム・アインホルン』で野田シェフの著書『音楽家の食卓』出版記念とベートー
ヴェン生誕 250 周年記念に提供された特別料理のメニュー。
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Das Futurium in Berlin
Dr. Verena Materna, Vorstandsmitglied der DJG Berlin, Mole-

kularbiologin und wissenschaftliche Koordinatorin

Vor kurzem feierte eine weitere, immer 
noch recht neue Attraktion Berlins ihren 
ersten Geburtstag. Als „Haus der Zukünf-
te“ bezeichnet, befindet sich das Futuri-
um direkt neben dem Bundesministerium 
für Bildung und Forschung am Alexan-
derufer in unmittelbarer Nähe zum Re-
gierungsviertel und dem Hauptbahnhof 
Berlin. Es wurde am 05.09.2019 mit einer 
4-tägigen Eröffnungsfeier, dem „Fest der 
Zukünfte“, eröffnet. Im Laufe dieser Eröff-
nungstage besuchten fast 30.000 Gäste 
das neue, auch architektonisch sehr at-
traktive Ausstellungsgebäude. Doch 
auch schon während der (Aus-)Bauphase und der Vorbereitung 
des aktuellen Ausstellungskonzepts gab es immer wieder Mög-
lichkeiten, das Futurium bereits vorab kennenzulernen, z. B. im 
Rahmen der Berliner „Langen Nacht der Wissenschaften“ 2018 
oder beim „Tag der offenen Tür“ am 16.09.2017, bei dem u. a. 
ein Hebocon durchgeführt wurde. Bei diesem Wettkampf traten 
einfache selbstgebaute Roboter im Kampf gegeneinander an 
und man konnte in verschiedenen Kategorien Preise gewinnen. 
Für viele Besucher war dies die erste Berührung mit diesem be-
sonderen und faszinierenden Trend-Sport aus Japan.

Die interaktive Dauerausstel-
lung beschäftigt sich mit zu-
kunftsrelevanten Aspekten und 
greift dabei verschiedene The-
m e n s c h w e r p u n k t e  a u f : 
Mensch, Technikentwicklung, 
Natur und Stadtgestaltung. Das 
Futurium Lab ergänzt dies 
durch Einsichten in die prakti-
sche Arbeit unserer „Zukunfts-
macher“ in den Bereichen Zu-
kunft  der Architektur,  Bio-
D e s i g n  u n d  K ü n s t l i c h e 
Intelligenz. Zahlreiche Veran-
staltungen, die zuletzt meist di-
gital durchgeführt wurden, so-
wie Aktivitäten in den Social 

Media binden die Besucher in den Prozess mit ein und bieten 
immer wieder neue Anreize, sich mit diesen Themen zu be-
schäftigen. Corona-bedingt war dieses erste Jahr für das Futu-
rium auf jeden Fall kein leichtes. Es musste, wie andere Einrich-
tungen auch, am 14. März 2020 zunächst für einige Wochen 
komplett schließen. Am 13. Mai konnte es dann mit Einschrän-
kungen und unter Beachtung der Hygieneregeln wieder öffnen, 
wobei die Dachterrasse mit dem eindrucksvollen Blick über die 
Innenstadt Berlins („Skywalk“) erst ab dem 1. Juli wieder für den 
Besucherverkehr geöffnet werden konnte. Das Futurium befin-
det sich aktuell in einer etwa 3-jährigen Testphase und kann in 
dieser Zeit, d. h. bis Ende 2022, kostenfrei besucht werden. 
Trotz der besonderen Situation in diesem Jahr konnte das Futu-
rium bereits erste Erfolge vermelden. So wurde die Daueraus-

ベルリン未来博物館
Dr. ヴェレーナ・マテルナ（ベルリン独日協会理事、

分子生物学者、学術コーディネーター）

つい最近、ベルリンのまだ目新しい施
設が開館 1年を迎えました。「未来の家」
と呼ばれるこのベルリン未来博物館
（Futurium）は、政府機関やベルリン中
央駅があるベルリンの中心地に建てら
れ、ドイツ連邦教育・研究省に隣接して
います。2019 年 9 月 5日からは、「未来
の祝祭」と題し、4日間にわたり開館パー
ティーが行われました。この開館パー
ティーには、この新しく細部まで拘った
魅了的な建築物を見るために、およそ 3
万もの来場者が訪れました。開館前から
この施設を前もって知る機会が、建築
中や展示の構想段階の時期に何度も設

けられていました。例えば、2018 年に市内で行われた「科
学の長い夜」（Langen Nacht der Wissenschaften）や 2017 年 9 月
16 日に行われたオープンハウス（Tag der offenen Tür）といっ
たイベントです。オープンハウスの日には「ヘボコン」（訳注：
日本発祥の、技術力が低い人の作るヘボいロボットを戦わせる
コンテスト）も行われました。このコンテストではクオリティ
の低い、自作のロボット同士を戦わせ、参加者は様々なカテゴ
リーで賞を獲得することができました。多くの来場者にとって
これが、この日本発の特殊でユーモア溢れるトレンドスポーツ
に触れる初めての機会となりました。

インタラクティブな常設展は、未来に必要不可欠なことに目
を向け、人間、科学技術の発展、自然や都市構造など様々なテー
マに重点を置いています。ベルリン未来博物館の研究室はこれ
らを未来の建築、バイオデザインや人工知能などの分野で働く
“未来を創る”研究者たちの実践的な仕事を通して説明してい
ます。多くのイベントが最近はデジタルで実施され、ソーシャ
ルメディアを使って参加者を活動の過程に巻き込み、これらの
テーマに取り組む動機を繰り返し与えています。新型コロナウ
イルス感染拡大予防対策に伴い要請された活動制約は、ほかの
施設と同様、ベルリン未来博物館にも大きな影響をもたらし、
2020 年 3月 14 日から数週間、完全閉館を余儀なくさせました。
その後 2020 年 5 月 13 日からは、衛生管理の徹底などの条件
と制限のもとで再開することができましたが、博物館の見どこ
ろの一つでもある、ベルリンの中心部の絶景を一望できる屋上
テラス（Skywalk）の再開は 2020 年 7 月 1 日まで待たなけれ
ばなりませんでした。博物館は現在 3年間の試験期間の 1年
目で、2020 年末まで入場無料となっています。このコロナ禍
の例外的な状況にもかかわらず、ベルリン未来博物館の常設展
は、ドイツで最も
重要なクリエイ
ティブコンテスト
である「アートディ
レクターズクラブ
2020」の「展示体
験」（E x h i b i t i o n 
Experience）の部で
金賞を与えられる
など、すでに成功
を収めることがで
きました。それだ

Haupteingang des Futurium／ベルリン未来博物館（Futurium）入口

Ein Pepper Roboter begrüßt jeden Besucher
／ロボットの「ペッパー」がお出迎え

Eingangsbereich／博物館入口付近
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stellung vom Art Directors Club (ADC 2020) – dem wichtigsten 
Kreativwettbewerb in Deutschland – mit Gold in der Kategorie 
„Exhibition Experience“ ausgezeichnet. Darüber hinaus besuch-
ten bereits mehr als 560.000 Besucher das Futurium im ersten 
Jahr, darunter viele Kinder und Jugendliche, die die Ausstellung 
bei Führungen für Schülergruppen und im Rahmen von Schul-
workshops kennenlernen konnten.

