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表紙の言葉

2020 年 6 月 29 日、この写真を撮った日、日中はあいにく
小雨が降っていた。しかしこの城を眺めるために建てられ
た橋は、城を一目見るために訪れた人々でいっぱいで、そ
の上コロナ対策のためマスク着用、橋の上に長い間滞在す
ることも不可能だった。城なんて見る余裕もなく正直言っ
て最悪だった。私はなんだか晴れない気分のまま早々とホ
テルに戻りひと眠りし、冷えた体を温めた。夕飯を食べ終
わったころふと外を見ると雲一つない青空が広がり、夕日
が煌々と照っていた。（この時は夏で日の入りは 9時半頃
だった。）このコンディションで見る城は美しいだろうと
思い、自転車に乗り日中訪れた橋に行ってみることにした。
15 分ほどで山の麓に着き、あとは橋まで山を登るだけだっ
た。今思えばこの時折り返すべきだった。麓から橋のそば
まで出ていたバスはもうなく、自力で山を登らなければな
らなかったが、日の入りの時間も迫っていたため、私は橋
までの最短コースを選んだ。もはや道とは呼べないような
獣道で、しかも日中の雨で土はぬかるみ、おまけに日の入
りの時間は迫ってくる。私は半分死に物狂いで山を登った。
息は切れ先も見えずもう限界と思ったとき獣道を抜け橋が
見えた。あの時の橋は城よりもずいぶん神々しく見えた。
こうして私は橋にたどり着きこの表紙の一枚を撮った。誰
にも邪魔されず一望できる景色は夕日で黄金色に染まりた
だ美しかった。この一枚は私の汗と涙の結晶なのである。

ヴィラートあこ（日独協会研修生）

Zum Titelbild
An dem Tag, an dem ich dieses Foto aufgenommen habe (29. 
Juni 2020), hat es leider tagsüber leicht geregnet. Zusätzlich war 
die Brücke für einen guten Blick auf das Schloss, voll von Men-
schen, die es auch sehen wollten. Wegen Corona trugen sie Mas-
ken. Es war einfach unmöglich, lange auf der Brücke zu bleiben. 
Wir hatten keine Zeit, das Schloss zu besichtigen, und um ehrlich 
zu sein, war es eine Katastrophe. Ich ging zurück ins Hotel und 
schlief eine Weile, um meinen kalten Körper aufzuwärmen. Nach 
dem Abendessen, schaute ich nach draußen und sah einen blauen 
Himmel ohne eine Wolke und strahlendem Sonnenschein (Es war 
Sommer zu dieser Zeit und die Sonne ging gegen 21:30 Uhr un-
ter). Also entschloss ich mich noch einmal hinzufahren. Ich 
brauchte etwa 15 Minuten, um zum Fuß des Berges zu gelangen, 
und dann ging es nur noch bergauf zur Brücke. Der Bus, der uns 
vorher vom Fuß des Berges zur Brücke brachte, fuhr nicht mehr, 
und wir mussten selbst den Berg hinaufgehen. Da aber schon fast 
Sonnenuntergang war, nahmen wir den kürzesten Weg zur Brü-
cke: Es war keine Straße, sondern ein Trampelpfad und der Bo-
den war schlammig vom Regen des Tages. Ich kletterte auf den 
Berg, halb in Verzweiflung. Ich war außer Atem, ich konnte nicht 
mehr weiter sehen, und gerade als ich dachte, ich hätte meine 
Grenze erreicht, sah ich die Brücke am Ende des Pfades. In die-
sem Moment sah die Brücke viel schöner aus als das Schloss. So 
bin ich an der Brücke angekommen und habe das Bild auf diesem 
Cover aufgenommen. Die Aussicht, nicht versperrt von Regen 
oder Maske tragenden Menschen, war golden mit der untergehen-
den Sonne und einfach wunderschön. Dieses Bild ist das Ergeb-
nis von meinem Schweiß und meinen Tränen.

Ako Willert (Praktikantin der JDG)



1

Liebe Leserinnen und Leser,
gleich mehrere Großereignisse kündigten sich für das vergangene Jahr an, 
die dieses in vielfältiger Weise hätte prägen sollen. Voller Vorfreude hoff-
ten wir etwa auf erfolgreiche Olympische sowie Paralympische Spiele, bei 
denen wir den japanischen und deutschen Sportlerinnen und Sportlern die 
Daumen hatten drücken wollen. Auch wollten wir gemeinsam mit unseren 
japanischen Freundinnen und Freunden in der zweiten Jahreshälfte nicht 
nur 30 Jahre deutsche Wiedervereinigung feiern, sondern auch den 250. 
Geburtstag Beethovens gebührend würdigen. Doch ein uns allen inzwi-
schen bekanntes Virus machte uns den sprichwörtlichen „Strich durch die 
Rechnung“. Weder das weltweit größte Sportereignis konnte wie geplant 
stattfi nden, noch die zahlreichen Projekte und Veranstaltungen sowohl 
der deutschen Vertretungen in Japan als auch der japanisch-deutschen 
Gesellschaften. 

Die Entscheidung, Vorhaben abzusagen, zu verkleinern oder zu verschie-
ben, ist nie einfach zu treffen. In Anbetracht der unvorhersehbaren Ent-
wicklungen der Corona-Pandemie ist sie aber ein richtiger und wichtiger 
Schritt. Denn nach wie vor heißt es: Abstand halten und Kontakte ver-
meiden. Und auch wenn der Abstand zu unseren Familien, Freunden und 
Kollegen nicht immer leicht fällt, halten wir in diesen Zeiten am besten 
zusammen, wenn wir eben nicht zusammen sind. 

Ein altes deutsches Sprichwort besagt, die Not mache erfi nderisch. 
Wie unter diesen erschwerenden Umständen dennoch ein Austausch mög-
lich ist, haben auch die japanisch-deutschen Gesellschaften eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt. Sei es das deutsche Kulturseminar im Online-For-
mat oder aber ein virtuelles deutsches Filmsymposium, das nicht nur nati-
onal für viel Zuspruch sorgte, sondern auch Zuschauer aus Deutschland 
anzog. Mit Flexibilität und Mut zu Neuem haben Sie es geschafft, die 
deutsch-japanischen Beziehungen weiter zu fördern. Und dafür danke ich 
Ihnen herzlich!

Auch für 2021 kündigen sich mehrere Großereignisse an. Neben den ver-
schobenen Olympischen und Paralympischen Spielen werden wir das 
160-jährige Jubiläum der deutsch-japanischen Freundschaft begehen. Ihr 
Engagement, genauso wie Ihre einfallsreichen Beiträge des letzten Jahres 
erfüllen mich dabei mit großer Zuversicht, dass wir auch die künftigen 
Herausforderungen zu meistern wissen und selbst im Fall widriger äuße-
rer Umstände gemeinsam die Verbundenheit und Zusammenarbeit zwi-
schen unseren beiden Ländern noch weiter vertiefen werden. Ich freue 
mich daher, auch in Zukunft weiter eng mit Ihnen zusammenzuarbeiten 
und wünsche Ihnen einen guten Start in das Jahr 2021. Bleiben Sie gesund!

 Mit besten Grüßen
 Ina Lepel
 Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland

読者の皆様

2020年には、その年を多彩な形で彩るはずだった様々な大規
模行事が予定されていました。私たちは、心待ちにしていたオリ
ンピック・パラリンピック大会の成功を願い、日独の選手の健闘
を祈るはずでした。年の後半には、日本の皆様と共にドイツ統一
30周年を祝い、ベートヴェン生誕250周年を迎えるはずでした。
しかし、そういった期待は新型コロナウイルスによって打ち砕か
れてしまいました。世界最大規模のスポーツ大会である東京五
輪、更にはドイツの在外公館や日独協会によって準備が進めら
れていた様多くの企画やイベントの実施が見送られました。

予定されていた行事の中止、縮小、または延期は苦渋の決断で
ありましたが、新型コロナウイルスの世界的大流行に歯止めが
かからず、先行きが不透明な中、重要で正しい判断であったと
確信しております。感染拡大を防ぐ為には、引き続き人との距
離を保ち、接触を控える必要があります。家族や友人、同僚と
距離を置くことは容易ではありませんが、現状では離れること
が、人との絆を最も強くすることにつながるのです。

「必要は発明の母」という古いドイツのことわざがあります。

このような困難な状況にありながらも、交流が可能であること
を日独協会の皆様は見事に証明してくださいました。オンライ
ンで実施されたドイツ文化セミナーやドイツ映画シンポジウム
は日本国内で好評を博しただけではなく、ドイツでも大きな反
響を呼びました。柔軟性、そしてチャレンジ精神を持って、皆
様は独日関係を促進させてきました。この場をお借りして心よ
り感謝申し上げます。

本年もまた数々の大規模行事が予定されております。延期され
たオリンピック・パラリンピック大会の開催の他に日独交流
160周年を迎えます。皆様の多大なるご尽力及び創造性にあ
ふれる貢献があるからこそ、私たちは今後の課題を克服し、苦
境の中にあっても共に手を携えて、両国の絆と協力を更に深め
ていけると確信しております。今後とも皆様との密接な協力関
係を維持して行けることを嬉しく思うと共に、2021年の素晴
らしい幕開けを祈念します。本年が皆様にとって健やかな一年
となりますことを願っております。

ドイツ連邦共和国大使
イナ・レーペル　　　

新年のご挨拶
イナ・レーペル

駐日ドイツ連邦共和国大使

Grußwort zum Neujahr
Ina Lepel

Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland
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Berliner Luft

Fernsehturm
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„Meine Angst in dieser Zeit ist die um die älteren Menschen“
Berliner Kinder und Jugendliche über ihre Erfahrungen in der 
Corona-Pandemie

Kirsten Hoheisel（Vorstandsmitglied der DJG Berlin）

Die Zeit des Lockdowns im Frühjahr des Jahres 2020 brachte vor allem 
für eine Gruppe in Deutschland harte Einschnitte: junge Familien mit Kin-
dern und Jugendlichen. Als in Berlin ab März 2020 alle Schulen für zwei 
Monate vollständig schlossen und auch später zunächst kein regulärer 
Schulbetrieb stattfand, bedeutete das ein intensives Selbststudium für 
die SchülerInnen. Da die Digitalisierung an den meisten Schulen nicht so 
fortgeschritten war, wie es die Bedingungen in dieser Situation erfordert 
hätten, kommunizierten viele Lehrkräfte zunächst ausschließlich über E-
Mails. Auf diesem Weg wurden nun täglich Aufgaben verschickt, muss-
ten ausgedruckt, erledigt und zurückgeschickt werden.

Hier berichten zwei Familien, wie sie diese Zeit erlebt haben. Da ist zu-
nächst Mutter Michaela mit ihren drei Töchtern Rosa (11 Jahre), Elsa (14 
Jahre) und Paula (17 Jahre). Weil Mutter Michaela voll berufstätig ist, er-
fordert das einen organisatorischen Kraftakt. 

Ihre Töchter erzählen: 
„Im März waren wir alle im Homeschooling und mussten unsere sozialen 
Kontakte total einschränken. Es war anstrengend, die ganze Zeit zusam-
men zu sein auf so engem Raum, da wir das nicht gewohnt waren…Wir 
konnten nicht ins Kino oder ins Museum gehen und Freunde nicht treffen… 
Das fehlt uns und macht uns traurig. Außerdem war es schwierig, die 
Schulaufgaben selbstständig zu erledigen, da der Ansporn oft fehlte. Des-
wegen sind wir besonders froh, wieder in die Schule gehen zu können.“

Die zweite Familie: die alleinstehende, voll berufstätige Mutter Mandy mit 
Sohn Paul (12 Jahre) und Tochter Leonie (17 Jahre). Leonie trifft die 
Schulschließungen noch drastischer, denn sie befindet sich mitten in den 
Abiturprüfungen. 

Leonie erzählt: „Ich habe 
mein Fachabitur in der 
Pandemie absolviert, 
was eine große Heraus-
forderung war. Meine 
Schule wurde schon vor 
allen anderen geschlos-
sen und dadurch muss-
ten wir uns sehr schnell 
umstellen. Von uns wur-
de erwartet, dass wir uns 
über ein Online Portal 
verständigen und unsere 
Lernmater ialen ohne 
Lehrer bearbeiten. Wir 

mussten uns sozusagen selbstständig auf unsere Abiturprüfungen vor-
bereiten, was nicht einfach war.“ 

Leonie bewältigt diese Herausforderung, schließt ihr Abitur im Juni er-
folgreich ab und arbeitet nun im Freiwilligen Sozialen Jahr an einer Schu-
le. In der Zeit der Prüfungsvorbereitungen hilft sie auch ihrem Bruder 
Paul, der gerade auf die Mittelschule gewechselt ist. Da seine LehrerIn-
nen kaum über E-Mails erreichbar sind, zeigt Leonie dem zwölfjährigem 
Paul, wie man sich mithilfe von Lehrer-Videos im Internet eigenständig 
Lernstoff erarbeiten kann. 