Das Hauptthema, dem sich das Futurium widmet, lautet: Wie 
möchten wir in Zukunft leben? Eine wichtige Frage, der wir uns 
alle in Zeiten von Klimakrise, Corona-Pandemie, knapper wer-
denden Rohstoffen, schwindenden Arten und einer immer grö-
ßer werdenden Bevölkerungszahl weltweit stellen müssen. Ide-
en gibt es viele und das Futurium bietet hier die Möglichkeit, 
sich zu diesen Herausforderungen auszutauschen, Zukunftsvi-
sionen zu entwerfen und gemeinsam nachhaltige Lösungen zu 
finden. Machen Sie mit!

Weitere Informationen, u. a. zur Ausstellung, den Veranstaltun-
gen und Beteiligungsmöglichkeiten, finden Sie unter: https://fu-
turium.de 

けでなく最初の年にはすでに56万人以上がこの博物館を訪れ、
その中には学校の行事の一環として訪れた子供や青少年が多く
みられました。

「私たちは未来をどのように生きたいでしょう？」－環境破壊、
新型コロナウイルスの大流行、資源の枯渇、野生動物の減少、
それに反して世界中で増え続ける人口など様々な課題に直面し
ている私たちにとって、非常に重要なこの問題提起をベルリン
未来博物館はメインテーマとして掲げています。アイディアはた
くさんあります。そしてベルリン未来博物館は、課題への挑戦を
共有し、未来図を
描き、共に持続可
能な解決策を見つ
けるための方法を
提供しています。
みなさん一緒に未
来を変えましょう！

ベルリン未来博
物館についての詳
細は以下のサイト
を参照ください。
https://futurium.de

■「ドイツ」の最新情報をまとめた書
三浦しをんさんの小説『舟を編む』は、辞典制作の現場を舞台としています。今回、私が

編集幹事として携わった『ドイツ文化事典』は、まさに事典という巨大な船を編む作業でした。
また、日独協会さんには協力に入っていただき、今後のイベント展開もご一緒させていただ
ければと思っております。この『ブリュッケ』の記事は、その宣伝第一号に当たるものです。
自分が深く関わったものをオススメするのは面映ゆいものがありますが、私自身は数記事
しか執筆しておらず、裏方でしたので、心から宣伝できます。骨太で、おすすめです。なぜ
かというと、各専門家の最先端の知見が結晶化しているからです。
現地在住ライターや研究者、そして「ドイツ」に関わる色々な仕事をされている方々など、
強力な執筆陣による記事で本事典は編まれています。たとえば、日独協会のイベントでおな
じみの、鎌田タベアさん、久保田由紀さん、マライ・メントラインさん、吉川美奈子さんに
もすばらしい記事を寄稿してもらっていました。何についての記事かは、本を開いてのお楽
しみということで。また、日独ユースネットワークには、まさに「日独ユースネットワーク」
の記事を寄稿してもらいました。

■「ドイツとは？」を考える事典
『ドイツ文化事典』は、「ドイツ」の範囲を「ドイツ語圏」としています。よって、オーストリアはもちろんのこと、スイスやリヒテ
ンシュタインなども扱われています。さらに「世界とドイツとのつながり」についても触れています。つまり、ドイツ連邦共和国の国
境に限定されない「ドイツ」を守備範囲としているのです。また、「文化」というと音楽・芸術・文学をイメージされるかもしれませ
んが、そのドイツの文化を支える政治・歴史・都市・地理についても扱っている「ザ・ドイツ事典（ダス・ドイチェ・レキシコン）」
となっているのです！ただし、「王道ばかり」を集めたわけではなく、このような事典を 21世紀に出す意味を重視して編纂しています。

■不意の「ドイツ」との出会い
私が、かなりの労力を割いたのが「索引」でした。通例、読者の多くは索引にはなかなか目を留めないでしょう。ただ、索引を通じて拡がる

世界というのがあり、作成時にそれを強く意識しました。つまり、私自身が索引という横糸を通して「ドイツ文化」と出会ったわけです。
たとえば、「移民」「難民」という語に着目してみましょう。昨今のドイツ関連ニュースではよく耳にする単語です。そこに「追放」「亡
命」という語も加えて、事典全体を貫いてみれば、ドイツ騎士団の東方植民から、18世紀にフランス新教徒（ユグノー）の移民を受
け入れ、19世紀には東欧地域からの移民流入、そして「ドイツ地域」からの流出、さらに20世紀には彼らを迫害・追放し、また戦後
に受け入れ……といった感じに、通時的に「人の流出入とドイツ文化」との関係性が浮き彫りになります。また、「紙の事典」ならで
はですが、本事典では「ドイツ」との不意の出会いがあります。パラパラと頁を繰ると「いろんなドイツ」を知ることができるでしょう。
全国の日独協会さん、そして旅行関係者や出版・報道関係者の方々、ぜひ入手していただければと思います。ただし、お値段か

らして個人所有は難しいのも事実でしょうから、近隣の図書館にぜひリクエストを送っていただければ嬉しいです。

Die Kulturkiste
＝文化の玉手箱＝ 書書書籍籍籍紹紹紹紹紹

介介介介介介

「巨艦ドイツ」を編む
 柳原 伸洋（東京女子大学 歴史文化専攻准教授）

『ドイツ文化事典』
丸善出版　744 ページ
ISBN：978-4-621-30564-5

Ausblick vom Skywalk／ Skywalkからの眺め
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学校では教わらない、教科書には載らないドイツ語第四弾！
「クリスマスきゅうり」と「熱いアザラシ」でドイツのクリ
スマスを祝おう ! ？ − クリスマスに使える（？）ドイツ語！

河内 秀子

コロナ禍でクリスマスマーケットやイベントも開催が見合わ
されることになり、家族や身近な友人１、２人と静かに過ごす
時間になりそうな今年のドイツのクリスマス。

いつもの 12 月なら、同僚と仕事帰りにお酒を飲まないドイ
ツ人も「クリスマスマーケットでホットワインを飲むか！」と
盛り上がるようですが、今年はそれも Zoom 飲みになるので
しょうか？ある調査によれば、今冬はドイツ人の 2 人に１人が、
3 割を自宅での仕事に切り替えているそうです。でもこの時期
に家にいたら、クリスマスの準備にそわそわして仕事が手につ
かない気がしますが大丈夫でしょうか。