Auch Paula, Rosa und Elsa müssen sich zunehmend selbst organisieren. 
Sie berichten: „Wir haben aber auch Angst vor einem erneuten Lockdown. 
Wir würden mit dem Stoff in der Schule nicht mehr hinterherkommen. Für 
Paula ist es schwierig wegen des Abiturs. Elsa möchte gern ein Prakti-
kum beim Gericht absolvieren, was wegen der Pandemie nicht geht.“

Für beide Mütter ist diese Situation nur schwer zu bewältigen. Der Ta-

「今は年配の方々が心配だよ」
ベルリンの子どもたち、若者たちがコロナ禍の経験を語る

キルステン・ホーアイゼル（ベルリン独日協会理事）

2020 年春のロックダウンは、ドイツでは特に子供やティーン
エイジャーのいる若い家族に厳しい生活を強いました。2020 年
3 月から 2ヶ月間、ベルリンのすべての学校が完全に閉鎖され、
その後も当初は学校が機能せず、生徒たちは自習するしかあり
ませんでした。ほとんどの学校でデジタル化が進んでいなかっ
たので、多くの先生は最初はメールでのみ連絡していました。
課題が毎日送られてきて、それをプリントアウトして完成させ
て返信しなければなりませんでした。

この時期の体験を二つの家族が報告してくれました。1つめ
は、母ミヒャエラと娘のローザ（11 才）、エルザ（14 才）そし
てパウラ（17 才）の家族です。ミヒャエラがフルタイムで働い
ているため、組織的に対処する必要がありました。

娘たちが言います。「3月に私たちは在宅学習になり、他の人
たちと全く会えなくなったの。家族でも狭い部屋でずっと一緒
に過ごすことには慣れてないしキツかったな。映画館にも博物
館にも行けないし、友達にも会えなくて悲しかった。いまいち
やる気も起きなくて、独学で課題をこなすのも大変だったのよ。
そんな状態だったから、また学校に行けるようになってすごく
うれしかった！」

2つめは、フルタイムで働くシングルマザーのマンディと息
子のパウル（12 才）そして娘レオニー（17 才）の家族。レオニー
にとって、学校閉鎖は更に厳しいものでした。ちょうどアビトゥ
ア（高校卒業試験）の最中だったからです。
レオニーは言います。「パンデミック中に専門学校用のアビ

トゥアがあり、私にとって試練でした。私の学校は他よりも早
く閉鎖されたので、すぐに対応する必要がありました。オンラ
インで皆とコミュニケーションをとり、先生なしでも教材に取
り組んで自分でアビトゥアの準備をしなければならず、とても
大変でした。」
レオニーは見事にこの試練に打ち勝ち、6月のアビトゥアを無

事に終え、現在は 1年間のボランティア活動を学校で行っていま
す。試験勉強中は、中学に入ったばかりの弟パウルの勉強も見て
あげていました。彼の先生とはメールでの連絡がほとんどできな
かったので、レオニーは 12 歳のパウルに、インターネット上の
教育動画を使って学習教材を自主的にこなす方法を教えました。

１つ目の家族のパウラ、ローザ、エルザも次第に自主的に行動す
るようになりました。彼女たちは次のように言っています。
「また次のロックダウンが始まるんじゃないかと不安よ。学校
の教材にはついていけないかも。アビトゥアを控えたパウラは
大変になるだろうし、エルザは裁判所でインターンシップをし
たいけど、パンデミックのせいで無理なの。」

母親たちにとってもこの状況に対応するのは難しいことでし
た。この時期の 1日の流れは、母マンディにとって次のような
ものでした。朝 5時半にオフィスで仕事開始。9時間の仕事のあ
とは家事を片付け、毎日夕方 17時からはパウルのためのホーム
スクール（家庭学習）。彼はとても自立していますが、この状況
は彼にとっても厳しいものでした。母マンディによると、学校か
らのフィードバックがほとんどなかったので、母親として先生の
代わりを務める際に何の助けもなく孤独を感じたそうです。

フルタイムで働く、１つ目の家族の母ミヒャエラにとっても同じ
ような状況でしたが、こちらでは学校側がより良く対応したようで

Homeschooling Leonie hilft Paul
自宅学習中。パウルの勉強を助けるレオニー
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gesablauf in dieser Zeit sieht zum Beispiel für Mutter Mandy so aus: Ihr 
Dienst beginnt 5.30 Uhr morgens im Büro. Nach neun Stunden Dienst 
Erledigungen im Haushalt und um 17.00 Uhr abends jeden Tag Home-
schooling für Paul. Er, ansonsten sehr selbständig, ist mit dieser Situati-
on schlichtweg überfordert. Ein Feedback der Schule, so berichtet Mutter 
Mandy, ist kaum vorhanden. Dadurch fühlt sie sich als Mutter alleinge-
lassen in ihrer Rolle als Ersatzlehrerin.

Anders dürfte es der voll berufstätigen Mutter Michaela auch nicht ge-
hen. Hier allerdings scheint das Engagement der Schule besser zu sein, 
denn Michaela schreibt: 
„Die Schulen und insbesondere die LehrerInnen meiner Töchter haben sich 
mit viel Herzblut engagiert und waren nicht nur schulisch, sondern vor allem 
auch emotional wichtige Stützen für die Kinder und somit auch für mich.“

Die Antworten der Kinder beider Familien auf meine Frage nach ihren 
Ängsten haben mich tief bewegt. Rosa, Elsa und Paula schrieben mir: 
„Wir haben Angst, dass jemand in unserer Familie erkranken könnte.“ 
Paul sagt es noch deutlicher: „Am Anfang von der Corona Pandemie ha-
ben meine Freunde und ich es sehr unterschätzt…“ „Meine Angst in die-
ser Zeit ist die um die älteren Menschen.“

Welche Erfahrungen nehmen nun diese jungen Menschen für die Zu-
kunft mit?

Rosa, Elsa und Paula haben es so ausgedrückt: „Wir versuchen, das 
Beste aus der Situation zu machen und uns nicht unterkriegen zu lassen.“ 
Und Mutter Michaela meint: „Die Chancen dieser gesamtgesellschaftli-
chen Krise sind Besinnung auf wesentliche Dinge des Lebens, Mut, Glau-
be, Hoffnung, Herzensbildung, inneres Wachstum, Nächstenliebe.“

Ich habe beim Interview mit beiden Familien folgenden Eindruck gewonnen:
Rosa, Elsa, Paula, Leonie und Paul mussten in dieser Zeit schneller er-
wachsen werden. Ihre Antworten haben aber gezeigt, dass sie schon 
jetzt große Verantwortung für ihre Mitmenschen übernehmen, ohne sich 
in erster Linie um sich selbst zu sorgen. Ganz klar, dass diese besonde-
ren Werte ihnen von ihren Eltern mitgegeben wurden, die in dieser Zeit 
Überragendes leisteten.

す。ミヒャエラは下記のように
書いています。「娘たちの学校
では特に先生方が熱心に取り
組んでくれました。学校の勉
強だけでなく、子供たち、そし
て私へのメンタル面での大事
なサポートもしてくれました。」

私が両家族の子どもたち
に、彼らの持つ不安について
聞いた際の彼らの答えに胸を
打たれました。ローザ、エルザ、
パウラは次のように言いまし
た。「家族の誰かが罹患する
かもしれないと心配です。」パ
ウルは打ち明けています。「コ
ロナ騒ぎが始まった時は、僕
も友達もたいしたことないと
見くびっていたんだ。」「今は年配の方々が心配だよ。」

若者たちは、将来にむけて今回の経験から何を学ぶのでしょうか？
ローザ、エルザとパウラは「今の状況でできるベストを尽くし、

立ち向かうつもりです」と言っています。母ミヒャエラは「こ
の社会全体の危機は、勇気、信念、希望、思いやり、精神的な
成長、隣人愛など、生きる上で本質的なことについて熟考する
機会となっている。」と考えています。

今回2つの家族を取材して次のような印象を持ちました。ロー
ザ、エルザ、パウラ、レオニーそしてパウルは、この苦難の中、
大きく成長するに違いありません。彼らは、自分のことだけを
真っ先に考えることなく、すでに社会で大きな責任を担ってい
ることを示しました。これらの特別な価値観は、この期間に、並々
ならぬ働きをした彼らの親たちから引き継がれたものであるこ
とは明らかです。

Rosa zeichnet zu Hause mit ihrer Schwester
家で姉妹と一緒に絵を描くローザ
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古希のお祝い
ハイコ・シュテフェンス（ベルリン独日協会会員）

人生の中で、文化の魂と本質に近づいたと感じら
れる瞬間があるかもしれません。私にとってのその
ような瞬間が、 古希のお祝いでした。東京、岐阜、
白川郷で日本人の仲間と私の 70 歳の誕生日をお祝
いしました。それは、日本の文化と生活様式を実感
した、またとない機会でした。

「親愛なる東京都市大学のみなさま、みなさんとこ
うしてご一緒できるのは大変名誉なことであり、一
生忘れられないでしょう 」。築地クラブで中原教授
が「日本へおかえり（Coming Home – Japan）」と挨
拶してくれました。 その言葉は心に深く沁み、青春
時代の夢のような思い出が蘇りました。1956 年、ま
だ 17 歳だった時、東京の同い年の小沢房子さんと
クレーフェルト出身の私との間で、文通が始まりま
した。学校や両親、趣味のことなど 10 代の日常を
書き綴りました。房子さんによって、私は日本の文
化や文字、絵画、音楽に関心を持つようになりました。
房子さんのおかげだと、今でも感謝しています。彼
女の手紙は一生の宝物として、大切にしています。

しかし、房子さんと会うことはありませんでした。
そのため「おかえり（Coming Home）」という言葉は、
叶わなかった別世界に通じるパスワードのように感
じられます。
当時は幸いなことに、アナログに文化を運ぶ方法

（手紙や贈り物）しかありませんでした。そして、
ベルリンで保管されてきたこれらは、彼らが東京か
ら離れて 50 年以上経った今、私の古希祝いを機に
里帰りしたがっているように感じられました。
献辞が書かれた扇子と、房子さんの庭の樹で作っ
たこけしです。少し傾いた頭は「日本へおかえり 
（Coming Home – Japan）」を、私とともに喜んでい
るようです。ありがとうございます！

東京での会合の翌日、東京から名古屋に新幹線で
向かい、次の訪問先である岐阜の旅館に落ち着きまし
た。車で少し走った後、古希祝の会場である、岐阜
市の旅館すぎ山に到着しました。この伝統的な旅館
は長良川のほとりに位置し、温泉があります。鵜を使っ
て魚を取る鵜飼いが行われている特別な場所です。
鵜飼いのシーズンは5月からなので、残念ながら私が
訪れた4月末には鵜飼いを見ることはできませんでし
た。近くの小屋をのぞくと、丸々とした鵜の群れが、
数週間後に始まるシーズンに向け、待機していました。
実際の鵜飼いの様子を見ることはかないませんでした

が、画家・渓斎 英泉（1791
年～ 1848 年）の作品を見て、
この夜釣りの特徴を現代の写
真と同じくらい鮮明に表現し
ていると思いました。
ドイツと同じく日本でも鵜
についての評価は、魅力ある
空飛ぶ芸術家か、商売を妨害
する退治すべき魚泥棒かの間
で揺れ動いています。私の好
きな松尾芭蕉（伊賀上野を拠
点に活動）が、鵜飼いへの思
いを詠んだ句をご紹介します。

Koki-Party
Heiko Steffens, Mitglied der DJG Berlin

Es soll im Menschenleben Augenblicke geben, da man Geist und Herz einer Kultur 
näher ist als sonst. Ein solcher Augenblick war die Koki-Party, bei der ich 
gemeinsam mit japanischen Kolleginnen und Kollegen den 70. Geburtstag in 
Tokyo, Gifu und Shirakawa-go feiern konnte-eine einzigartige Gelegenheit der 
Symbiose mit Japanischer Kultur und Lebensart. 

„Sehr geehrte Kolleginnen und 
K o l l e g e n  d e r  To k y o  C i t y 
U n i v e r s i t y ,  m i t  I h r e r 
Anwesenheit erweisen Sie mir 
eine große Ehre, die ich Ihnen 
nie vergessen werde.“ Prof. 
Nakahara begrüßte mich hier im 
Tsukiji Club mit den Worten 
„Coming Home Japan“. Er hat 
damit mein Herz tief berührt und 
traumhafte Erinnerungen aus 
meiner Jugendzeit aufgerufen. 

1956, im Alter von 17 Jahren, begann eine Brieffreundschaft zwischen der 
gleichaltrigen Fusako Ozawa aus Tokyo und mir aus Krefeld. 

Wir schrieben über den Alltag von Teenagern, über Schule, Eltern und Hobbys. 
Herzensanliegen von Fusako war, mein Interesse für Japanische Kultur, Schrift, 
Malerei, Musik zu wecken. Das ist ihr gelungen und dafür bin ich ihr ewig 
dankbar. Lebenslang habe und werde ich all ihre Briefe wie einen kostbaren Schatz 
hüten. Aber – Fusako und ich – wir sind uns nie persönlich begegnet. ‚Coming 
Home‘ ist aus diesem Grund für mich auch Passwort für den Zugang zu einer 
virtuellen Welt. Damals gab es glücklicherweise nur analoge Kulturträger, verehrte 
Gäste. Und die haben in Berlin überlebt und wollten mich – über 50 Jahre nach 
ihrem Abschied von Tokyo – unbedingt zu 
dieser Koki-Party begleiten. 

Darf ich vorstellen: ein Sensu mit Widmung 
von Fusako und ein Kokeshi-Paar  aus 
Obs t ba umholz.  Mi t  ih ren  n ickenden 
Rundköpfen haben sie mir signalisiert, dass sie 
über das ‚Coming Home – Japan‘ genauso 
glücklich sind wie ich. – Arigato gozaimasu!

Am nächsten Tag und nach einer Shinkansen-Fahrt von Tokyo nach Nagoya folgte 
die nächste Etappe meines Japan Besuchs.

Nach nicht allzu langer Fahrt im Auto wurde die Koki-Party in der Stadt Gifu 
(Präfektur Gifu) im Ryokan Sugiyama weitergefeiert. Dieses traditionelle Hotel 
liegt am Ufer des Nagara Flusses und beherbergt eine heiße Quelle, die eine 
besondere Bedeutung für die Ukai gennante Art des Fischens hat, bei der 
Kormorane von den Fischerbooten als Greifvögel eingesetzt werden, um 
bestimmte Fische aus dem Fluss zu fangen.

Die Ukai Saison beginnt im Mai, ich war Ende April dort und konnte die 
Kormorane noch nicht in Aktion erleben; aber ein Blick in einen nahegelegenen 
Käfig bewies, dass die Gruppe gut ernährter Kormorane, die von uns dort 
bewundert werden konnte, auf die in wenigen Wochen 
beginnende Jagdsaison bestens vorbereitet war. Leider 
konnte ich sie nicht in Aktion erleben, aber ein Bild 
vom Maler Keisai Eisen (1818 – 1848) zeigte die 
Besonderheiten dieses nächtlichen Fischfangs 
mindestens so anschaulich wie Fotos von heute.

Ähnlich wie in Deutschland schwankt auch in Japan 
die Wertschätzung der Kormorane zwischen ihrer 
Bewunderung als bezaubernde Flugkünstler und ihrer 
Bekämpfung als geschäftsschädigende Fischräuber. 
Mein Lieblingsdichter Matsuo Basho (beheimatet in 
Iga Ueno) hat über seine Sympathie für die Kormorane 
ein Haiku verfasst, das hier in einer Übersetzung aus 
dem Englischen präsentiert wird.

Traditionelles Dinner im Tsukiji Club in Tokyo 
東京の築地クラブにて、伝統的な晩餐

Mit japanieschen Freunden
日本の友人たちと（左から二人目が筆者）

❶
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ドイツ経済の動き　第 67 回

新たな段階に入った気候政策
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）

 炭素税収入は国民に還元
ドイツではこれまで発電や鉄鋼産業などに限られていた炭素税が今年から自動車用燃料や暖房油などにも課されるようになり、

気候政策が新たな段階に入りました。
新たな炭素税は燃焼によって生じる CO²排出量 1トンあたり 25 ユーロでスタートし、その後は 2025 年まで段階的に引き上げら
れ、55 ユーロになります。2026 年以降は状況によって 55 ユーロ～ 65 ユーロの間で変動することになっています。
炭素税を導入する目的は化石燃料から再生可能エネルギーへの切り替えを促進し、CO2 の排出量を削減することですが、段階的
に引き上げるのは切り替えを早く進めた方がトクになるように考えられたためです。炭素税収入は電力料金の引き下げなどに充て
られ、家庭への負担が増えることがないよう配慮されています。
これによってドイツの気候政策は新たな段階に入りました。これまで電力を中心にして、一部は産業の分野で行われてきました
が、今回の炭素税の導入によって、CO2 の排出量の多い交通および生活（暖房）の分野にも大きく広がり、2050 年までに CO2 ニュー
トラルの達成をめざす新たな段階に入りました。

 早くから始まった気候政策への取り組み
ドイツのこれまでの政策をたどると、気候政策は早くから始まっていることがわかります。最初に公に議論されたのは 1987 年

に連邦議会に設置された「地球環境保護への備え」という名称の「アンケート委員会」の場でした。アンケート委員会は超党派の
議員と外部の専門家で構成され、党派にかかわらず共通する課題について国会の会期を越えてでも徹底的に調査・分析し、国とし
ての戦略を提言する役割があります。地球環境問題については議員 9名、専門家 9名で構成され、1990 年に提出された 1,700 ペー
ジに及ぶ最終報告書では世界全体で CO2 排出量を 2050 年までに 50％削減し、そのためには先進国は 80％削減する必要があると
指摘するとともに、排出抑制のための各種法制度の制定を提言しています。
そのひとつを具体化させたのが 2000 年 4 月の再生可能エネルギー法で、発電に占める再生可能エネルギーの割合を 2050 年まで
に 80％以上とすることが定められました。さらに、2011 年には福島原発事故を契機に、原子力発電を廃止し、グリーン電力の拡
充と CO2 排出量の削減を加速させる、いわゆるエネルギー転換が決定されました。

 国民意見を反映するプログラム
今回の炭素税などの導入はパリ気候協定に基づいて 2016 年 11月に定められた枠組みである「気候保護政策 2050」に基づくもので、

ドイツはこれによってはじめて分野別に 2050 年までの CO2 削減目標を設定しました。さらに 2019 年 10月には各分野について具体
的な削減策を定めた「気候プログラム 2030」を閣議決定しました。「気候保護政策 2050」から 3年を要しましたが、それは政府がそ
れぞれ関係する産業界や労働組合、環境団体、地方自治体、国民など幅広く意見を聴取し、慎重な準備を重ねたためでもあるようです。
とくに国民については生活に直接かかわる共通の課題であることから、5つの都市で無作為で抽出した約 500 名を対象に各都市で対
話集会を開き、インターネットを通じても寄せられた意見を集約し、プログラムが国民の総意ともなるよう努めたということです。

 国全体としての取り組みを
ドイツではコロナ禍の最中に行われた世論調査でも国民の 59％が「コロナ危機よりも気候危機の方が経済・社会への影響が大き
い」と答えています。日本でも気候保護や持続可能な発展を重視し、活動されている方が多くあり、これまではそうした方々に負
うところが多いのではないでしょうか。
そうした中で、日本でも2050年までの CO2 ニュートラル達成が発表されましたが、これを政府や産業界だけの問題ではなく、国民を含む

全体の課題として一致して取り組めるようにしていけば、経済や技術などさまざま面で一層大きな成果が得られるに違いないと思われます。

おもしろうて　やがて悲しき　鵜舟かな

岐阜から数々の山と川を超え、白川郷へ向かいま
した。素晴らしいところで、第一印象は日本の伝統
家屋というより、ドイツの黒い森にある昔の茅葺き
の農家を彷彿とさせました。 しかし、ドイツと違っ
てこれらの田舎家は切妻屋根でなく、合掌造りです。
白川郷と周辺集落は 1995 年より、ユネスコ世界遺
産に登録されています。この事実だけで感嘆するに
値しますが、春に訪れたことでその素晴らしさがもっ
と実感できました。 また次のページの写真は、まさ
に春らしさを表しています。4月後半に訪れたこと
は、白川郷の美しさを満喫するのにぴったりでした。

古希のお祝いに、山頂に雪をかぶった山々を背景
に、 日本の友人たちと合掌造りの家々の間に満開の
桜を楽しめるところが他にあるでしょうか ?!

（この記事はシュテフェンス氏がまとめた旅行記冊
子「So fern, so nah」からの転載となります。田口里
穂さんの翻訳をもとに会報誌用に短縮された部分を
若干修正し、掲載いたしました。この古希祝いの旅
は 2008 年に行われました。）

Wunderschön, doch
Zugleich sehr traurig stimmend,

Die Kormoran Boote.

Von Gifu ging es vorbei an Bergen und Flussläufen weiter nach Shirakawa-gô. Ein 
wundervoller Ort, beim ersten Eindruck eher an altertümliche strohgedeckte 
Bauernhäuser im Schwarzwald als an traditionelle Häuser in Japan erinnernd. Aber 
der erste Eindruck täuscht, denn anders als in Deutschland werden die Dächer dieser 
Landhäuser nicht als Satteldächer bezeichnet, sondern dem dacharchitektonischen 
„Stil der zum Gebet gefalteten Hände“ zugeordnet. Seit 1995 gehören Shirakawa-gô 
und andere Dörfer der Umgebung zum UNESCO Weltkulturerbe. Eigentlich wäre 
all das schon Grund genug gewesen, um mich zu bezaubern. Die Bewunderung 
wurde aber noch gesteigert durch die Jahreszeit unseres Besuchs. Wie das 
Gruppenfoto dokumentiert, war die zweite Aprilhälfte der ideale Zeitraum für das 
Erleben der vollkommenen landschaftlichen Schönheit dieses Ortes. 

Wo und wann sonst kann man die Kirschbaumblüte in voller Pracht vor der 
Kulisse schneebedeckter Berggipfel und zwischen „zum Gebet gefalteten Händen“ 
aus Anlass einer Koki-Party mit japanischen Freunden genießen?!

(Dieser Artikel ist ein Nachdruck aus dem Reiseberichtheft "So fern, so nah" von 
Herrn Steffens. Basierend auf der Übersetzung von Frau Riho Taguchi und die 
Übersetzung der gekürzten Teile für die Brücke wurden leicht modifi ziert. Diese 
Reise zur Feier seines 70. Geburtstages fand im Jahr 2008 statt).
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その18：ザクセン州シュヴァルツェンベルクにて③　観光鉄道にゆられて
久保 健（鉄道史学会会員　日独協会会員）

ザクセン州南部のエルツ山地(Erzgebirge)西部の街、シュヴァルツェンベルク(Schwarzenberg)を旅するシリーズも3回目を
むかえました。今回は、前回紹介したシュヴァルツェンベルク鉄道博物館(Eisenbahnmuseum Schwarzenberg)で保存されて
いる蒸気機関車を使い、シュヴァルツェンベルクから東のアナベルク・ブッフホルツ(Annaberg-Buchholz)まで27kmを結ぶ「エ
ルツ山地観光鉄道(Erzgebirgische Aussichtsbahn)」を紹介します。

■エルツの丘陵を大きく寄り道して
この観光鉄道は、1997年9月27日に旅客列車が廃止され、貨物列車が不定期で運
転されていた路線を沿線自治体が主導となって活用し、ドイツ鉄道などの協力のも
と、2009年より運営を開始しています。週末を中心に年間6回ほど、蒸気機関車と
東ドイツ国鉄のレールバスが交互に運行され、定期列車だった頃は1時間ほどで結ん
でいた区間を、蒸気機関車使用時は1時間35分から45分ほどかけて結ぶ列車が1日2
往復設定されています(いずれも2020年当初予定)。表定速度が20km/hに届かない
ことからも分かるように、ゆっくりとした速度で運転されており、沿線で列車を撮影
しようとカメラを構えていると、遠くに盛大に上がる蒸気が見え、汽笛やドラフト音
も聞こえつつも、なかなか近づいて来ず、間延びしてしまうほど。なだらかな稜線に
沿うように敷かれた路線のため、大きく蛇行した個所がいくつもあり、特に途中駅マ
ルカースバッハ(Markersbach)付近の路線は直線距離180mほどを、勾配を緩やか
にするため、馬蹄状に1.5kmほどかけて結んでいます。シュヴァルツェンベルクか
らアナベルク・ブッフホルツ両駅間を国道110号線は約20kmで結んでいるのと比較
すると、この路線の遠回りぶりがお分かりいただけるでしょう。しかしシュヴァルツェ
ンベルク駅の標高425mから出発し、季節の花や緑で覆いつくされる丘を越え、針葉
樹の森林を横切り、ゆっくりと662mまで上がる車窓は彩り豊かで、飽きを感じさせ
ません。全長236.5m、最大高36.5mのマルカースバッハ高架橋(Markersbacher 
Viadukt)を渡る時は、一気に視界も広がり、写真2のようにエルツの山々が一望でき
るなど見どころも多い当路線。沿線にはハイキングコースが設定されており、途中駅
からの山歩きや村々への探訪など、途中下車しつつ楽しむのもお勧めです。

■牽引するのは蒸気機関車50 3616号機
この列車を牽引するのは、シュヴァルツェンベルク鉄道博物館の蒸気機関車50 3616号機になります。当機は1940年9月16日に、当時

ドイツの領土だったエルビング(Elbing、現在はポーランドのエルブロンク)のシーヒャウ(Schichau)社で製造されましたが、以降の記録
は第二次世界大戦の影響で失われており、終戦前後までの使用場所は判らないそうです。1945年9月21日より記録があり、ソ連軍により
作られた第18作業グループ(Kolonne18)に所属し、ソ連への賠償品をポーランド国境まで輸送する運用に1946年7月4日までついていま
す。東ドイツ国鉄では貨物列車を中心に使用されていましたが、1970年半ばよりディーゼル機関車導入により、徐々に運用の範囲も狭め
られ、1981年3月12日に定期運用から外れ、蒸気暖房機器としてドレスデン・アルトシュタット(Dresden-Altstadt)の留置線に置かれて
います。しかし1980年代前半にソ連の石油供給縮小により、ディーゼル機関車の運用を制限した東ドイツ国鉄は、蒸気機関車を復活させ
ることになり、当機も1984年3月16日よりザクセン州を中心に運転が再開、1988年5月28日の同州内における蒸気機関車定期運用終了ま
で使用されました。製造場所やその時々の用途を見ると、ドイツの鉄道の移り変わりを体現してきた機関車と言えるのではないでしょうか。
シュヴァルツェンベルク鉄道博物館へは、1993年にやって来ており、6月15日に東ドイツ国鉄の運行許可を得て、ザクセン州をはじめ

とした特別列車に使用されています。2017年4月18日に運行期限切れをむかえるにあ
たり、当館では2016年より、運転再開に向けた修復の可否や複数の工場から見積もり
入手、ザクセン州への助成金申請などの準備に取り掛かかっています。2017年9月、
州より技術遺産として助成金が認められたことを受け、10月28日にマイニンゲン
(Meiningen)の蒸気機関車工場へ回送され、修復箇所の確認が始められています。筆
者が2019年9月に同工場を訪問した際には、写真3のように、すでに分解され、作業が
進んでいるように見受けられ、2020年8月に当館を運営するザクセン鉄道愛好会
(Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde e. V.) 会長(Vorsitzender)のトーマス・
シュトロムスドルファー(Thomas Strömsdörfer)氏に今後の予定をうかがったとこ
ろ、作業箇所や費用を工場側と話し合いつつ、2020年末まで検査を行い、2021年から
の運転再開を目指しているそうです。訪独もままならない中ですが、様々な時代を経て
来た同機が、コロナ騒動も乗り越えて、エルツ山地に戻ることに期待したいと思います。

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

１.観光列車は蒸気機関車とレールバスが交互に運転される。

２. マルカースバッハ高架橋を渡る列車。

３.マイニンゲン工場で修理中の50 3616号機。(2019年9月撮影)



7

思い出多き、ドイツ修行時代
野田 浩資（日独協会会員）

1973 年 4 月、一人ソビエト（現在ロシア）の客船ハバロフスク号に乗り込み、ヨーロッパ料理修業のため横浜大桟橋を出発し
ます。フランクフルトの「ホテル・フランクフルターホフ」で働くための修行の旅が始まります。ドイツでも最高のシェフと言わ
れるドブラー、グランドシェフの元で仕事が始まります。調理場で働く料理人は 50 名以上。その中の半分がドイツ人、他はアメ
リカ、フランス、イギリス、アイルランド、モロッコ、トルコ、インド人などでした。

数か月後、ドブラーシェフは定年で退職。それまで問題もなく収まっていた調理場も 36 歳の新しいシェフが就任。それ以降シェ
フが存在しないような雰囲気で、調理場内は毎日が大声での言い合いで混乱状態。新しいシェフの一言。
「ここはドイツだ、俺の言うとおりにしろ」
この言葉で、多くの外国人たちが去っていきます。私は仕事を覚えなければと我慢、我慢でこのホテルでの契約 1 年を終えました。

その後、ブリュージュのホテルとロンドンのサヴォイホテルから雇ってもいいと返事があり二か所を訪ねました。サヴォイホテ
ルでは現在外国人に対する空きがないので数年待たなければ無理と言われ断念しました。ブリュージュのホテルは一か月も待てば
ビザは取れると太鼓判を押され、その後パリへ一週間ほど行って本場のフランス料理を見てからベルギーへ行くことにしました。
その一週間にオランダでは大変なことが起こってしまったのです。日本赤軍がハーグでフランス大使館を乗っ取ったのです。それ
がまさか自分に降りかかるとは全く思ってもみませんでした。ドイツへ戻ると一通の手紙がベルギーのホテルから来ていました。
ビザが取れたと思い封を開けると唖然としました。「オランダのハーグで起きた日本赤軍によるフランス大使館襲撃により、日本人
であるあなたにビザは与えられなくなった。」

一人茫然とし、何をしたらいいのかわからなくなり、急遽荷物をまとめデュッセ
ルドルフに行き、友人を訪ねました。次の日からは仕事探しに友人も一緒に付いて
きてくれました。フランクフルターホフの姉妹ホテルがあるのでそこを訪ねてみよ
うと、ホテルの証明書（Zeugnis）をもってシェフに会いに行き、ビザが取れれば
ここで働かせてあげるとシェフの返事をもらい、次の日に人事課で書類を作っても
らい、労働ビザの申請の為、外人警察へ行きました。そこで驚いたのが周りがトル
コ人など中東の親子づればかりだったことです。自分の国には仕事がないのでドイ
ツで働きに来たと聞きます。私は 3 か月のビザがもらえました。3 か月後もまた 3
か月のビザ、その後 1 年のビザが渡されたのです。