今回はドイツのクリスマスが、さらに楽しくなる（かもしれ
ない）「クリスマスのドイツ語」です！

Weihnachtsgurke ヴァイナハツグルケ
「クリスマスきゅうり」

クリスマスにきゅうり？実はドイツ人もあまり知らないこの
“クリスマスきゅうり”。ドイツの伝統としてアメリカで広まり、
それがドイツに逆輸入され、今度はドイツ人が「ドイツの風習
らしい」と考えるというねじれ現象が起きているのです。

私が初めてこの「クリ
スマスきゅうり」を見か
けたのは、ニュルンベル
クのクリスマスマーケッ
トの店先でした。ガラス
製のオーナメントを売っ
ているお店で、サンタと
鳥に混じってキュウリの
姿が。お店の人になぜ
キュウリのオーナメント
が？と聞いたところ「こ
こ数年アメリカからのお客さんが『ドイツ伝統のクリスマス・
キュウリが欲しい』って言うから、最近製造を始めて。好評よ」
と。それは全然「伝統」ではないのでは……？

3 年ほど前から、友達が「“クリスマスきゅうり”、知ってる〜？
ツリーに１個だけぶら下げておいて、見つけた人が一番最初に

プレゼントを開けられるのよ！」と嬉しそうに教えてくれるよ
うになりました。デパートなどでも、“クリスマスきゅうり”
の目撃率が高くなっているように思います。こうやって伝統

（？）は作られていくのかもしれませんね。

Schreistollen シュライシュトレン「叫びシュトレン」
Flüsterstollen フリュスターシュトレン「ささやきシュトレン」

ドイツのクリスマスの伝統菓子といえば、シュトレン！バ
ターたっぷりのイースト生地にドライフルーツを混ぜ込み、さ
らに溶かしバターとグラニュー糖をかけて、雪の様に粉砂糖を
まぶした、濃厚なお菓子です。おくるみに包まれた幼子イエス
を象った形をしています。

最も有名なのはドレスデンの“クリストシュトレン”。たっぷ
り入ったレーズンが特徴で、2kg のシュトレンに対して、少な
くとも 465g のレーズンを入れることが義務付けられています。

シュトレンをスライスすると断面にはレーズンがぎっしり！
　……のはずが、レーズンの量が少ないのか、上手にレーズン
が混ざっていないのか、シュトレンの端っこに少ししかレーズ
ンが入っていないことがあります。

そういったシュトレンのことを「シュライシュトレン（叫び
シュトレン）」と言います。レーズン同士が、叫び合わないと
お互いの声が聞き取れず、コミュニケーションが取れない、さ
みしいシュトレン。

逆に、レーズンがみっ
ちり詰まっていて、まる
で耳を寄せ合って囁き
あっているような状態の
ものを「フリュスター
シュトレン（ささやきシュ
トレン）」と言います。

なんだかちょっと可
愛らしいこの言い回し。
ドレスデンのパン屋さ

学校では教えてくれない
Vol.4

叫びシュトレン

ささやきシュトレン
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んで耳にして以来、レーズンいっぱいのシュトレンを見るたび
に、レーズンの囁き声が聞こえてくるような気がします。

それはさておき、Stollen の発音を日本語にした場合、o に
アクセントがつくのでシュトーレンと聞こえないこともないで
すが、この発音はご法度です。ドイツ人にとって「シュトーレン」
だと語感が「盗む」に似ていて、お祝いムードではなくなって
しまうのです。Twitter では、ハッシュタグ「#stollen 発音ポ
リス」まで存在していて、日本で出回っている「シュトーレン」
と書かれたシュトレンを報告する巡回パトロール的な動きまで
あるので、くれぐれも「シュトレン」の発音にはご注意を！

Winzerglühwein ヴィンツァーグリューヴァイン
「ワイン農家のホットワイン」

シュトレンとならんで、ドイツのクリスマスに欠かせないの
が「グリューヴァイン」と呼ばれるホットワインです。ドイツ
人曰く、じっと立っていられないほど寒い日に、クリスマスマー
ケットの屋台でこのグリューヴァインのカップで手を温めなが
ら飲むのが、最高なのだそう。赤ワインをベースにシナモンな
どのスパイスや砂糖を加えたものが定番で、屋台に限らずスー
パーなどでもミックスしたものが売られていますが、安いもの
は渋みがあったり甘すぎることも。

そういった安いグリューヴァインに対抗するように、ここ数
年、クリスマスマーケットで見かけるようになってきたのが、
この「ヴィンツァーグリューヴァイン」。ワイン農家のホット
ワイン、という意味で、ワイン農家が自前のワインを使って仕
込んだ、できたてものをさすようです。

ポイントは、甘口ワインを使って砂糖を（ほとんど）加えな
いこと。柑橘類の皮を加え、スパイスだけでなくハーブなども
加えてフレッシュな味わいに仕上げています。お値段は少し高
めですが、見かけたらぜひお試しを♪

Heißer Seehund
ハイサー・ゼーフント

「熱いアザラシ」
……なぜアザラシが熱

いのか？　実はコレは上
記のグリューヴァインの
アレンジ。北ドイツでよ
くみかけます。白ワイン
をベースにレモンの皮と
シナモンスティックを浮
かべ、砂糖を少々。レー
ズンを入れたところが、
アザラシの目っぽいの
か？名前の由来はよくわ
かりませんが、なかなか
美味しい飲み物です。

Weihnachtsbaumtrichter ヴァイナハツバウムトリヒター
「クリスマスツリー大型じょうご」

ドイツのクリスマスツリーは、生木です。12 月頭くらいに
なると街のそこここにツリー用のもみの木を販売するスタンド
が登場しますが、強者は自分で切る！ドイツの大都市の郊外に
は大抵クリスマスツリーの畑があるのですが、そこを家族で訪
れ、いい枝振りのツリーを吟味し、ノコギリで切り出します。

このような畑や、スタンドに必ず置かれているのがこの「ク
リスマスツリーじょうご」。2 メートル級のツリーはそのまま
だと持ち運びが困難なため、この大型じょうごを使ってパッキ
ングします。ツリーを、にゅるーっとこの筒の中に通すと、反
対側からネットに包まれたソーセージ状の細長いツリーが出て
くると言う仕組み。

ちなみにこの生木のツリー、翌年１月頭に処分するのですが、
その方法がなかなかワイルド。回収日の前日に道に捨てるとい
うものです。重いし階段に葉が落ちるからと、ごくごく稀にに
窓から投げ落とす人もいたりして、、、。ベルリンでは、１月は
いつまでも回収されないままに打ち捨てられたツリーがそこら
中に見受けられ、少し物悲しい気分になります。

もっとワイルド？に、この「ツリー投げ」自体をスポーツに
してしまっているお隣りの国も。スウェーデンでは、1 月 13
日の聖クヌートの日までクリスマスが祝われるそうですが、ス
ウェーデン発祥の家具量販店イケアではこれにひっかけて「ツ
リーを捨てて新しいものを買おう！」と「クヌート・セール」
を開催。ベルリンのイケアでは、毎年クリスマスツリー投げ選
手権が開催されています。

まだまだ東ドイツネタ、ドイツ語ネタ、ドイツのご飯ネタは
尽きません。Facebook、twitter などで、引き続きぜひ、情報
交換できたら嬉しいです。ではみなさま、
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!!
メリークリスマス & よいお年を！

※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。
www.berlinbau.net
※写真はすべて筆者撮影
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10 月の活動報告

ドイツ語講習会

2020 年度下半期コース

火～日曜日
オンライン（一部対面方式で）開講
Deutschkurse in der JDG 
September 2020 - März 2021
jeden Di.-So.

ドドンとドイツ‼
〜今度は映画 de おジャーマン 其之参〜

10/3 ㈰　17:30 ～ 20:30
Dodon to Doitsu 
Datum: So., 3. 10. 20, 17.30-20.30

今回は参加者間でフィジカルディスタン
スを取ることを徹底し、会場にお客様を
入れ、同時配信も行いました。今回も今
年の秋から冬にかけて日本公開される2
本のドイツ映画を取り上げました。登壇
者はドイツ映画字幕翻訳者の吉川美奈子
さん、歴史学者で東京女子大学准教授の
柳原伸洋先生、通訳・翻訳者、エッセイ
ストなど多彩に活躍するマライ・メントラ
インさん神島さんご夫妻。『ヒトラーに盗
られたうさぎ』の原作はドイツでは有名
な児童文学で、ナチス時代にドイツから
逃れていくユダヤ系家族の亡命生活が描
かれます。生まれた国や状況によっては
誰もが自分の国や慣れ親しんだ生活を捨
てなければならなくなる可能性がある、
ということを実感するために今この時代
にこの映画が作られたのではないか、と
いう解釈には説得力がありました。2作品
目の『ある数奇な画家の運命』は、宣伝
で「ドイツを代表する現代アーティスト、
ゲアハルト・リヒターの生涯をモデルに
している」と謳われており、その部分だ
けを基準に作品を批判するような動きも
ありますが、大事なのはリヒターの人生
が正しく描かれているかどうかではなく、
真実をどう読み解くか、なのではないか
と考えさせられる作品です。映画で何度
も使われた「焦点をぼやかす」という手
法は、遠くの問題も自分の近くの問題と
して、コロナ禍の今でも寛容を連鎖でき
るように、というメッセージなのでは？と
柳原先生が熱く語りました。この作品で
はドレスデン史から、ナチ断種法、安楽
死にまで話が及びました。あえてはっき
り描かれていない部分が多い作品である
ため、深読みがいかようにも可能。作品
が伝えたいこと、本当の主人公はだれな
のか、など様々な解釈が語られました。

シュプラッハ・クナイペ（Online）

10/16 ㈮　19:00 ～ 20:30
Sprachkneipe
Datum: Fr., 16. 10. 20, 19.00-20.30
「食・栄養・食べることの楽しみ」という
テーマで、食べ物という重要なものにつ
いて考えました。食べ物は、喜びや楽し
さをもたらし、料理人は時に真の芸術家
であると言えます。ただし、私たちは食
べ物の良い面だけでなく、アンフェアな
生産条件、食品廃棄、先進国の使い捨て
文化についても取り上げました。参加者
の、健康的な栄養摂取、地域の生産物、
適度な購入量に関する意識の高さには驚
きました。ドイツと比べて消費行動に関
して、生産物がどこから来て、どのよう
に作られているか、そこまで深く考慮さ
れていないと思っていたからです。また、
今回特に興味深かったのは、日本の行事
の時に食べる特別な食べ物についてでし
た。最後に、ベルリンの集約畜産に反対
するデモについてのビデオを見ました。
このようなデモは日本でも小規模ではあ
りますが行われています。（ダニエル山田）

ドイツ時事問題研究会 （Online）

10/17 ㈯　15:00 ～ 17:00
Gesprächkreis: Neuigkeiten aus Deutschland
Datum: Sa., 17. 10. 20, 15.00-17.00
①加速するコロナウイルス感染拡大と政
府の新たな対策、②ギリシャの難民収容
所の火災とコロナ禍の中でも難民受入れ
に前向きなドイツの都市や国民、③
2024 年までの連邦予算と財政計画、主
要経済研究所の経済見通し、④統合 30
年でもなお経済格差は縮まらないが、旧
東独側国民の生活満足度が西側と肩を並
べるようになっていること、⑤ドイツの
ナショナル・アカデミーなど主要人文・
科学研究機関は国際競争力強化の観点か
ら学術自由法によって予算や人員の面で
自主性、効率性の確保と向上が図られて
いること、⑥ VW排ガス不正問題の展
開など最近の主な動向について実情や背
景を紹介。継続テーマのドイツと日本の
生産性の違いについては労使関係、雇用
の面を採り上げ、飯塚さんから円滑な企
業運営に寄与する経営協議会、解雇保護
法などついて報告いただき、意見交換を
行った。終了後にそれぞれビールなどを
片手に開いた反省会では経営協議会をめ
ぐるポジティブな経験などが紹介され、
にぎやかな歓談が続いた。（伊崎 捷治）

独逸塾 （Online）

10/19 ㈪　19:00 ～ 21:00
Studiengruppe "Deutschland aktuell"
Datum: Mo., 19. 10. 2020, 19.00-21.00
参加人数 19 名。中国政府のウイグル人
の抑圧は文化的大虐殺と同じであるとの
記事を読む（2019 年 11 月 23 日のシュ
ピーゲル誌より）1．ドイツの人類学者

エイドリアン・ゼンツ氏によると歴史上
宗教弾圧で成功した事例はない。中国共
産党はウイグル人を強制収容所に入れ強
制労働をさせ、子供たちを親から離して
再教育しているが、抑圧のトラウマが生
まれ反発を生むだけである。また、政府
は中国語での教育を行い同化政策をとっ
ている。2．中国との貿易の比重が高い
ため、ドイツも中国には及び腰で言葉で
人権を叫んでいるだけである。それに反
し米国は新疆ウイグル自治区での弾圧に
責任のある者たちに、米国にある資産凍
結や米国入国ビザ発行停止を行ってい
る。ドイツを含むヨーロッパ諸国も口だ
けでなく効力のある行動を示すべきであ
ると述べている。3．高邁な思想である
「すべての人類が平等に暮らす」という
共産主義のイデオロギーはソ連において
も中国共産党でも破綻したと思える。中
国共産党員 90 百万人の既得権益をまも
るための弾圧であり、ナチスドイツが進
めた Gleich Schaltung（強制的同一化）
と同じ道を進んでいる。中国共産党は権
力の喪失を恐れており、自己保存を遂行
するため無神論を押し付けウイグル人を
抑圧していると指摘している。
4．尚、ウイグルの母ラビアカーディル
自伝には、貧困生活から中国 7番目の富
豪になりノーベル平和賞候補となったラ
ビアカーディルの感動的な物語とウイグ
ルの抑圧状況が描かれている。ドイツ語
版の題名は『Die Himmelsstuemerin』。