このホテルスタッフのほとんどがドイツ人で、みな和気あいあい、すぐに仲良し
になってくれました。デュッセルドルフは日本人が多く日本の会社が数百社あり、
日本人に対する接し方が他の町とは違うのかもしれません。仲のいい友人も多くで
き、彼らの田舎にも泊まりに行きました。思い出に残るのがケルンのキンダードル
フから修行に来ていた 16 歳の青年でした。彼は私に大変な好意を示し、「泊まりに
来い」と誘ってくれ、一泊するため彼を訪ねました。そこは両親の別居や他界などで、
子供だけがあずけられている施設でした。その村は教会を中心に、周りには一軒家
がいくつも建てられていました。保母さんがいて 6 〜 7 人の子供たちが一つの家で
生活しています。それも友人の 16 歳が一番年上、女の子も男の子も数歳ずつ年が
離れていて兄弟のように構成され、まさに一つの家族でした。日本人が泊まりに来
たと皆興味津々、皆と一緒に夕食を取りました。私のためにビールまで用意してく
れ、まさに普通の友人宅に招かれたような温かさでした。

その後、ベルギー、モナコ、スイスと合計 6 年ほど働き帰国しました。33 年前、OAG ハウス内に「ドイツを紹介できるような
店を作りたい」と考えていた当時の会長ロダッツ氏から私が抜擢され、レストラン「OAG クラブ・クライゼル」を経営すること
になりました。ドイツ大使館の方も多く来られるようになり、あるとき親しくなった外交官のダイダ氏からこんな言葉を聞きます。
「東京には日本人がドイツ人を招待する店は何店かある。しかし我々ドイツ人が日本人を招待できる店は一つもない。そんなレス

トランにしてほしい」
それ以降ドイツの料理について真剣に考え、各地方の食文化などを学ぶため毎年ドイツの各地を旅し、地元のシェフなどとも話し、

知識を詰め込みドイツ人が誇れる料理店にしようと心がけるようになりました。
1989 年ベルリンの壁が崩壊しました。次の年の 10 月 3 日にはドイツ統一 1 周年記念がドイツ大使公邸にて盛大に行われます。

その半年前、ハース大使から大使公邸に来てほしいと連絡がありました。そこで私が統一記念日の料理指揮を取ることになりました。
その後、「クライゼル」オープン時代からずっと応援してくれたテュフ・ラインラン

ド社のウィルデ社長とメルセデス・ベンツ日本社のヤーン社長が毎日来店されます。
数年後にはメルセデス・ベンツ社が入居する六本木ファーストビルに、援助するから
入ってくれと話があり、1994 年二号店「ツム・アインホルン」をオープン、個室

「MersedesBenz Stube」が出来、現在に至ります。

 「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。File15

シリーズシリーズ

デュッセルドルフのキッチンにて

ケルンのキンダードルフ （1975 年撮影）

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。昨年 1 月には『音楽家の食卓』（誠
文堂新光社）を上梓。『Die Brücke』 2020 年 12 月号にも『ベートーヴェンの食卓』を執筆。

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 Fax：03-5563-9387
定休日：日曜、祝日、第 2 第 4 土曜日
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作品あれこれ、
そしてチャーミング・ベートーヴェン

子安ゆかり（ピアニスト・武蔵野音楽大学講師）

長らくドイツのケルンに住んでいたわたしにとって、ベー
トーヴェンの生地・ボンは、電車で 20 分ほどの隣町といって
よい町だった。こじんまりとしたこの街は、音楽家の卵からひ
よこになっていくわたしにとって、ベートーヴェンハウスだけ
ではなく、シューマン記念館や、シューマン夫妻、ベートーヴェ
ンの母が眠る墓地がある、安心して歩ける街であり、日本から
のお客様がいらしたら一緒に訪ねる場所であった。郵便局のあ
る広場には堂々とベートーヴェンの銅像が立ち、そこから小さ
な商店街を抜けるとベートーヴェンハウスに行きつく。本来な
らば今年はどれほど盛大に「我が町出身の天才・ベートーヴェ
ン」の生誕 250 年が祝われたことだろうか？去年の今頃は、
遠く日本からもいよいよ来年だとホームページを眺めては楽し
みにしていた。2020 年はベートーヴェンのみならず詩人ヘル
ダーリン、哲学者ヘーゲルという綺羅星たちも揃って生誕
250 年を迎える年だったから、いかにして休みを確保してド
イツの各地をまわり、多くのイベントに参加できるかとひそか
に計画を練っていた。

それなのに、新型コロナの感染拡大のために世界は一変して
しまった。ビジネスであっても行き来がままならない状況では、
ドイツへの旅行など夢のまた夢となっている。ただ、この「夢
のまた夢」と思う経験は、以前は実感なく想像することしかで
きなかった、19 世紀以前の人々の境遇や思いを追体験できる
ようになるという副産物をもたらしてくれたかもしれない。そ
う、かつては一般の人々は自分の住む国以外に行くことなぞで
きなかったのだ。ベートーヴェンは、22 歳になろうとする時
にフランス革命軍とドイツ軍が対峙する中をくぐり抜け新天
地・ウィーンに赴くのだが、今留学しようとしている人々は、
ベートーヴェンがその時に感じたであろう覚悟を以前よりずっ
と実感を持って感じられるだろうし、「あの国を知っています
か？」とミニヨンを通して語らせた、遥かなる素晴らしい文化
を誇るイタリアに対するゲーテの憧憬がいかに多くの人々の心
に迫るものであったかを、わたしたちも少なくともコロナ禍前
よりは実感できるようになっているのではないだろうか。そう、
この禍は悪いことだけではない、そう思いたい！ならば、わた
したちは今、ベートーヴェンの作品に込められたメッセージ、
目指していたもの、そして純粋に音の鳴り響きとして立ち上っ
てくるものも以前よりも受信できるようになっているのではな
かろうか。今年ほど声を合わせて「歓喜の歌」を歌えることが
どれほど幸せなことか、コンサート会場で演奏者と聴衆が共に
生の音を共有できることが、どれほど貴重なことであるかを実
感できる年はないのではなかろうか。

さて、ベートーヴェンの作品といえば、皆さんはまず何を思
い浮かべるだろうか？「タタタ・ターン」の《運命》や壮大な《第

九》の合唱という方もいれば、ヴァイオリン・コンチェルトの
美しさ、卓越したピアニストならではと思わせるピアノ・コン
チェルトや、ピアノ・ソナタの数々こそベートーヴェンだと思
われる方もいらっしゃるだろう。いえいえ、ヴァイオリン・ソ
ナタやチェロ・ソナタ、《街の歌》や《大公》トリオ、そして何
より珠玉の弦楽四重奏曲を語らずしてベートーヴェンは語れな
いという方もいるだろう。確かにベートーヴェンの書いた 32
曲からなるピアノ・ソナタは、音楽における新約聖書と称され
ているほどだし、９曲からなる交響曲は、「この交響曲の後に何
が書けるのだろう？」と後に続いた作曲家たちに多大にプレッ
シャーを与えるほどに偉大だった。ベートーヴェンのヴァイオ
リン・コンチェルトやピアノ・コンチェルトは、どれも今日で
も人気のコンサートレパートリーとなっているし、チェロやヴァ
イオリンとのデュオ・ソナタ、ピアノ・トリオなども名作揃い、
なかでも弦楽四重奏曲の緻密さ、豊かさ、そして晩年の作品に
おける崇高さは、その音楽に触れるたびにこのような作品が人
類の遺産として残されていることに対する深い感謝の念で心が
一杯になる。そして、この崇高さは天国的な美しさであっても
神的なものではなく、あくまでも一人の高邁な精神を持つ人間
によって創り出されたものであることがまた胸を打つ。うまく
言えないが、人間というのは、心に闇を抱え邪な考えも持つ存
在だけれど、そのような人間も芸術を生み出しこのような高み
にいける可能性を持っているんだと思わせてくれる、そのよう
な崇高さであるように思う。しかもそれは、ロマン派の詩人た
ちが「なんとか詩を音楽に近づけたい」と願った例を見るまで
もなく、何かの具体的な言葉に還元できるようなものではない
からこそ雄弁な説得力で語りかけてくるのかもしれない。

ところで器楽作品に少しばかり押され気味かもしれないが、
ベートーヴェンは素晴らしい声楽作品も多く遺している。合唱
と４人のソロ歌手を入れてシラーの《歓喜に寄す》を高らかに
歌い上げる交響曲第９番ばかりが注目されてしまいがちだが、
オペラ《フィデリオ》にしても《ミサ・ソレニムス》にしても
不朽の名作として名高い。民謡の編曲だけでも 180 曲ほどあ
る。では、19 世紀に隆盛期を迎えるリート（芸術歌曲）はど
うであったかというと、どうしてもシューベルトの影に隠れが
ちであり、リート作曲家としては大したことはないと思われて
いるかもしれない。確かに「歌いやすさ」が多少犠牲になって
いるかなと思うような曲もあるし、変奏曲といった器楽曲の手
法を用いた歌曲もあり、「ベートーヴェンさん、ご再考を！」
と言いたくなるような曲もある。しかし、美しい自然を描く中
でリフレインのように繰り返し「アデライーデ！」と恋人の名
が呼ばれる《アデライーデ》Op.46 しかり、てらいのない言
葉で紡がれる素朴な愛の歌《優しき愛》WoO.123 しかり、ベー
トーヴェンは一度聴いたらきっとファンになってしまうような
素敵なリート作曲家でもあるのだ。さらに曲の冒頭の旋律を最
後に回帰させ、その旋律を発展させて高らかに歌い上げる《遥
かなる恋人に》Op.98 は、６曲からなるリートを有機的に結
び付け円環を成しており、リート史上最初の連作歌曲集と言わ
れているので、歌曲史上にもしっかりと足跡を残している。

それもそのはず、詩と音楽が高度なレベルで出会うリートに
は、詩に対する確かな審美観が必要であるが、ベートーヴェン

第五回
（最終回）



9

は深い教養を身につけた人でもあった（註）。その始まりはボ
ン時代にある。ベートーヴェンは 1789 年５月にボン大学に入
学し哲学、文学、そして芸術史を学んでいる。人文学部のまさ
に王道！といえる選択である。さらに、ベートーヴェンは大学
とは別に「読書協会 Lesegesellschaft」と呼ばれていたサー
クルにも参加していた。そして、ボン大学に入学した２ヵ月後
に、「自由、平等、博愛」をモットーに掲げるフランス革命が
おこる。ベートーヴェンに限らず当時の若者たちはみなこの革
命に熱狂した。そう考えると、読書協会でシラーの「歓喜に寄
す An die Freude」に出会い、「いつかこの詩全編に付曲した
い」と誓った若きベートーヴェンの心意気はよくわかる。ベー
トーヴェンは初志貫徹、ボンから旅立った時から 32 年後の
1824 年、ついに（全編とはならなかったものの）〈歓喜に寄す〉
は「第九」の第４楽章となり初演されたのである。

こう書いてくると、ベートーヴェンは常に高邁な精神を音楽
で体現すべくひたすら突き進む人と思われるかもしれないの
で、彼のチャーミングな面を示せるなんとも微笑ましいリート
をご紹介しよう。それは、《キス Der Kuss》Op.128 という
歌曲である。詩はヴァイセ Christian Felix Weiße (1726–
1804) による。
 

Der Kuss 
� Christian�Felix�Weiße

Ich�war�bei�Chloen�ganz�allein，
Und�küssen�wollt�ich�sie:
Jedoch�sie�sprach,�sie�würde�schrein，
Es�sei�vergebne�Müh.

Ich�wagt�es�doch�und�küßte�sie，
Trotz�ihrer�Gegenwehr.
Und�schrie�sie�nicht?�Jawohl,�sie�schrie，

Doch�lange�hinterher.

キス
� クリスティアン・フェリックス・ヴァイセ

ぼくはクロエのそばで全くのふたりきり
それで彼女にキスしようとした。
だけど彼女は言ったんだ、叫ぶわよって
キスしようとしても無理よって。

それでもぼくは思い切ってキスしたんだ、
彼女の抵抗をものともせず
で、彼女は叫ばなかったのかって？
もちろん、彼女は叫んだよ
でもずっと後になってからね。
 

果たして「ベートーヴェンらしくないなぁ」と思われるか、
それとも「きっとたまには息抜きでもとこんな詩にも付曲した

のかしら？」と思われるか。しかし、ベートーヴェンは、息抜

きでもおふざけでもなくこの詩に取り組んでいる。まず 1798

年に付曲しようとするものの中断し、しかしそのままにせずに

なんと 24 年後、つまり押しも押されぬ大作曲家の名声を得て、

かの「第九」にも本格的に取り組み始めようとする 1822 年の

12 月に作曲しているのである。さらに３年後の 1825 年に作

品 128 として出版までしているからこの曲に対する本気度も

よくわかるだろう。ロココ調の前奏からしてユーモアセンス抜

群で、「彼女の抵抗をものともせず Trotz ihrer Gegenwehr」

の部分ではヒーロー気取りのような付点のリズムが駆使され、

「でもずっと後になってからね　Doch lange hinterher」の

“doch”は７回、 “lange”に至ってはなんと 13 回も繰り返し、

「でも、でも、でも…」、「ずっと、ずーっと、ずーーーっと後」

と得意満面の様子が描写される。ベートーヴェンがこんなに

チャーミングな曲に、本気でしかも楽しんで取り組んでいたこ

とが伝わってきてこちらもほっこりする。あのいかつい顔も、

はにかむように笑うんだと思わせてくれる。ぜひ一度お聴きく

ださいませ！そうすれば必ずやベートーヴェンの新しい魅力に

出会えることをお約束します！（2020 年 12 月記）

歌曲《キス Der Kuss》 冒頭部分

註

遺されたかれの蔵書は、多くの詩集、古典文学、哲学、神学に

関する本と多岐にわたり、しかもベートーヴェンは丁寧に抜き

書きすることもあり、「本当に」じっくり読んでいたことがう

かがえる。藤田俊之『ベートーヴェンが読んだ本』幻冬舎：東

京 2020 に詳しい。さらに、ベートーヴェンは彼の教養深い

援護者たちの蔵書にも容易くアクセスできていた。

著者プロフィール：
ピアニスト。武蔵野音大卒業、ケルン音大大学院（歌曲演奏法）
修了。シュワルツコップフ、F. ディースカウの下研鑽を積む。ケ
ルン音大講師を経て現在武蔵野音大講師。CD「岩の上の羊飼い」

（MM1216 ）リリース。一方、ケルン総合大、東京大大学院で「詩
と音楽」を研究。博士（学術）。19 年『聴くヘルダーリン／聴か
れるヘルダーリン―詩作行為における「おと」』（書肆心水）上梓。
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Reise gen Osten
Annemarie Kodama-Dintner