（森永 成一郎）

シュプラッハ・カフェ（Online）

10/23 ㈮　19:00 ～ 20:30
Sprachcafé
Datum: Fr., 23. 10. 20, 19.00-21.30

今回のテーマ「高齢化社会」は、ドイツ
と日本で共通の問題です。両国とも、年
金基金の不足や若い世代への強い財政圧
力など、先行きが暗い状況にあります。
今回のシュプラッハ・カフェ参加者は皆
かなり若かったので、低い出生率や景気
低迷、高齢化社会の影響を直接的に受け
ていません。私が驚いたのは参加者たち
が、すでにある程度この問題についてよ
く考えていたことです。皆に共通してい
たのは、国民年金だけでは不十分である
という認識であり、これが主な不安の原
因です。定年に達した時に十分な財政状
況であるためには、できるだけ長く働く
ことが不可欠だという意見が出ていまし
た。また、良い家族関係は、年金制度の
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レポート
ドイツ大使館主催「夏祭り」開催
2020 年 9 月 22 日 14:00 ～ 16:00　於：ドイツ大使公邸

柚岡 一明（日独協会　常務理事）

　この「夏祭り」の招待者は大使館の基準によって選考されますが、今回はコロナ禍で例年に比べても参加者人数がかなり制限さ
れました。東京だけでなく、各地から招待された 30 名の日独会員に大使館関係者をあわせ約 50 名が年代を越えて集いました。
　留学経験者や、草の根の日独交流ボランティア、駐在経験ビジネスマン、音楽家、日本人学校元事務局長などが招待されており、
今後の日独交流の架け橋になってほしいとの大使館の強い期待を感じました。

　冒頭挨拶で、イナ・レーペル大使は日独交流の促進において日独協会の役割が大切であると強調され、2021 年の日独交流 160 周
年の記念事業の重要性について触れられました。続く中根副会長の挨拶は、コロナ禍での夏祭りの開催に対するイナ・レーペル大
使の英断への感謝に始まり、当協会が来年設立 110 周年を迎えること、また日独交流 160 周年を記念し、ベルリン独日協会の協力
を得て、「日独漫画コンクール」を開催することに言及していました。加えて駐日ドイツ大使館との協力関係強化の必要性などにつ
いて語られました。

　中根副会長と当協会会員の楢木いずみ様がレーぺル大使への感謝を込めて、花束を贈呈し、日独交流の促進と参加者のご健康を
祈念し乾杯いたしました。その後、秋晴れのもと、大使や初参加のクレープス文化担当課長を囲んで交流の輪が広がりました。下
記に楢木いずみ様のレポートを紹介させて頂きます。

欠陥を補うためにますます重要になって
いると議論されていました。仕事などの
理由で家族から離れて生きることが必要
な場合、家族が引き裂かれることが問題
となります。老後の孤独と貧困は、間違
いなく私たちの社会に打撃を与える最大
の問題です。（山田ダニエル）

2020 年度第 2 回理事会（書面理事会）
Vorstandssitzung （Schriftlich）
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い
10 月 29 日に予定していた理事会を書面
理事会に切り替えた。
今回は決議事項がなく、以下の報告事項
を理事・監事に報告した。

【報告事項】
1.2020 年度上半期事業報告及び
9月末現在の実績・令和2年度決算見通し
2.代表理事・業務執行理事上半期活動報告
3.日独交流 160 周年記念事業「日独漫
画コンクール」実施案
4　2021 年度全国日独協会連合会年次総
会（2021 年 4 月開催案）（柚岡 一明）

大使公邸「夏祭り」に参加して
楢木 いずみ（日独協会会員）

　すがすがしい秋の休日に、広尾にあるドイツ連邦共和国大使館に訪問させていた
だきました。
　受付を済ませ、門をくぐった後に広がる緑色の美しい前庭は、どこかドイツを思
い起こさせるものでした。大学生の時の交換留学以来ドイツに訪問できていない私
は、その時点で鼓動が高まり、やや緊張しながら大使館内に足を踏み入れました。
テラスには大使とスタッフの方、そして、揃いつつある招待された皆様が、ウェル
カムドリンクを片手に談笑されていました。

　全国からの参加者が揃ったころ、イナ・レーペル大使より挨拶が行われました。
今年はコロナウィルスの影響下で、夏祭りの開催に関してかなり検討されたこと、
しかしながら、このような状況下においても今後もドイツと日本は経済的にも協力
し合い、よい関係を築いていきたいといったご発言に、大使の両国を繋ぐ熱い思い
を感じました。その後、中根副会長による大使への感謝の挨拶と招待客への挨拶が
あり、光栄なことに私も大使へのお花の贈呈のお手伝いをさせて頂きました。

　その後、参加者とともに、ビュッフェを楽しませていただきました。1テーブル 3
人までと配慮がされており、青空のもと、大使館の料理長が腕を振るってくださった
美味しいお料理とワインを楽しみました。お料理はドイツのお料理なのですが、日本
のお弁当のように幾種類も詰めあわされており、まるで玉手箱のようでした。ケーキ
には、モーンクーヘンがあり、懐かしくてドイツにタイムスリップした気分でした。

　ご一緒させていただいた 2人の参加者の方もとてもドイツに造詣の深い方々で、
オペラなど音楽に詳しく、楽しい話をたくさんお聞かせいただきました。レーペル
大使やダニエルさんが各テーブルを訪問してくださり、片言のドイツ語を交えなが
らお話をさせて頂きました。大使は北ドイツのご出身で経済学をご専攻されていた
そうです。ダニエルさんはオーストリアのご出身で、ダンスがとてもお上手だとお
聞きしました。皆さんが多方面でご活躍されていることを嬉しく思いました。
　もっとたくさんの方とお話をしたかったのですが、あっという間に楽しい時間は過ぎて
しまいました。ドイツという共通するものを持つ皆さんとの心温まる時間を通し、私自身、
ドイツに貢献できることがないか、さらに模索していきたいと感じた時間でした。このよ
うな素晴らしい場を設けてくださったイナ・レーペル大使に心より感謝申し上げます。