D ie  E r innerung  an  me ine  e rs te 
Begegnung mit dem alten Kodama 
Haus hier in Tomi, Nagano, vor 10 
Jahren, ist tief in meinem Gedächtnis 
verankert. Beeindruckt von der Größe 
und Schönheit der alten Gemäuer, 
stellte ich mir damals vor, wie es wohl 
wäre, in solch einem Gebäude zu leben.
Zu diesem Zeitpunkt diente das 
Grundstück nur als Sommeraufenthaltsort 
für die Familie meines Mannes Nei. 
Wir selbst waren auf Besichtigungstour 
durch Nagano, kurz vor unserer 
Rückreise nach Deutschland.Eineinhalb 
Jahre vorher (2009) hatten wir uns im Winterskiort Niseko, Hokkaido 
kennengelernt, wo wir nach der Wintersaison auf einem Biobauernhof 
lebten und arbeiteten. Nei half dort beim Ausbau des Hauses und 
gemeinsam kümmerten wir uns um die Tiere sowie den Blumen- und 
Gemüsegarten. Für uns war dieser Aufenthalt eine interessante 
Lehrzeit, um zu erfahren und zu beobachten, wie ein harmonisches 
Zusammenleben zwischen Mensch, Tier und Natur gestaltet werden 
kann. Rückblickend denken wir, dass uns diese Zeit auf das Land-
Leben hier in Tomi vorbereitet hat. Immer wieder hatte Nei mir dort von 
diesem eindrucksvollen Haus mit seinem Garten und Feldern, und 
seinem Traum, in diesem einmal leben und arbeiten zu wollen, 
berichtet. Es sollte aber noch 8 Jahre dauern, bis wir diesen Traum 
gemeinsam verwirklichen konnten. 
In Deutschland lebten wir in Tübingen, wo ich Japanische Geschichte und 
Kultur sowie Ethnologie an der Universität studierte und unsere 2 Töchter 
Kogomi und Nanami 2012 beziehungsweise 2017 zur Welt kamen. 
2018 fiel dann der Entschluss nach Japan zurückzukehren, nachdem 
Neis Vater uns gebeten hatte, ihm bei der Instandhaltung des Hauses 
sowie dem Weinanbau zu unterstützen. Neis Eltern waren kurz vorher 
permanent nach Tomi gezogen, um sich diesen Projekt zu widmen. Wir 
dachten, für uns sei dies ein guter Zeitpunkt, da mein Studium 
abgeschlossen, und Kogomi im Vorschulalter war, und somit in Japan 
eingeschult werden könnte.
Den großen Schritt in ein anderes und neues Leben wollten wir 
allerdings nicht einfach nur schnell mit dem Flugzeug beschreiten, 
sondern wir besannen uns auf eine langsame Art und Weise, uns dem 
Osten zu nähern. So überlegten wir zwar mit dem Flugzeug von Berlin 
nach Moskau zu fliegen, dann aber mit der Transsibirischen 
Eisenbahn langsam von Moskau nach Wladivostock zu reisen, 
inklusive mehrerer Zwischenaufenthalte. Weiter sollte es dann per 
Fähre über Südkorea nach Sakaiminato gehen, um dann wieder 
gemächlich mit den lokalen Zügen erst an der Küste entlang, und 
dann landeinwärts gen Norden. Unser Ziel Tomi erreichten wir so am 
22.10.2018 nach dreiwöchiger Umzugsreise, die unglaublich aufregend 
und erlebnisreich war. Wir reisten durch verschiedenste Landschaften 
und Zeitzonen, und es war spannend zu erfahren, wie sich die 
Menschen, das Essen, die Gebäude, etc. Tag für Tag veränderten, 
und alles Stück für Stück asiatischer wurde.
Die ersten Monate in unserem neuen Zuhause waren natürlich für uns 
alle eine gewaltige Umstellung. Nicht nur vergrößerte sich unser 
Haushalt von bisher 4 auf 7 Familienmitglieder, sondern wir lebten 
nun auf dem Lande, in einem großen Haus inklusive weitläufigem 
Grundstück. Auch erschien uns die bevorstehende Arbeit 
überwältigend, es gab so viele Projekte, die wir umsetzen wollten. 
Beispielsweise musste das Haus und Nebengebäude entrümpelt und 
repariert, der Garten sowie ein Reisfeld wieder neu angelegt werden, 
sowie vieles mehr. Sobald aber der Anfang gemacht war, begannen 
wir uns einzuleben und einen Überblick über das Leben hier zu 
bekommen. Unsere älteste Tochter Kogomi besuchte bis zur 
Einschulung im April 2019 den lokalen Kindergarten, wo sie sich an 
die Sprache, das Essen und kulturelle Gepflogenheiten gewöhnen, 
und neue Freundschaften schließen konnte. Für sie war der Umzug 

東への旅立ち
児玉・ディントナ アネマリー

10 年前に私が初めてここ長野県東御（とうみ）市にある
児玉家住宅を訪れた思い出は、今も私の心に深く刻まれて
います。古壁の大きさとその美しさに感動し、当時、この
ような建物で生活することがどのようなものかを想像いた
しました。この家は、私の夫、寧（ねい）の家族が夏の別
荘として使用しているだけでした。

私たち夫婦はドイツへの帰国直前に、この長野を旅行し
たのでした。この一年半前（2009 年）に、私たちは有機
農場に住み込んで働き、北海道の冬のニセコで知り合いま
した。寧はそちらの家の改修工事を手伝い、私たちは一緒
になって家畜や、花と野菜の栽培畑を世話していました。
この滞在で、人間と家畜と自然の調和のとれた共同生活が
どのように形成されているかを体験し、また観察するため
の思い出深い研修期間でした。今思い返すと、この田舎生
活はその後の東御での生活の準備となりました。寧は庭や
田畑や感慨深い家について、また一度はそこで生活し働き
たいと思っている彼の夢について私に説明していました。
しかし私たちがその夢を実現できるまでには、それから 8
年かけねばなりませんでした。

私たちは、ドイツのチュービンゲン市に住み、私は大学
で日本の歴史と文化および民俗学を勉強し、その間に私た
ちの娘の心美（こごみ）が 2012 年に、和波（ななみ）が
2017 年に生まれました。寧の父が私たちに家屋の保存と
ワインぶどうの栽培の手伝いを依頼してきたので、2018
年に日本へ行くことを決断しました。寧のご両親はその少
し前に、このプロジェクトを行うため東御市に本格的に引っ
越してきました。私が大学を卒業し、心美が小学校に入学
する前で、日本の学校に入学できるとてもいい時期だと思
いました。全く別の新しい生活への大きな一歩を、単に飛
行機に乗るだけで急いで踏み出したくありませんでした。
私たちはゆっくり時間を掛けて東へ向かう方法を選択しま
した。まず飛行機でベルリンからモスクワに向かい、その
あとはシベリア鉄道でモスクワからウラジオストクまで、
いくつもの途中滞在を経て長い時間をかけて旅しました。
さらにフェリーで韓国を経由して、境港に着きました。そ
の後、鈍行列車で海沿いをのんびり走り、更に内陸に向か
い北へと走りました。3 週間に渡る想像以上のエキサイティ
ングで波瀾万丈な引っ越し旅行を終えて、2018 年 10 月
22 日に目的地である東御に到着しました。私たちは様々な
風景やタイムゾーンを通過し、人々や食事、建物などが日
に日に変化し、しかも全てが少しずつアジア風になってい
くことを体感しました。

新居での最初の 1 ヶ月は、当然私たちにとってすべてが
急激な転換期でした。世帯はこれまでの 4 人家族から 7 人
家族の大所帯となり、広大な土地と大きな家がある田舎に
住むことになりました。また、やるべき仕事に圧倒されそ
うになり、私たちが改善したいと思ったプロジェクトもた
くさんありました。例えば、家屋や納屋を片付け修理しな
ければなりませんでしたし、庭や田んぼを新しく整地しな
ければなりませんでした。それ以外にもやるべきことが山
積していました。

しかし早い段階で着
手出来たので、私たち
はそれに慣れてゆき、
ここで暮らしの展望が
見えてきました。

長女の心美は学校に
入学する 2019 年 4 月
まで地元の幼稚園に通
い、そこで言語、食べ物、
そして文化的な習慣に
も慣れ、新しく友達を
つくることができまし
た。ドイツで友達と別

シリーズシリーズ

Japan und ichJapan und ich
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mit all seinen Umstellungen wohl am schwierigsten, da sie all ihre 
Freunde in Deutschland zurücklassen musste. Nichtsdestotrotz haben 
wir aber jetzt das Gefühl, dass sie sich hier an Schule sehr wohlfühlt. 
Ferner versuchen wir den Kontakt mit Familie und Freunden in 
Deutschland zu pflegen, inklusive längerer Aufenthalte dort, sowie 
Besuche von der deutschen Oma hier bei uns.
Das ca. 130 Jahre alte Kodama Haus selbst wurde für die 
Ururgroßmut te r  me ines  Mannes  e rbaut ,  m i t  dem Zweck , 
Seidenraupenzucht zu betreiben. Zum Grundstück gehören ein großer 
japanischer Garten inklusive Wasserlandschaft und Koi Fischen, 
diverse Außengebäude und mehrere Felder sowie ein Waldgrundstück 
mit kleinem Berg. Da das Haus denkmalgeschützt ist, sind Räume, 
Wände,  und zum Tei l  auch die  Inneneinr ichtung noch im 
Originalzustand. Dies ist sehr schön anzuschauen, aber für eine Familie 
aus dem 21 Jahrhundert manchmal etwas unpraktisch sowie im Winter 
auch recht kühl. Gerade in der Anfangszeit war es schwierig unserer 
jüngsten Tochter beizubringen, nicht die Shouji (Reispapiertüren) zu 
durchlöchern, ein beliebtes Spiel ihrerseits. Auch erweist sich auch jetzt 
noch das Verstauen von alltäglich benutzten Dingen als schwierig, da 
der Platz für Schränke recht begrenzt ist. Denn die Räume hier sind 
zwar groß, haben aber alle mindestens drei Schiebetüren, die entweder 
in die angrenzenden Zimmer, oder nach außen führen. 
Die positiven Aspekte hier zu wohnen überragen aber dennoch bei 
weitem. Manchmal komme ich mir vor, als lebten wir in einem Museum, 
gemeinsam mit den alten Seelen der Vorfahren. Der Duft des alten 
Holzes, die alten Besucherräume mit ihren wunderschönen verzierten 
Türen und Wandbildern, die alten Bäume und Steine im Garten, und 
die atemberaubende Aussicht auf die Berge sind unbeschreiblich, und 
geben uns das Gefühl, als wäre hier die Zeit einfach stehen geblieben. 
Auch entdecken wir immer wieder Überbleibsel aus vergangenen Zeiten 
wie Arbeitsgeräte, Kleidung, Schriftstücke, Briefe, Bilder, Fotografi en 
und vieles mehr. Vor allem den alten Geschichten von Neis Großvater 
(jetzt 98 Jahre alt) über das Alltagsleben von damals zu lauschen, 
und seine Kindheit mit der unserer Kinder hier in diesem Haus zu 
vergleichen ist immer wieder spannend. Seine Erzählungen sind ein 
wahrer Schatz, und die Mädchen lieben es, mit ihm Zeit zu verbringen. 

Wi r  haben  w i rk l i ch  das 
Gefühl, dieses alte Haus freut 
sich über die Kinder, die nun 
wieder in ihm spielen, über 
die Freunde, die s ich im 
Garten verstecken, Räume 
und Gebäude, die endlich 
wieder benutzt werden, neue 
Ideen, die wachsen und alles 
wieder beleben.
Viele Jahre war das Haus 
unbewohnt, und die Felder 

verpachtet bzw. unbenutzt. Jetzt versuchen wir Stück für Stück alles 
wieder zu kultivieren. Für den Verkauf bauen wir Merlot Wein, Shine 
Muskat Esstrauben und Reis an, wobei wir versuchen, in Bioqualität zu 
produzieren. Für die nächsten Jahre sind noch weiter Weinsorten geplant, 
und wir wollen den Anbau insgesamt vergrößern.
Ferner ziehen wir Gemüse für den Eigenverbrauch in unserem Garten, 
stellen Miso und Hoshi Kaki her, und des weiteren sammeln wir je 
nach Jahreszeit Esskastanien, Walnüsse, Bambussprossen, Kresse, 
Fukinotou und anderes.
Unsere Eier beziehen wir von unseren Hühnern, außerdem haben wir 
viele Obstbäume gepflanzt sowie Dinkel gesät. Denn in Zukunft 
möchten wir uns soweit wie möglich selbst versorgen.
Wir leben nun zwar auf dem Lande isolierter als in Deutschland, mit 
weniger sozialen Kontakten, denn auch diese müssen erst wachsen 
und entstehen, aber dafür mehr im Einklang mit der Natur. In Zukunft 
möchten wir interessierte Menschen willkommen heißen, und ihnen in 
unserem Garten eine Stätte geben, um sich auszutauschen, in eine 
andere vergangene Welt zu tauchen, und gemeinsam über eine 
lebhafte Zukunft nachzudenken.

れなければならなかったため、彼女にとってすべてを変えて
しまった引っ越しは非常に難しいものだったことでしょう。
しかし今では彼女が学校で楽しく過ごしていると感じていま
す。ドイツでの長期滞在やドイツの祖母の来日を含め、今後
もドイツにいる家族や友人と連絡を取り続けるつもりです。

約 130 年の歴史を持つ児玉家住宅は、夫の高祖母の代に
養蚕のために建てられました。この敷地には、鯉が泳ぐ池を
含む日本庭園があり、幾つかの長屋や蔵や多くの田畑、そし
て林におおわれた里山があります。児玉家住宅は国の登録有
形文化財に指定されており、部屋や壁、さらに室内の装飾の
一部はオリジナルのままです。住宅はとても美しく見えます
が、21 世紀に生きる私たち家族にとっては時々不便です。特
に冬はとても寒いです。最初は、下の娘が大好きだった遊び
である障子に穴をあける行為をやめさせるのが大変でした。
また、収納棚の場所が限られているため、日用品をしまうの
は今でも大変です。なぜなら、部屋はたしかに広いのですが、
一つの部屋の三方向が引き戸で仕切きられているからです。

しかしここには住むメリットもそれ以上にとても大きい
のです。私は時々ご先祖様の霊とご一緒にひとつの博物館
に住んでいるような気分になります。古い木の香り、素敵
な襖や屏風絵が置かれた来客用の部屋、庭の古い木々や石、
そして息を呑むような山々の風景は筆舌しがたく、また時
間が止まっているかのような錯覚をもたらします。そして、
遠い昔の作業道具、着物、筆記用具、手紙、絵画や写真な
どたくさんのものを度々発見しています。特に、現在 98
歳になる寧の祖父から聞く当時の日常生活や、彼の子供時
代と現在この家に住む私たちの子どもたちの暮らしを比べ
るのは、いつも興味深いです。彼の話は本物の宝物であり、
娘たちは彼と過ごす時間が大好きです。

この家で遊んだり庭
でかくれんぼをしてい
る子供たち、再び使わ
れ始めた部屋や建物、
さらに新たに思い浮か
ぶアイデアなど、活気
づいたすべてのものに
対してこの古い家が喜
んでいるような気がし
ます。この家は長い間、
人が住んでおらず、田
畑は貸し出されていた
か、使われていません
でした。しかし私たち
は今、少しずつですが