中根副会長（左）とレーペル大使

大使との歓談（右は著者）
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■事務局での事務取扱時間
現在、事務局での事務取扱時間は引き続き平日午後 2時から 5
時となっております。ドイツ語講座に関するお問い合わせに関
しては、メールや専用電話番号（050-5806-1524）で授業時間
内および授業開始前後 30 分可能（日・月曜日、祝日除く）です。

■新着図書
『造語法で増やすドイツ語ボキャブラリー』
著者：森 涼子　出版：㈱白水社（2020 年 7 月 21 日）
「語彙を増やすことは外国語学習の要ですが、単語の丸暗記は
なかなか大変。でもドイツ語の語彙は、少なめの労力でシステ
マティックに増やせるのです。本書ではまず接頭辞や接尾辞の
意味を体系的に整理し、単語同士を組み合わせる複合語の作り

かたも解説。豊富な練習問題で知識をしっかり定着させます。」

『日本郵船　欧州航路を利用した邦人の記録　他 3編』
著者：大堀 聰（おおほり　そう）自費出版
開戦直前の欧州への船旅が、多くの証言を交えてまとめられて
います。ドイツ関連として「日本人小学生の体験した戦前のド
イツ」と「ベルリンオリンピックの証人」を収録。戦前の駐在
員の様子、日本人学校、神風号の飛来などのイベントを写真を
交えて紹介しています。関心のある方は大堀氏にメールにて連
絡下さい。（ohori@saturn.dti.ne.jp） 

■年末年始
協会事務所は、12 月 25 日㈮から 2021 年 1 月 5 日㈫まで冬休
みで休館いたします。また今年度は、賀詞交歓会を見合わせま
す。代わりにレーペル大使および関係者の年末年始のご挨拶の
動画をホームページに年末に掲載予定です。

OAG ドイツ東洋文化研究協会の催し物
（Veranstaltungen der OAG Deutsche Gesellschaft für Natur- und 

Völkerkunde Ostasiens）
12 月 2 日㈬　18:30  OAGホール
パネルディスカッション :「報道の自由、ポピュリズムと民主
主義のレジリエンス」
12 月 9日㈬　18:30  OAG図書室
講演会　H. Sautter:「日本－衣装を着た現実。書籍制作の話」
12 月 16 日㈬　18:30  OAGホール
講演会　M.-T. Strauss「赤い正典。小説「紅楼夢」を例に初期の
中華人民共和国は自国の文化財をどのように扱っていたのか」
すべて入場無料ですが事前申込が必要です。詳細はホームペー
ジ（https://oag.jp）をご覧ください。

ドイツ関連の催物
（Veranstaltungen mit Deutschlandbezug）
映画
『ヒトラーに盗られたうさぎ』
昨年他界した作家ジュディス・カーの少女時代を描いた自伝的
小説の映画化。ヒトラーが政権をとる直前にベルリンを脱出し
たユダヤ系家族の亡命生活が描かれている。
11 月 27 日㈮よりシネスイッチ銀座他で全国公開。
公式サイト：https://pinkrabbit.ayapro.ne.jp/

『100 日間のシンプルライフ』
「すべての家財道具を倉庫に預け、裸一貫で所持金ゼロの状態
から 1日 1つずつ必要なモノを取り戻していく、2人の男の仰
天勝負。二人が 100日目に選んだ、本当に大切なモノとはー？」
12 月 4 日㈮より、ヒューマントラストシネマ有楽町他で全国
順次公開。公式サイト：https://100simplelife.jp/

『ヘルムート・ニュートンと 12 人の女たち』
1920 年にベルリンに生まれ、50 年代半ばからユニークかつ衝
撃的な作品を次々と発表したファッション・フォトグラファー
の巨匠ヘルムート・ニュートン。彼の作品世界を 12 人の女性
たちの視点から捉え直したドキュメンタリー。12 月 11 日㈮よ
り Bunkamuraル・シネマ他で全国順次公開。
公式サイト：https://helmutnewton.ayapro.ne.jp/

展覧会
『世界のブックデザイン展』

Stiftung Buchkunst（アートブック財団）によりドイツの優れた
ブックデザインに与えられる「最も美しいドイツの本」の受賞
作品が「世界で最も美しい本」受賞作品とあわせて展示されま
す。本年度はオンラインでのデジタル展示も行われます。
会期：2020 年 12 月 12 日～ 2021 年 4 月 18 日
（12 月 28 日～ 1月 4日は年末年始につき休館）
会場：印刷博物館（東京都文京区水道 1丁目 3番 3号）
　　　03-5840-2300 ㈹　　　　　　　※事前予約制

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

日独協会への寄付金報告（2020 年度分第一次） Bericht über Spenden an die JDG (1)
今年度、下記の方々よりご寄付をいただきました。ご芳志ありがたく厚く御礼申し上げます。当協会の事業運営に善用させていた
だきます。（2020 年 11 月 18 日現在）
63,000 円
出原　悠

30,000 円
花井陽子

23,000 円
平松龍文

20,000 円
佐藤浩通

13,000 円
金谷誠一郎
北村　馨
清水佳代子
近藤貴子
田中正昭
石田陽子

10,000 円
由良玄太郎

9,000 円
村主　登

8,000 円
堀田博司

5,000 円
大島陽一
亘理康之
石川泰三
木村敬三

3,000 円
阿部高子
赤澤正人
福島ゆき

橋口昭八
畑　典彦
羽山誠司
早瀬　勇
林　龍代
堀　本明
堀口靖之
伊能正子
井上壽博
磯田　昇
鹿村洋人
金子正幸
金子三千子
川田　篤
北川静緒
古池　好
今田誠司
小谷津博一
黒川　剛

前野正子
増澤俊彦
松藤尊文
三代道義
宮内大輔
茂木孝一
森　文彦
森　弘子
中川　巌
中村恭一
根木大助
西浦啓子
西山忠壬
織田正雄
岡田　裕
岡島偉子
大久保明
奥野正裕
笹木　薫

佐藤勝彦
柴田　明
椎名　猛
島﨑一彦
真木正昭
鈴木一江
河野雅子
鈴木庸夫
高田　操
高橋米博
瀧沢敬三
田辺　晃
田中章子
丹治　誠
若林吉彦
山﨑加津子
山﨑悦宏
梁池孝子
柳井良子

岩越則夫
加藤一幸
田中正郎
高橋忠夫
小西敏夫
高橋文子
新井俊三
酒井るみ子
大西昭宏
三枝しのぶ
内藤隆雅
上野弥生
有賀加乃
吉田香代子
鈴木真喜子
辻　裕光
相川美子
庵　美香
山根洋平

井上雅之
柚岡一明
沼澤康之
田部井欣司
坂口尚史
川西太郎
瀧沢貴子
橋本　和
田丸忠男
大塚義保
橋谷康一
曽根智義
内藤小百合

2,000 円
小西紀子
須賀恒夫
本橋光子
藤田　明

大塚雄造
山本敬子
西浦けい子
樋口仁巳

1,250 円
黒澤　之

1,000 円
松田奉博
梁井秀雄
芹澤　洋
槁本行枝
石塚千晴
櫻澤恵子
飯島里美
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自転車とアルプスの夢
ヴィラートあこ（日独協会 研修生）

私の長い夏休みが始まった。夏休みは 1 か月半ほどあり学校
の宿題も全くない。そこで私と私の夫は三密を避けることを第一
に考えて、ドイツ国内で旅行をすることにした。夏の国内旅行と
いえば白砂の綺麗なドイツ北部にあるバルト海でバカンスを過ご
すのが人気だが、私達の心はすでにアルプスの山々に決まってい
た。しかしただ山を見るだけでは少しつまらないし、移動にもお
金がかかる。そこで私たちは細かな移動は自転車ですることにし
た。ということで私たちの夏休みは《2 週間の南ドイツ自転車横
断ツアー》に決まった。

2 週間かけて計画し
たツアーは南部ドイツ
のバイエルン州にあ
るケンプテン（アルゴ
イ）という都市から始
まり、フュッセン、バー
ド コ ー ル グ ル ー プ、
シュレードルフ、ヘレ
ンキームゼー城近郊
のアシャウ・イム・
キームガウ、トラウン
シュタイン、バートラ

イヒェンハル、そしてケーニヒ湖のあるベルヒテスガーデンを最
終目的地にした。行きのベルリンからケンプテンまで、雨天だっ
たため途中のシュレードルフからアシャウ・イム・キームガウまで、
そして帰りのベルヒテスガーデンからベルリンまではバスと電車
を使ったが、それ以外はすべて自転車を使って移動した。自転車
は 1 〜 3 日に一度に 30 〜 50㎞ほどの距離を走ったが、山地のた
め高低差が激しくずっと傾斜を上ったり、急斜面を上ることもあっ
た。途中で何度も心が折れそうになったが、苦しんで登った山の
上から見る景色や南ドイツの美味しいごはんが私たちを勇気づけ
た。その中でもフュッセン近郊にあるノイシュバンシュタイン城は
特に思い出に残っている。あいにくその日の午後は雨天で、その
うえ観光客がまだ多い時間帯だったため、私たちは夕方に城を見
に行った。城の麓までは自転車で行けたが、城を眺めるために城
の反対側に建てられたマリエン橋まで出ているバスはもうなく、そ
こまで 30 分ほど険しい山の獣道を登っていくしかなかった。しか
しこんな無茶をする人はそういないのか、橋についた時には誰も
いなく貸し切り状態だった。丁度日が沈む時間だったので、城も
周りの景色も小金色に染まっていて、本当に美しい景色だった。あ
の時苦しい思いをして山を登って本当に良かったと思う。

その後も旅は続き、たくさんの素晴らしい景色に出会った。最
終目的地のベルヒテスガーデンではご褒美としてドイツで 3 番
目に高いヴァッツマン山を一望できる別荘マンションに泊まっ
た。そのマンションのホストファミリーは本当に優しい人たちで、
飼っている鶏の産み立て卵を分けてくれたり、自前の牛舎などを
見せてくれた。最後に旅の疲れを癒すには最高だった。

コロナのせいでいろいろなことが出来なくなってしまったが、そ
のおかげで今回の自転車ツアーを実現することが出来たし、初めて
の南ドイツも堪能できた。良くも悪くもこの夏は一生忘れないだろう。

Meine Radtour - Traumhafte Alpen  
Ako Willert, Praktikantin  der JDG

Endlich hatten die langen Sommerferien begonnen. In Deutschland, 
anders als in Japan, bekommen Schüler glücklicherweise über die 
Ferien keine Hausaufgaben. Dementsprechend hatte auch ich keine. 
Das bedeutete, dass ich nichts anderes zu tun hatte, als eine Reise zu 
planen und mich auf meine Sommerferien zu freuen. Mein Mann und 
ich hatten uns entschieden, unter Berücksichtigung des Coronavirus, 
innerhalb Deutschlands eine Reise zu machen. Viele Deutsche fahren 
im Sommer an die Ostsee, um am Strand zu liegen und das Meer zu 
genießen, aber mein Mann und ich hatten uns für die Berge bzw. die 
Alpen entschlossen. Wir wollten einen Aktivurlaub machen und 
gleichzeitig Menschenansammlungen meiden. Dafür schien eine 
Radtour ideal - und so ging es in den Sommerferien auf eine Radtour 
durch Süddeutschland.

Wir hatten geplant, zwei Wochen lang unterwegs zu sein. Unser 
Ausgangspunkt war Kempten im Allgäu. Wir wollten auch nach Füssen, 
Bad Kohlgrub, Schlehdorf, Aschau im Chiemgau, Traunstein, Bad 
Reichenhall und als letzte Station wählten wir Berchtesgaden. Von Berlin 
bis Kempten fuhren wir mit dem Zug. Wegen starken Regens nahmen 
wir von Schlehdorf bis Aschau im Chiemgau und bei unserer Rückreise 
von Berchtesgaden bis Berlin die Bahn. Außer diesen Abschnitten waren 
wir die gesamte Strecke jedoch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. 
Wir bewältigten täglich etwa 30 bis 50 km. Das klingt nicht so viel, aber 
da es überall Berge gab und die Radwege sehr steil waren, waren wir 
dennoch oft ziemlich erschöpft. Allerdings hatten uns die wunderschöne 
Aussicht und die Spezialitäten aus Süddeutschland vollends entschädigt. 
Vor allem vom Schloss Neuschwanstein aus hatten wir einen der besten 
Ausblicke während unserer Radtour. In Füssen hat es nachmittags leider 
stark geregnet. Gegen Abend hatten wir versucht, zum Schloss 
Neuschwanstein zu fahren. Bis zum Fuße des Schlosses konnten wir mit 
dem Fahrrad fahren. Von dort bis zur Marienbrücke, eine Brücke über 
die Pöllatschlucht unmittelbar hinter und direkt sichtbar vom Schloss 
Neuschwanstein, verkehren normalerweise Pendelbusse. Aber als wir 
dort ankamen, fuhr kein Bus mehr und deswegen erreichten wir die 
Marienbrücke über einen steilen Wanderweg. Der Aufstieg war ziemlich 
anstrengend, aber wir hatten Glück, denn wir begegneten keiner 
anderen Menschenseele, die auf die gleiche Idee kam, weswegen wir 
den herr l ichen Ausblick nur für uns genießen konnten. Der 
Sonnenuntergang war wahrlich überwältigend, sodass wir komplett 
vergessen konnten, wie mühsam unser Fußmarsch gewesen war.