全てを再び元に戻そうとしています。私たちは販売用に、
有機栽培でメルローワイン、シャインマスカットそして米
を作る挑戦をしています。今年はワインの種類を増やし、
全体的に規模を大きくしたいです。それから家庭菜園の野
菜を収穫し、味噌や干し柿をつくります。季節に応じて栗、
クルミ、タケノコ、クレソン、ふきのとうなどを採りに行
きます。家で飼っている鶏から卵をもらい、果物やスペル
ト小麦の種を撒きました。なぜならば、将来できるだけ自
給自足の生活ができることを目指しているからです。

今は私たちはたしかにドイツの時より社会的接点が少な
い田舎に住んでいますが、これからは自然との調和を大切
にしつつ、社会的接点をもっと増やし、根付かせる必要が
あります。将来的には、お互いに意見を交換し、昔の世界
に浸り、または活力ある未来の世界について思い巡らして
頂くために、関心のある皆様には是非我が家の庭を提供し、
歓迎したいと強く希望しています。

著者プロフィール：1986年ドイツ、エアフルト生まれ。2005年アビトゥアの後、5年にわたりオーストラリア、ニュージーランド、イギリス、日本で仕事をしな
がら旅する。のちに夫となる児玉寧氏と2009年にスキーリゾートのニセコで出会い、2010年共にドイツに居を移す。チュービンゲン大学で日本学と民俗学を専
攻。2人の娘を出産後、2018年10月に日本に移住。趣味は読書、サイクリング、山歩き。今年から次女が幼稚園に行くので、それを機に野菜作りにも従事したい。
E-Mail: dintadent@yahoo.de   Facebook（著者の義父、児玉 俊一氏のサイト）: https://www.facebook.com/shunichi.kodama.5/
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モーツァルトとその音楽
稲川照芳（元在ハンガリー特命全権大使 日独協会会員）

はじめに　
新型コロナウイルス拡大のなか、自粛生活の中にあった2020年

の春から夏にかけて私はバッハからマーラー、更にコダーイまでの
種々の音楽を、これまで私が集めていた CDを聴いて過ごした。
その中で私個人にとって思い出深いのはモーツァルトであった。

音楽に素人の私がモーツァルトに本格的に興味を持ったの
は、80 年代の始めのプラハに勤務した時であった。勿論その
当時はプラハを含めて共産主義の締め付け下にあり、隣国ポー
ランドでは「連帯」の抵抗運動が激しくなり、我々大使館員も
非常に緊張していた。

勿論現地の人々との交際も厳しく限られていた。こうした中
でのオペラ鑑賞は数少ない楽しみだった。そんな中で、かつて
モーツァルトが 1788 年秋にオペラ『ドン・ジョバンニ』を初
演したティルヴォヴァ劇場でそのオペラを鑑賞する機会を何度
か得た。モーツァルトがそのオペラの序曲を初演の日の朝に完
成したといわれるプラハ郊外にあるベルトラムカの屋敷（友人
ドウシェックの別荘）を訪れたこともあった。

そもそも私がモーツァルトに関心を持ったのは高校 3年生の
時、随筆家の小林秀雄がモーツァルトの交響曲第 40 番ト短調
について書いているのを読んでからであった。1965 年秋に生
まれて初めてオペラを鑑賞する機会を持った。ミュンヘンの国
立劇場で観たドイツ語のオペラ『魔笛』であった。また日本で
大学 4年生の時、大学の合唱団でモーツァルトの『レクイエム』
を歌ったが、71 年には西ドイツのチュービンゲン大学の合唱
団でまたしても『レクイエム』を歌った。

モーツァルトは 35 歳と 10 ヶ月少々という短い生涯であっ
たが、その生涯はザルツブルク時代の 25 年間の幼青年時代と
残りの 10 年間少々のウィーン時代に分けられよう。

1．ザルツブルクの時代の後半、1777年末にモーツァルトはミュ
ンヘンとパリ旅行の途中アウグスブルクに立ち寄り ,シュ
タインのピアノ製造工場を訪れ、工場主シュタインにその
当時技術的に最先端を行っていたフォルテピアノの秘密を
聞き出した。モーツァルトの時代には未だピアノは楽器と
して確立しておらず、モーツァルトがピアノを楽器として
定着させた。いずれにせよモーツァルトはピアノに大変熱
心であり、アウグスブルクに立ち寄り、研究を重ね、現に
生涯を通じ多くのピアノ曲を作曲している。更に注目され
るのは、モーツァルトが積極的にクラリネットを重用した
ことである。それは歌劇『魔笛』にも見られるが、彼が死
の少し前に作曲したのがクラリネット協奏曲 K.V.622 であ
ることにもうかがえる。そして更に不思議なことにモーツァ
ルトはザルツブルク時代には、あれほど素晴らしいバイオ
リン曲を作曲していたのに、ウィーンに移ってからはそれ

がなくなっている。何故そうなったのかは私には謎である。
バイオリン奏者であった父レオポルトに対するヴォルフガ
ングの気持ちにあったとする説もあるが不思議である。

2．モーツァルトの生きた時代の時代背景は興味深い。モーツァ
ルトの生まれた年、即ち1756 年はまさにオーストリア連合
軍とプロイセンが 7年にわたって戦った「7年戦争」の始
まる年であった。そして1772 年にはオーストリア、プロイ
セン、ロシアがポーランドを分割した。モーツァルトの晩年
近くには、オーストリアはトルコとの戦争・調整に明け暮
れた。こうした中でもモーツァルトが、ザルツブルクからロー
マ、ミラノ、パリ、ロンドン、ウィーンからプラハ、ベルリ
ンと、欧州を旅するのも大変な苦労があったであろう。

このようなモーツァルトに、現在の統合された欧州人の世
界市民的な姿を垣間見るのは、私だけであろうか？そして興
味深いのは1786 年にウィーンで初演された歌劇『フィガロ
の結婚』がウィーンでは不評であったが、他方でオーストリ
アの支配下にあったチェコの首都プラハでは好評であったこ
とだ。そしてプラハでは次のオペラの上演に『ドン・ジョバ
ンニ』が予定されたことである。因みに当時のウィーンはハ
プスブルク王朝を取りまく貴族が沢山いて、音楽文化の担い
手が貴族であった。『フィガロ』の内容に主として貴族社会
を揶揄している部分があるのは事実である。ハプスブルクの
皇帝ヨゼフⅡ世は、あのオペラはウィーン人の趣味に合わな
い、と評したそうである。他方このオペラの評判が高かった
プラハではオペラの担い手が市民階級であり、この事実はい
ち早く後の市民社会の萌芽が始まっていたのかもしれない。

3．このようにしてウィーンではモーツァルトの音楽に対して
の評価が下がり、モーツァルトの生活は苦しくなっていっ
た。そうした中でも彼の作曲意欲は衰えず、1787 年の夏
には最後の 3つのシンフォニー第 39 番、第 40 番ト短調、
第 41 番ハ長調『ジュピター』と『ドン・ジョバンニ』の
前に、あの美しい『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』
を作曲している。最後のオペラ『魔笛』（1791 年 9 月初演）
は幸いなことに評判がよかった。

4．モーツァルトの経済生活は確かに彼の最後の5～ 6年間は
決して楽ではなかったようであるが、それでも妻コンスタン
ツェにとっては心優しい夫であり、家庭では良き父であった
ようだ。1791 年 6月にバーデンで湯治していたコンスタン
ツェを慰問し、その折に出会った僧侶に依頼されてタダで作
曲した。これが有名な『アヴェ・ヴェルム・コルプス』である。

1791 年 7 月『レクイエム』の作曲を、謎めいた灰色の
マントをまとった男の訪問を受け、依頼されたモーツァル
トは、衰弱の中で弟子のジュスマイヤーを傍らにこの『レ
クイエム』の作曲を続けたが、1791 年の 12 月 4日の深夜
に『レクイエム』の途中に力尽きて亡くなった。

モーツァルトは美しい音楽 626 曲を残して 36 歳足らずのこ
の世での生涯を駆け抜けた。

Die Brücke 編集部からのお願い
4 月号で皆様の「コロナ禍での楽しみ」について日本からだけでなくドイツからもご意見を集めて紹介したいと思っています。コロナ禍
であっても皆さんが見出した喜び、楽しんでいらっしゃることなどありましたらぜひ一言でも短い文章でもかまいませんので、2 月末ま
でに編集部にお寄せください。件名は「コロナ禍の楽しみ」と記載し、会報誌へのお名前の記載を希望しない場合は、イニシアルで記載
しますので、イニシアルをお教えください。
宛先：e-mail: bruecke@jdg.or.jp  FAX: 03-5368-2065

Eine Bitte aus der Redaktion der "Brücke"
Für die nächste April- Ausgabe planen wir, kurze Statements von unseren geschätzten Leserinnen und Lesern zu sammeln, 
die Auskunft darüber geben, worüber Sie sich besonders freuen und was Sie genießen können, auch während der Corona-
Krise. Ein Wort oder ein kurzer Satz von Ihnen genügt. Bitte senden Sie uns bis Ende Februar Ihre Kommentare an: 
E-Mail: bruecke@jdg.or.jp oder per Fax:03-5368-2065. Falls Sie Ihren Namen in der "Brücke" nicht veröffentlicht sehen 
wollen, teilen Sie uns bitte Ihre Initialen mit. 

❷



13

本書は、「旧ドイツ領」を「1871 年に成立するドイツ帝国以来の〈ドイツ統一国家〉に属
したが、そののちにその領域から切り離された諸地域」と定義しつつ、その各地域の歴史を
紹介する一般書です。具体的には、オストプロイセン、ヴェストプロイセン、シュレージエン、
ポーゼン、ヒンターポンメルン、エルザス＝ロートリンゲン、北シュレースヴィヒ、オイペン・
マルメディという 8 つのドイツ帝国構成地域を対象としています。
著者が自著を紹介するというのは少々奇妙ではありますが、それほど長くない文章なので
お付き合い頂ければ幸いです。少しだけ自己紹介をしておけば、私の専門分野はドイツとポー
ランドの境界地域（とりわけシュレージエン／シロンスク）の近現代史で、現在は秀明大学
学校教師学部で助教をしています。

本書は、もともと私ではなく、出版社「パブリブ」の編集者である濱崎誉史朗さんの発案
で執筆企画がスタートしたものでした。濱崎さんは本書以前にも吉田一郎『消滅した国々』（社
会評論社、2012 年）や中国の傀儡国家群を扱った広中一成『ニセチャイナ』（社会評論社、
2013 年）など、「過去に存在したが、現存しない国家・政権」を取り上げた書籍をいくつか
出版しており、そういった発想や視角からの企画立ち上げに長けていたという背景から私に
当該企画をオファーしてくれました。また、各種メタル音楽などの出版や伸井太一『ニセド
イツ』シリーズなどの出版を通じて中東欧への関心を強めていたとのことです。当初は「旧ドイツ領の各地域・各都市を紹介する
ようなガイドブック」を書いてくれないかという提案でしたが、旧ドイツ領の諸都市を実際に巡って調査するのは金銭的・時間的
に現実的ではないため、文献調査でも執筆可能な通史的な叙述が本企画の中心となっていったという経緯があります。
本書の内容を紹介すると、まず「はじめに」で全体の概要・執筆意図を説明しています。そこで「分断された歴史叙述」という

全体を貫くキーワードを挙げて、旧ドイツ領の地域史がこれまで「国民史」の中で細切れの形で紹介されてきたことを問題視します。
そのうえで、旧ドイツ領を政治・宗派・言語などの面で分断を内包する「境界地域」と定義して、そのあり方に即した地域史とし
ての叙述方法を行うことを目指す、とします。
それに続くのが「歴史観光ガイド」の項目です。これは当初の執筆企画を反映したものであり、旧ドイツ領各地域の特色と言え
る建築物・都市・名所を紹介しているものです。一般に歴史本の冒頭に数頁の紹介写真が付くことはありますが、これは 50 頁弱
に及ぶ長大なガイドになっています。こうした試みはあまり例がないように思えて不安要素ではありましたが、この項目の導入に
より読者はいきなり未知の歴史を読まされることなく、ワンクッションを挟んで各地域の歴史について読書していくことになるの
で、結果的にこの構成は良かったと考えています。
さらに、まだ旧ドイツ領史の本題には入らず、歴史観光ガイドのあとには「「旧ドイツ領」史概観」が挿入されています。この章

は、中央ヨーロッパの歴史にあまりなじみがないという一般読者への配慮で執筆したもので、中世以来の当該地域全体の通史を簡
潔に紹介しています。これを読むことで、大きな流れやと枠組みを掴んでもらおうという意図がありました。
そしてようやく、「オストプロイセン」から始まる、8章にわたる旧ドイツ領各地域の歴史へと入っていきます。ここでは最終章

である現ベルギー領「オイペン・マルメディ周辺地域」について取り上げてみたいと思います。これは、本書で取り上げた旧ドイ
ツ領の中で最小の領域を持つ地域であるというだけでなく、日本においてその歴史がほとんど紹介されたことがないという意味で、
本書の新奇性を象徴する地域であるとも考えています。
この地域は中世前期においてはガリア族の王アンビオリクスやロタリンギア王国の支配下にありましたが、10 世紀頃から神聖
ローマ帝国（16-18 世紀にはスペイン領やオーストリア領）の一部となっていきます。それがフランス革命期とナポレオン戦争期
にはフランス領となることが確認されたのですが、ウィーン会議を経てプロイセン領となることが決定されるのです。実はこの地
域の言語はフランス語（ワロン語）とドイツ語の混在状況にあり、ドイツ語話者の存在がプロイセン領となることの一因となった
のです。ドイツ帝国指導部はこの地域の「ドイツ化」を推進しますが、そうした中で第一次世界大戦が勃発し、帝政は崩壊してし
まいます。しかし当初は、このオイペン・マルメディをベルギー側もベルギー領土になるべき地域として認識していませんでした。
パリ講和会議において、当初ベルギー代表団はオイペン・マルメディに関する権利主張を行いませんでしたが、ようやく専門家委
員会が当該地域のベルギーへの割譲を提言するに至ってその要求をするようになるのです。そして 1920 年に実施された形式的な
住民調査を経て、オイペン・マルメディはベルギー領となり、第二次世界大戦期を除いて現在までその国境線は変更されていません。

このオイペン・マルメディのように、旧ドイツ領の各地域に関しては（特に近代国民国家において）「どの国家に属するか」「ど
こに国境線が引かれるか」は全く自明ではなく、様々な歴史的な事象・経験・記憶が積み重なった結果として現在の国境線が成立
していると言えます。そこに住む人々の言語や帰属意識も重層的・複数的であり、現在も常に変化し続けています。現に、オイペ
ンには今でもドイツ語住民が多数居住しており、「ドイツ語共同体」という自治体の中でフランス語圏と日々接触しながら独自の文
化を育んでいます。こうした一筋縄にはいかない複雑で入り組んだ地域・住民とその歴史を、様々な視角から把握してひとつの解
釈や叙述のあり方を提示しようというところに、旧ドイツ領史の面白さや奥深さがあると言えるでしょう。
ここではオイペン・マルメディ以外の地域について、その全貌を紹介する紙幅はないので、是非お手に取って読んで頂ければ著
者として嬉しい限りです。

Die Kulturkiste
＝文化の玉手箱＝ 書書書籍籍籍紹紹紹紹紹紹

介介介介介介介介介介介介介介紹介紹紹介紹

著者による新刊紹介『旧ドイツ領全史』（パブリブ、2020 年）
 衣笠 太朗（秀明大学助教）

『旧ドイツ領全史』
出版社：パブリブ　464 ページ
ISBN：978-4-908468-44-5
価格：3,300 円 +税

著者プロフィール：1988 年、鳥取県生まれ。秀明大学学校教師学部助教。専門はシュレージエン／シロンスクの近現代史。静岡大学人文
学部、神戸大学大学院人文学研究科修士課程、東京大学大学院総合文化研究科博士課程を経て現職。
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11 月 12 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
全講座オンラインで開講
Deutschkurse in der JDG 
Oktober 2020 - März 2021
jeden Di.-So.