Unsere Radtour ging weiter und wir hatten noch viele andere schöne 
Orte gesehen, trotz der Corona-Pandemie. Einen ähnlich anstrengenden 
Aufstieg mit Belohnung zum Schluss hatten wir auch in Berchtesgaden 
bewältigt, wo wir eine Unterkunft fanden, die weit oben in den Bergen 
lag. Die letzten zwei Kilometer steil bergauf mit voll beladenen Fahrrädern 
waren eine Tortur und mehrere Male war ich kurz vor dem Aufgeben. Als 
wir jedoch in unserem Gasthof ankamen, war aller Schmerz vergessen: 
Die Ferienwohnung in einem Bauernhof bot abermals einen 
wunderschönen Blick über Kuhweiden, diesmal zum Watzmann, 
Deutschlands dritthöchstem Berg. Meine diesjährigen Sommerferien 
waren etwas ganz Besonderes und in diesem Sinne unvergesslich.

日独協会 研修生コラム



お久しぶりです！既に知っている方もいると思いますが、 知らない人はこの記事を見て

かなり驚くのではないかと思います。 実は、 日本からドイツへ引っ越しました。 別に日本が

嫌いになったとか、 何かあったとかではなく、 娘が生まれてから、 もう一つの母国も体験し

てほしいと感じるようになりました。 その願いがだんだん大きくなり、 旦那に打ち明けると、

意外にもオッケーを出してくれました。

よし！引っ越そう！と最終的に決めたのは 1 月上旬でした。 住む場所も娘の保育園も決

まりましたが、 いきなり新型コロナウイルスが世界中に蔓延しはじめました。 実行に移せる

かどうか、 不安になり、 実際に行けると分かったのは、 5 月下旬でした。 その後すごくバ

タバタと引っ越しの準備を進めました。 そして、 7月から私たち 3人は （再び） ベルリン人

になりました。

こんな大変な状況の中でも、 願いが叶ったのがとても嬉しいです。 でも日本で、 もの

すごくお世話になった方々にちゃんとお礼を言えず、 お別れパーティーも出来ず、 本当に

残念です。 約 10 年日本に住んでいたので、 この国は今でも大好きでしょうがないです。

特に日独協会の皆さんと出会えたおかげで、 今の私があります。 心より感謝しています。 これからもすべてのご縁を大切にしたいです！

さて、 これからはドイツから、最新情報や日独の違いについて書きたいと思います。

保育所の違い

以前も書きましたが、 やっぱりドイツの保育園は日本の保育園とかなり違います。 ベルリンの保育園は、 親が働いていても働かなくても、 1 歳以

上の子どもならだれでも無料で通えます。 もう幼稚園と保育園の違いがありません。

娘のグループは 25 人の子どもに、 4 人の保育士しかいませんし、 1 歳から 6 歳まで、 子どもの年齢がバラバラです。 ドイツは、 保育士の人材

不足が深刻です。 給料が低いわりに、 重労働であまり社会的な大切さが認められてないケアワーカーは、 どこの国でも大変ですね。

慣らし保育は完全オーダーメイド制で、 1 か月ぐらいかかります。 最初の三日間は、 親がずっと同席します。 子どもが環境に慣れてきたら、 親は

最初、 10分間離れようとします。 その離れる時間は毎日少しずつ長くなりますが、 子どもが 10分以上泣いたら必ず、 「迎えに来てください！」 という

電話がかかってきます。 それぞれの入園タイミングをあえてずらして、 慣らし保育中の子どもは保育園にはいつも基本的には一人しかいません。 そ

れぞれの子どもの事を大切にしていて、 とても気に入っています。

慣らし保育が終わったら、 先生方は基本子どもと一緒に遊ばないで、 監視しているだけです。 子ども同士の喧嘩にもあまり口を出さないようにし

ています。 日本の保育園の仕組みに慣れている娘は最初ちょっと戸惑いましたが、 5 〜 6 歳のお姉さんたちが世話役を務めるようになってから、 お

友達がいっぱいできました。

また、 服装の決まりが全くなくて驚きました。 先日、 なんとあのディズニープリンセスの 「エルサ」 （「アナと雪の女王」 のキャラクター） のコスプレで

登園した子がいました。 （失くしてしまったら自己責任ですが） おもちゃの持参は 2個まで大丈夫です。 慣れない環境に安心できるようなおもちゃの持

参が認められてうれしかったです。 お昼とおやつは、 子どもが好きな分だけ、 自分でお皿の上にのせて食べます。 途中、 おなかがすいた子のために、

果物と野菜が常にお部屋の真ん中のテーブルに置いてあります。 お昼寝は、 寝たい子供だけが寝ます。 他の子どもは静かに隣の部屋で遊びます。

そして、 一番の違いは、 なんとあの連絡ノートがないことです。 毎日、 体温、 朝 ・夕飯の内容、 寝る時間、 一日の過ごし方などを細かく記録し

た日々が懐かしいです。書く義務から解放されたのは良いことですが、その分、保育園側からの報告ももちろんありません。でもやっぱり何をやったか、

気になってしまいます。 先生方もみんな忙しいですから、 詳しく聞きたいときは、 「今日お昼寝した？今日ごはん何だった？」 と娘本人に聞かないとい

けないです （笑）。 日本とドイツの保育園、どっちがいいか言えないのですが、お互いの事情を知ることによって、 より良い子育て環境に繋がるといいです。
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架け橋

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。

■コロナ禍にすっかり慣れてしまった感のある今日この頃ですが、
この号が出る頃にちょうど引越しをしています。14年過ごした古巣
を離れ心機一転…とは言え引越し先は隣の駅なのですが。不動産
屋曰く、10月頃から内見希望や引越しをする人が徐々に増えてきた
とのこと、こんなご時世ですが、うまく折り合いをつけて生活を続
けねばなりませんからね。少し気が早いのですが、2021年が皆様
にとってより良い年となりますよう、心からお祈り申し上げます。（田）
■ 4月以降のコロナ感染拡大防止の自粛により、今年一杯は対
面式のイベントを中止せざるを得ませんでした。会員の皆様に
は我慢を強いることになり誠に申し訳ございません。このような

コロナ禍でも会員を続けて頂いている皆様には心より感謝して
おります。楽しみにされていた「クリスマスの集い」も残念です
が中止せざるを得ませんが、古森会長、イナ・レーペル大使、シュ
タンツェル独日協会連合会会長から、年末・年始にあたっての
ビデオメッセージを頂きました。年内に協会 HPに掲載いたしま
すので、ご覧願います。1月からはコロナ禍に対応し、会員の皆
様と外でお会いできる「ぶらドイツ」や「シュタムティッシュ」
などのイベントを予定しています。2021年は日独交流160周年、
日独協会設立 110 年の節目の年にあたります。2021 年も皆様と
の絆を大切に、楽しいイベントを用意いたします。（柚）
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成田空港から帰国の際、やっぱり自分たち以外の旅行者は、ほと
んどいなかった！