新研修生あこさんにドイツ留学・ドイツ

生活について聞いてみよう！ 

11/6 ㈮　19:00 ～ 20:30
Praktikantin Ako spricht über ihr Leben 
in Deutschland 
Datum: Fr., 6. 11. 20, 19.00-20.30
参加者 13 名。私の初めての講演だった
にもかかわらずたくさんの方が参加して
くれました。最近だとインターネットや
本に書いてあることもたくさんあります
し、役に立つ情報もありますが、なかな
か人には聞きづらいことや、実際とは異
なる情報などもあります。特に私のよう
に高校を卒業してすぐにドイツに行くの
は本当に稀なので、もし私と同じように
日本ではなくドイツで大学やビジネスス
クールに通いたい方がいれば、少しでも
アドバイスができればと思いました。
講演はテーマを語学学校、ビジネススクー
ル、移住と大きく3つにわけ、最初に私
から少し説明をした後、参加者の方々か
らの質問に答える形式で行いました。皆
さんからの質問は普段ドイツで生活して
いる私にとっては新鮮なものばかりで、私
自身も気になるような質問もありました。
何より嬉しかったのは、参加者の皆さん
が私の経験談を必要としてくれたことで
す。自分がドイツに移住したときは、頼れ
る人も現地に知り合いもおらず、わからな
いことだらけで大変な思いをしたので、こ
れから移住や留学を考えている方の負担
を少しでも減らせたらなと思っていまし
た。今回それが実現できて本当に嬉しかっ
たです。（ヴィラートあこ）

シュプラッハ・カフェ

11/13㈮　19:00～ 20:30
Sprachcafé
Datum: Fr., 13. 11. 20, 19.00-21.30
今回はファッションの世界についてでし
た。「馬子にも衣裳」というのはよく知
られた言い方でしょう。また、日常生活
において、衣料が重要な役割を果たすと
皆さんは考えていました。今回は特に、
男性の参加者もファッションの話題を嫌
がらなかったのでうれしかったです。ド
イツと日本の様々なデサイナー達を紹介
してから、ドイツの作業着や日本の学生
服、東京のストリートファッションなど
について議論しました。
明治時代に、洋服が日本に入って来て、
日本のファッションスタイルが根本的に
変わりました。興味深いことに、その時

代から日本と西洋の衣服の伝統が混ざり
合い、今でもそれが残っています。日本
では伝統的な衣服が、相変わらず季節の
行事などで人気です。印象的だったのは、
衣服や身だしなみが、仕事をする上で、
大きく感情をサポートするということで
す。職場にふさわしい服装は、1日をプ
ロフェッショナルに乗り切るためのモチ
ベーションを高めます。（山田ダニエル）

独逸塾

11/16 ㈪　 19:00 ～ 21:00
Studiengruppe "Deutschland aktuell"
Datum: Mo.,16. 11. 2020, 19.00-21.00
参加者：22 名。Zoom操作の技術問題に
ついては、会員の辰さん・宮地さん等の
3か月にわたるご指導・ご協力のお陰も
あり、事務局・参加者も、相当習熟して
きたと思われる。今回の読解用テキスト
は、阪本さんご提供の FOCUS-online
（26.10.2020）配信記事。従来のテキス
トは、主にドイツの新聞・雑誌の記事か
ら採用してきたが、今回は、FOCUS社
主宰オンライン上の配信記事を利用し
た。そもそも同社オンラインは、ドイツ
だけなく欧州各国の新聞社・雑誌社から
得た文字情報を伝えるもので、タイム
リーで且つ多岐にわたる点が特色。今回
のテキストは、欧州でも再び猛威を振る
い出した新型コロナウィルスの問題及び
コロナ禍の各国の対応状況についてであ
る。具体的には、各国の感染者数や政治
家の対応状況で、ドイツ（メルケル首相
の対応、バイエルン州の小町村の現状、
連邦議会内の動き）、また小国でもコロ
ナ最悪のベルギー、更には、ロックダウ
ンを検討中のオーストリアなどのニュー
スである。今回テキスト読解は、7人の
方に担当願い、オンライン席上では、各
国の特徴的な動き等のほか、文脈理解・
文法的な解釈といった問題についても、
質問・意見表明など種々議論を頂いた。
なお、例会冒頭、前回例会で検討事項に
なった宿題 2点についても、議論した。
従来より、例会席上での未解決問題につ
いては、次回への宿題としている。また、
オンライン会議では、従来の会議室方式
とは勝手が違う感じはあるが、今回も、
新規お試しの 2名のご参加も頂き、また、
チャットを利用する方もおられ、皆さん
のご協力で、一応、盛会裡に終えること
が出来たと思う。（則滿 洋祐）

シュプラッハ・クナイペ

11/20 ㈮　19:00 ～ 20:30
Sprachkneipe
Datum: Fr., 20. 11. 20, 19.00-20.30
テーマは「ドイツと日本の季節の果物」
でした。今回は 6人の方ともう一人の研
修生のダニエルさんも参加してくれまし
た。プレゼンテーションの中では、季節

の果物だけではなく日本ではあまり見か
けないドイツではポピュラーな果物や、
ドイツで人気なリンゴの種類など果物に
関連したことも皆さんとシェアしまし
た。皆さんからいろいろと質問をいただ
いたり、みんなで発音の練習などもでき
て、とてもインターラクティブなイベン
トになりました。ご参加いただきありが
とうございました！（ヴィラートあこ）

ドイツ時事問題研究会 

11/21 ㈯　15:00 ～ 17:00
Gesprächkreis: Neuigkeiten aus 
Deutschland
Datum: Sa., 21. 11. 20, 15.00-17.00
当月の主なトピックスとして①コロナウ
イルス感染拡大と Lock down lightの決
定、②次期首相候補ともいえる党首選出
のための CDU党大会の延期と候補者の
動向、③気候政策と拡大する再生可能エ
ネルギーの利用、④経済諮問委員会の経
済情勢鑑定と政府への勧告、⑤ VW排
ガス不正問題の展開などを採り上げ、
データや背景事情などを報告。
今回のテーマとしては、⑴なお決着がつか
ない英国の EU離脱交渉について、これ
までの経緯、主な争点、離脱後の見通し
などを新井さんから報告いただいき、⑵前
回時間切れとなった「ドイツの大学改革」
について堀さんからドイツの学位、中でも
Magisterおよび Doktorについて資格要件
や位置づけをご自身の経験を交えて紹介
いただいた。また、⑶継続テーマのドイツ
と日本の生産性の差については、飯塚さ
んから地理、地形、気候の観点から、ドイ
ツが備えた貿易の拡大、社会資本の蓄積
に有利な条件について報告いただいた。
各テーマについては予定時間終了後の反
省会で活発な質疑応答を行った。

（伊崎 捷治）

ドイツ語圏文化セミナー 145

おいしいドイツに、会いに行く？

〜今年はお家でフェーダーヴァイサー /

シュトゥルムを楽しもう〜

11/23（月・祝）15:00 ～ 17:00
Kultur 145; Neuer Wein, alte Tradition-
Federweißer stürmt Tokyo
Datum: Mo., 23. 11. 20, 15.00-17.00
オンラインイベントへの参加人数は 36
名。ワインになる前の発酵途中のワイン
をドイツではフェーダーヴァイサー、
オーストリアではシュトゥルムと呼びま
すが、協会ではここ数年この飲み物を楽
しむイベントを開催してきました。今年
も山形の月山トラヤワイナリーさんの作
る日本産のものを皆さんと一緒に飲みた
いと考えてきましたが、コロナウィルス
感染状況に鑑み、参加者には事前に
フェーダーヴァイサーを購入いただき、
それぞれのお家からオンラインで参加い
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ただき、一緒に飲みながらドイツからご
帰国されたばかりのライター、久保田由
希さんによるお話を聞いていただきまし
た。久保田さんからはドイツの美味しい
ものや産地のお話の他、コロナ禍ではど
のような食のトレンドがあったかという
ことにも触れていただきました。ドイツ
ではロックダウンになったとたん、パス
タや小麦粉も買い占められたそうです。
家にこもる時間が多い中、ケーキを焼く
家庭も多かったとか。いつもとは違った
形にはなりましたが、今年も皆さんと一
緒にドイツの味覚を味わう時間が過ごせ
てうれしく思いました。

研修生あこさんにドイツ留学・ドイツ生

活について聞いてみよう！ 第二弾

12/12 ㈯　19:00 ～ 20:30
Praktikantin Ako spricht über ihr Leben 
in Deutschland, Teil 2
Datum: Sa., 12. 12. 20, 19.00-20.30
参加者 13 名。第一回目ではドイツに移
住した経緯、ドイツでの生活や語学学校
についてなど、様々なテーマでお話しま
したが、今回はドイツで困ったこと、失
敗談、カルチャーショックなどドイツ生
活でもあまり良くなかったことをリアル
な体験談を交えて皆さんとシェアしまし
た。ドイツで体験した大きなトラブルや、
その経験を通して学んだことなどを皆さ
んとシェアすることで、皆さんがいつか
ドイツに行ったとき同じ経験をせずに済
むようにと思い、今回はこのようなテー
マにしました。講演中はたくさんメモを
取ったり、質問をしてくれたりしてくだ
さったので私も少しでもお役に立てたこ
とを感じ、とても嬉しかったです。

（ヴィラートあこ）

ドイツ時事問題研究会

12/19 ㈯　15:00 ～ 17:00
Gesprächkreis: Neuigkeiten aus Deutschland
Datum: Sa., 19. 12. 20, 15.00-17.00
当月の主なトピックスとして①コロナウ
イルス感染拡大と1月10日までのロック
ダウン決定などの動向　②金属労組の賃
上げ要求（4％）と公共機関労使の賃上
げ妥結（向こう28か月について2段階で
3.2％）　③石炭発電閉鎖の入札で稼働 5

年の新鋭機を含む予想以上の応札 ④
2019 年の移民の純流入が約 33万人など
を採り上げ、データや背景事情などを報告。
今回のテーマとしては、⑴英国の EU離
脱交渉について、主な争点、離脱後の見
通し、合意が成立した EUの中期予算と
コロナ復興基金、気候保護目標のほか、
争点となってきた「法の支配」問題の背
景と意味などを新井さんから報告いただ
いき、⑵「ドイツの大学改革」について、
佐藤さんから増加をたどる専門大学
（Fachhochschule）について多様な能力の
人材の必要性など、増加の要因とその意
義を解説いただいた。
最後は EU理事会議長国としてドイツが
果たした役割、気候保護対策の法制化、
当研究会のオンライン開催決定など2020
年の主な出来事について予定時間終了後
も活発な意見交換を行った。（伊崎 捷治）

冬のお楽しみ企画（ライブ配信）

12/19 ㈯　20:00 ～ 22:00
Lass uns zusammen den Winter feiern!
Datum: Sa., 19. 12. 20, 20.00-22.00
このイベントのレポートは 17 ページに
掲載しています。そちらをご覧ください。

独逸塾

12/21 ㈪　19:00 ～ 21:00
Studiengruppe "Deutschland aktuell"
Datum: Mo., 21. 12. 20, 19.00-21.00
参加者：19 名。当年最後の例会だが、
Zoomオンライン会議方式にて再開して
4回目、ようやく、操作にも慣れてきて、
会議進行もスムーズになってきた。今回
の読解テキストは、前回 11 月例会から
の繰り越しで、阪本さんご提供の
FOCUS-online（26.10.2020）配信記事の
後半の未読部分。まずは、前回例会で問
題になった宿題について、世話役の方か
らその取り纏め結果の報告があり、議論
した。今回輪読部分のテーマは、コロナ
禍における欧州各国の対応状況とドイツ
各地の特徴的事項についての 7 つの記
事。具体的には、フランスとイタリアに
おける感染者数の爆発的拡大状況、米国
の状況と同国大統領府主席補佐官の見
解、ドイツ各州のコロナ関連数値の比較、
メルケル首相のビデオ会議の模様、ニー
ダーザクセン州学校の冬休み繰り上げ開
始、ベルリンでの反コロナ・デモ、など
の個別ニュースである。今回読解は、7
人の方に担当願い、オンライン席上では、
個別ニュースごとに、記事内容の理解の
ほか、文法的な解釈などの問題について
も、質問・意見表明など、種々議論を頂
いた。なお、当月例会用に用意したテキ
スト記事≪ノーベル化学賞＝遺伝子工学
＝≫は、読解未了となり、次回来年 1月
例会への繰り越しとなった。（則滿洋祐）

シュプラッハ・クナイペ

12/21㈪　19:00～ 20:30
Sprachkneipe
参加者7名。テーマは「知っておきたい使
えるドイツ語表現集」。研修生あこさんがド
イツでの生活で実際によく使われているけ
れども教科書などでは学ぶことのない表現
を教えてくれました。「Ach, so.」「Oder?」
「Was?」や「Na?」などの相槌や、「Komm 

gut nach Hause!」などの会話で使える便利
な表現を、例文を交えて教えてもらえ、コ
ミュニケーションでとても便利だと感じま
した。後半には、会話によく出てくる慣用
句や若者が使うスラングも教えてもらいま
した。「Das A und O」（最重要事項）や
「Schwein haben」（ラッキーだ）など、知ら
なければ意味が想像しにくいですね。参加
者の皆さんも一生懸命これらの言葉をメモ
して覚えようとされていました。ぜひ将来
ドイツで使ってみてください！

ドイツ語圏文化セミナー 146

「Weihnachtstreffen „Lasst uns froh 

und munter sein“」

12/22 ㈫　19:00～ 20:30
Kulturseminar 146; Weihnachtstreffen 
„Lasst uns froh und munter sein“
Datum: Di., 22. 12. 20, 19.00-20.30
参加者6名。今回はドイツ語圏のクリスマ
ス文化についてお話しました。ドイツとオー
ストリアでは、クリスマスから年末年始を
家族や友人と一緒に祝うことが重要とされ
ています。今年のクリスマスはコロナ禍の
せいで例年に比べて縮小し少し違う風に
行われたかもしれません。
現在のヨーロッパのクリスマスの祝い方は
19世紀から形成され、日本には明治時代
に入ってきたと言われています。日独両国
では現在のクリスマスは商業化され、あま
り信仰に基づかないスタイルになりました。
イベントの最初に実施した質疑応答で、ク
リスマスにドイツに滞在したことがあるかを
聞いてみました。それから、ドイツの家族
の典型的なクリスマスの過ごし方を説明し、
クリスマスに関するクイズに挑戦しました。
Die drei heiligen Königeは誰か、ニコラウ
スは誰か、ドイツ人にとって一番好きなク
リスマス料理はなにか、などです。最後に
ウイーン少年合唱団の演奏とともに「きよ
しこの夜」を歌いました。（山田ダニエル）

11 月 12 月の活動報告
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第一次ロックダウンの生活 in ベルリン
ヴィラートあこ（日独協会研修生）

2020年 3月17日ベルリンでのロックダウンは急
に始まった。2020年 3月1日にベルリンで最初の
感染者が確認されてから、たった十数日でロックダ
ウンが要請され、スーパーマーケットやドラッグス
トアなどの生活用品店以外の施設はすべて閉鎖され、
必要最低限以外の外出は禁止、友達や家族と会うこ
とでさえできなくなった。もちろん学校や大学も閉
鎖されたため、毎日学校に行き、学校の後はカフェ
で勉強したり友達との会話に花を咲かせ、ジムに行っ
て運動をして、買い物に行き、夜は食べたいものを
作って食べる。そんな私の普段の生活はたった一日
で180度変わってしまった。授業はすべてオンライ
ンに移行され、毎日出される課題を期限までにこな
し、家から出るのは近所を散歩するときと、たまに
行く食料の買い出しくらいで、それ以外の時間はた
だ家の中でできることを淡々とするだけだった。
こう書くと然も辛い生活だったかのように聞こえる
が、実際はどうだろうか。私はこのロックダウン中
非常に充実した生活を送っていた。もちろん家から
あまり出られない生活は運動できない分、気が滅入
ることもあったが、それ以上に今まで手を付けるこ
とができなかったことができる喜びの方が大きかっ
た。毎朝早起きしてヨガをして、夫と一緒に朝食を
食べて、散歩に行って、絵を描いて、読書して、お
菓子を作って、ギターを弾いて、家じゅうを掃除し
てピカピカの床で寝そべって、音楽を聴いて、好き
な時に好きなペースで勉強して、疲れたらベランダ
でコーヒーを飲みながらお菓子を食べる。こんなに
平和な日々を送っているのに、すぐそばでは未知の
ウイルスが猛威を振るっているなんて到底信じられ
なかった。運動があまりできない分、食事面で気を
付けようと一から自分の食生活も見直した。食べた
ものをすべて記入することで、自分の食事に何が足
りないか、何を取りすぎているかを可視化し、それ
に従ってメニューを考えたり、小麦や白砂糖をなる
べく取らないように心掛けたり、できるだけ植物性
の食事に変えたりして、より健康的な食生活を心掛
けることで、精神的にも肉体的にも安定できた。
今までの生活では一日の大半を学校と勉強に時間
を取られて時間にも精神的にも余裕がなかったため、
好きなことをできるおかげで、このロックダウン中に
驚くほどメンタルを回復できた。もちろん新型コロ
ナウイルスが流行ってよかったとは思わない。しか
しこんな状況でも少しでも自分のための時間を作り、
自分自身と向き合い、見直すことが出来たのは本当
に良かった。このウイルスの一日でも早い収束を願
うことは言うまでもない。

Leben im ersten Lockdown in Berlin
Ako Willert, Praktikantin der JDG

Am 17. März 2020 begann die Abriegelung in Berlin abrupt: Nur ein Dutzend 
Tage nach der Bestätigung der ersten Fälle in Berlin am 1. März 2020 wurde 
die Abriegelung beantragt, und alle Einrichtungen außer Supermärkten, 
Drogerien und anderen Haushaltswarengeschäften wurden geschlossen. Alle 
Einrichtungen mit Ausnahme von Supermärkten, Drogerien und anderen 
Haushaltswarengeschäften wurden geschlossen. Natürlich waren auch die 
Schulen und Universitäten geschlossen, also mein Leben, dass ich jeden Tag 
zur Schule ging, nach der Schule in einem Café lernte, mit meinen Freunden 
redete, ins Fitnessstudio ging, um zu trainieren, einkaufen ging und abends 
kochte und aß, was ich wollte, hat sich so an nur einem Tag um 180 Grad 
verändert. Alle meine Kurse wurden ins Internet verlegt, ich musste meine 
täglichen Aufgaben bis zum Abgabetermin erledigen, und die einzige Zeit, in 
der ich das Haus verließ, war, um in der Nachbarschaft spazieren zu gehen 
oder hin und wieder Lebensmittel einzukaufen. 

Es klingt, als ob es ein hartes Leben war, aber in Wirklichkeit war es das 
nicht. Ich hatte ein sehr erfülltes Leben während dieser Sperre. Natürlich 
war es manchmal deprimierend, nicht viel aus dem Haus gehen zu können, 
aber die Freude, Dinge tun zu können, die ich vorher nicht tun konnte, war 
noch größer. Ich bin jeden Morgen früh aufgewacht, habe Yoga gemacht, 
mit meinem Mann gefrühstückt, bin spazieren gegangen, habe gemalt, 
gelesen, Süßigkeiten gebacken, Gitarre gespielt, das ganze Haus geputzt, 
mich auf den glänzenden Boden gelegt, Musik gehört, gelernt, wann immer 
ich wollte und in welchem Tempo ich wollte, und wenn ich müde war, habe 
ich auf dem Balkon gesessen, Kaff ee getrunken und Süßigkeiten gegessen. 
wenn ich müde bin. Ich konnte nicht glauben, dass, obwohl ich ein so 
friedliches Leben führte, ein unbekannter Virus direkt neben mir wütete. Da 
ich nicht viel Sport treiben konnte, versuchte ich, mehr auf meine Ernährung 
zu achten und überprüfte meine Essgewohnheiten von Grund auf. Indem ich 
alles aufschrieb, was ich aß, konnte ich mir ein Bild davon machen, was mir 
fehlte und wovon ich zu viel aß. Indem ich meinen Speiseplan entsprechend 
plante, versuchte, Weizen und weißen Zucker so weit wie möglich zu 
vermeiden und auf eine pfl anzliche Ernährung umzusteigen, konnte ich mich 
gesünder ernähren, was mir half, mich mental und körperlich zu 
stabilisieren. Ich konnte mich sowohl mental als auch körperlich stabilisieren. 

Während dieser Sperre konnte ich meine geistige Gesundheit erstaunlich 
gut wiederherstellen, weil ich das tun konnte, worauf ich Lust hatte, denn 
ich hatte vorher nicht viel Zeit und geistigen Freiraum in meinem Leben. 
Natürlich glaube ich nicht, dass es eine gute Sache war, dass das neue 
Coronavirus herumging. Aber es war wirklich gut, dass ich mir auch in 
dieser Situation Zeit 
fü r  m ich nehmen 
konnte,  m ich mi r 
selbst stel len und 
mich neu einschätzen 
konnte. Unnötig zu 
s agen ,  d a s s  i c h 
hoffe, dass dieser 
V irus so bald wie 
m ö g l i c h  u n t e r 
Kontrolle ist.

日独協会 研修生コラム

この写真はベルリンにある自宅からすぐの湖の畔で撮影したもの
で、ロックダウン中は毎日この湖の周りを散歩していた。湖畔には
柳の木が生えていてそこから射し込む陽の光はとても美しい。
Der See in diesem Foto wurde in der Nähe von meiner Wohnung in 
Berlin aufgenommen. Während des Lockdowns sind wir jeden Tag 
um diesen See spaziert. Um den See gibt’s Trauerweide und der 
Sonnenschein durch die Bäume ist unglaublich schön.
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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。
目下、すべてのイベントとドイツ語講座をオンラインで開催し
ています。

■研修生
1 月末をもちまして、ヴィラートあこさんの研修が終了いたし
ました。あこさんは、10月末から 3か月間、ドイツでのビジネ
ススクールのカリキュラムの一環として協会で研修をされ、た
くさんのイベントを通じて、ご自身のドイツ生活で得た知識や

ドイツ語表現を皆さんに伝えてくれました。3月末までは引き
続き山田ダニエルさんが協会のドイツ語圏スタッフとしてイベ
ント等を担当いたします。よろしくお願いいたします。

■年末年始のご挨拶動画および
協会オリジナルカレンダー（スマホ待ち受け用）の配布
イナ・レーペル大使、古森重隆会長、独日協会からのメッセー
ジ動画を協会の YouTubeチャンネルにて公開しております。ぜ
ひご覧ください。下記からご覧いただけます。
https://www.youtube.com/user/JDGTokyo

また、日独協会オリジナルのスマートフォン待ち受け用カレン
ダー（日独の祝日入り）をオンラインで配布しております。カ
レンダーは研修生あこさんがイラスト、文字すべて制作しまし
た。下記サイトよりダウンロードしてお使いください。
bit.ly/3s14cll

日独協会機関紙「Die Brücke 架け橋」第 716 号　　2021 年 2 月 1 日発行／隔月刊
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架け橋

■男性形と女性形があるドイツ語の名詞は少なくない。例えば
教師の男性形は Lehrer、女性形は Lehrerin である。「(特定の人
物ではなく )一般的に教師」と言いたい時には男性形が使われ
ることが多いが、男女平等の観点から Lehrer*in や LehrerIn と
の表記を見ることも増えてきた。この点につき、先ごろ Duden
のオンライン版がいくつかの男性形の名詞の説明を「指示対象
が男性の場合のみに限定する」ように改訂したことをめぐり、
進歩か過剰な配慮か議論を呼んでいる。私としては個々人が自
由に判断して使えばよいと思いつつ、これからドイツ語がどの
ように変わっていくのか興味深く見守っている。（小）
■今月号では伊崎氏による「ドイツの気候政策」が参考になった。
ドイツでは今年から 炭素税が導入され、石炭発電の廃止が始ま
るなど、気候政策が新たな段階に入る。炭素税は自動車用や暖

房用の燃料に課され、1トンあたり25ユーロでスタート、2025
年迄段階的に55ユーロまで引き上げられ、2026年以降は状況に
よって55～ 65ユーロの間で変動することに。 炭素税を導入す
る目的は化石燃料から再生可能エネルギーへの切り替えを促進
し、CO2 の排出量を削減するためで、段階的 に引き上げるのは
切り替えを早く進めた方が得になるように考えられたもので炭素
税収入は電力料金の引き下げに充てられ、家庭への負担増を防
ぐ。ドイツの気候政策は、これまで電力中心に、産業の分野で行
われてきたもの が、これによって、CO2 の排出量の多い交通およ
び国民生活（暖房）にも大きく広がり、国全体として国民の負担
を軽減しつつ2050 年に CO2 ニュートラルの達成をめざす新たな
段階に入ったことになり、我が国にも大いに参考になる。流石ド
イツ。コロナによるリモート・ワークと並ぶ生活革命である。（金）

編
集
後
記

去る 12 月 19 日㈯ 20 時より、ライブ配信イベントを開催しまし
た。昨年は毎年恒例の「クリスマスの集い」もコロナ禍で開催でき
ませんでしたが、少しでも皆様に楽しんでいただければということ
で、協会事務局員と上野弥生理事が、協力者の力を得てこの配信イ
ベントを実行いたしました。

イベント冒頭では、イナ・レーペル大使と古森重隆会長が、日独
協会会員と関係者にあてたビデオメッセージを紹介し、続いて、元協
会スタッフで昨年ドイツに帰国した鎌田タベアさんにドイツから現地
のクリスマスの雰囲気を伝えてもらいました。大使は昨年コロナ禍に
あってもいくつかの日独協会を訪問され、東京の事務所にも 11 月
27 日に訪問。協会の活動についてご説明する機会がありました。動
画の中でも協会の活動について高い評価をいただき、今年の日独交

流 160 周年についても協力し
て臨むことを期待されている
のがうかがえました。タベアさ
んからは、飾った後のクリスマ
スツリーを森に植樹するという
サービスがドイツにはあること
をお話しいただき、さすがエコ
先進国ドイツ、と感心しました。

続いては協会イベントにもよく登壇いただいているマライ・メン
トラインさん神島大輔さんご夫妻に、冬に楽しみたいドイツ映画、
ドラマについて初級・中級・上級編に分けてご紹介いただきました。
日本でも配信や DVD で視聴可能なものを紹介いただいたので、実
際にこの休みにご覧になった方も多くいたのではないでしょうか？ 
後半は、日独協会の歴史や事務所に関するマニアックなクイズに続
き、全会員を対象に福引を開催しました。インターネット上にある
福引アプリを使用してコンピューターに抽選を任せました。福引商
品とご提供いただきました企業・団体様のお名前、当選者の会員番
号およびイニシアル（姓名の順）を記載いたします。当選者の皆様、
おめでとうございます。当選者には、おって事務局から確認のご連

絡をさせていただき、ご本人の了解を得たうえで 4 月号で氏名を発
表させていただきます。この度は急なお願いにも関わらず素敵な賞
品をご提供いただいたご協力者の皆様のおかげで配信イベントも一
層盛り上がりました。この場を借りて再度厚く御礼申し上げます。
 

日独協会グッズ詰め合わせ
（提供：（公財）日独協会）：　
20080278-01　K.N. 様

「ふわふわのくま」シリーズ　カレンダー & エコバック
（提供：原田みどり様）：　
20080122-01 H.H. 様

チェキ「instax mini90 NEO CLASSIC」
（提供：富士フイルムホールディングス株式会社様）：
20080220-01　K.A. 様

ドイツ文化事典
（提供：丸善出版株式会社様）：
20110082-0　Y.K. 様

シュタイフ テディベア フィン
（提供：一般財団法人 日本玩具文化財団様）：
20180017-05　K.R. 様 /
20080146-01　I.J. 様

 
今回の配信イベントは、予定時間を大幅に越えてしまったことな

ど反省点も多くありますが、無事に開催でき、うれしく思っており
ます。賞品をご提供いただきました皆様、イベントにお力添えいた
だきました皆様、いろいろ不慣れな点も多かった配信をご覧いただ
いた皆様に心より感謝申し上げます。

こちらのイベントの様子は 2 月末まで下記の協会 YouTube チャ
ンネルで配信予定です。https://bit.ly/3ijIHYH

オンライン配信イベント「冬のお楽しみ企画」レポートおよび福引結果発表！
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