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表紙の言葉
春にドイツを訪れたことがある人は、市場で白アスパラガ

スが山のように売られているのに遭遇したと思います。白ア
スパラガスはドイツ語でシュパーゲル（Spargel）と呼ばれ、
4月に入ってから店先に並ぶようになり、収穫は 6月 24日
の聖ヨハネの日までと決められています。桜の季節に日本の
人々が浮かれるのと同じように、ドイツの人々もシュパーゲ
ルに対しては落ち着いていられないような印象を受けます。

シュパーゲルは、緑のアスパラガスより甘く水分が多い
のが特徴です。茹でて、オランデーズソースという濃厚な
ソースをかけていただいたり、クリームスープにするのが
一般的なようですが、在独邦人の間では、バター醤油をか
けたり、天ぷら、炊き込みご飯などの和風なアレンジを楽
しんでいる方も多いようです。

太陽光を浴びて育つ緑のアスパラガスとは対象的に、
シュパーゲルは日光に当てないように土の中で育てられま
す。収穫は手作業で行われ、かぶせていたビニールを開け
て、周りの土を取り払ってから、専用の器具を使って刈り
取るという手間のかかる大仕事です。この作業は多くは東
欧からの出稼ぎ季節労働者によって賄われてきましたが、
近年は人材の確保、昨年からはコロナ禍における労働者た
ちの健康対策の不備などの問題も多いようです。

最近は日本でも北海道や長野、佐賀でシュパーゲルが栽
培されています。インターネットで国産の販売サイトを見
てみると、購入者の評価も割と高いようです。もちろんド
イツで購入するよりお値段はお高めですが、次にドイツに
行くまで我慢できない！という方は国産のシュパーゲルを
楽しむのも良いのではないでしょうか。

菊池 菜穂子（日独協会職員）

Zum Titelbild
Wenn Sie einmal im Frühling in Deutschland waren, haben Sie 
wahrscheinlich Berge von weißem Spargel gesehen, die auf den 
Märkten verkauft wurden. White Asparagus heißt auf Deutsch 
"Spargel" und kommt ab April in die Läden, aber nur bis zum 24. 
Juni, dem Johannistag, kann er geerntet werden. So wie die Japa-
ner sich auf die Kirschblütenzeit freuen, scheinen die Deutschen 
genauso unruhig auf den Spargel zu sein.

Spargel ist süßer und hat mehr Wasser als grüner Spargel. Nor-
malerweise wird er gekocht und mit einer dicken Soße namens 
Sauce Hollandaise serviert oder als Cremesuppe gegessen. Viele 
in Deutschland lebende Japaner genießen auch japanische Arran-
gements; sie übergießen ihn mit Butter und Sojasoße, kochen ihn 
mit Reis oder frittieren ihn als Tempura.

Im Gegensatz zum grünen Spargel, der in der Sonne wächst, wird 
weißer Spargel in der Erde, also nicht in der Sonne, angebaut. Er 
wird von Hand geerntet, d.h. die Plastikhülle wird geöffnet, die 
umgebende Erde entfernt und dann mit speziellen Geräten geern-
tet. Der größte Teil dieser Arbeit wurde von zugewanderten Sai-
sonarbeitern aus Osteuropa erledigt, aber in den letzten Jahren 
gab es viele Probleme, wie z.B. die Sicherung von Arbeitskräften 
und seit letztem Jahr unzureichende Gesundheitsmaßnahmen für 
die Arbeiter unter der Corona-Pandemie.

In den letzten Jahren wurde der Spargel in Hokkaido, Nagano 
und Saga in Japan angebaut. Wenn Sie sich inländische Verkaufs-
seiten im Internet ansehen, werden Sie feststellen, dass die Be-
wertungen der Käufer ziemlich gut sind. Natürlich ist der Preis 
höher als in Deutschland, wenn Sie jedoch nicht bis zu Ihrer 
nächsten Reise nach Deutschland warten können, sollten Sie viel-
leicht auch den heimischen Spargel genießen.

Nahoko Kikuchi (Angestellte der JDG)



1

Liebe Freunde in Japan,

ich bin dankbar für die Gelegenheit, Ihnen auf diesem Weg einen Gruß senden zu dürfen. Ich hoffe 
auch, dass es Ihnen allen in diesen schwierigen Zeiten gut geht.

Etwas Trauriges zu Beginn: Einer der Menschen, der unsere Arbeit seit Jahrzehnten geprägt hat, 
ist kürzlich verstorben. Wie Sie trauere ich um den Verlust von Botschafter Keizo Kimura. Als 
Kollege und Freund war Botschafter Kimura mit seinem Engagement für die deutsch-japanischen 
Beziehungen für uns alle ein Vorbild. Lassen Sie uns unsere Arbeit in seinem Sinne fortsetzen!

Das Jahr 2021 ist eines, in dem wir aus gutem Grund zehn Jahre zurückblicken. 

Im Jahr 2011 traf eine dreifache Katastrophe das japanische Volk in erschütternder Weise. Die 
Trauer über die vielen Menschen, die Erdbeben und Tsunami zum Opfer gefallen sind, ist kaum 
schwächer geworden.

Die Katastrophe fiel in das 150. Jahr der Begründung der offiziellen deutsch-japanischen Beziehungen. Wir hatten uns viel vorgenommen. Tatsächlich fanden 
ein abgekürzter Besuch des japanischen Kronprinzen in Deutschland und ein Besuch des deutschen Bundespräsidenten in Japan statt (der längste, den je ein 
deutsches Staatsoberhaupt in Japan gemacht hat). Dennoch standen alle Veranstaltungen im Schatten der Katastrophe. Und trotzdem: Es ist mit Hilfe der 
Japanisch-Deutschen Gesellschaften gelungen, mehr als 1000 Veranstaltungen in ganz Japan durchzuführen. Und zugleich haben sich die Deutsch-
Japanischen Gesellschaften ganz bewundernswert bemüht, den Menschen in Tohoku zu helfen, wo nur immer möglich. Zahlreiche der damals begonnenen 
Projekte laufen auch heute noch. Sie zeugen von der tiefen Verbundenheit der Menschen unserer beiden Länder miteinander.

Auch dieses Jahr, das 160. Jahr seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen, steht im Schatten einer Naturkatastrophe. Diesmal ist es eine, die die ganze 
Menschheit betrifft. Sie betrifft auch uns, die Bürger unserer beiden Länder in zutiefst tragischer Gestalt. Und so ist es um so schwerer, den eigentlich schönen 
Anlass des Jubiläums gebührend zu feiern. Vieles ist durch das Internet möglich. Zahlreiche unserer Gesellschaften sind äußerst aktiv online tätig. Aber dabei 
fehlt die persönliche Begegnung. So lässt sich vieles nur symbolisch erreichen. Zum Beispiel hat die Bundesregierung, einer Anregung unseres Verbandes 
Deutsch-Japanischer Gesellschaften folgend, die neue Institution einer Schirmherrschaft für die deutsch-japanischen Jugendbeziehungen geschaffen. Die erste 
Schirmherrin wird Frau Franziska Giffey, die deutsche Ministerin für Jugend und Familie, sein. So gelingt es, hier und da Zeichen zu setzen. 

Mit diesem Bewusstsein und dem Mut, den wir zeigen, uns weiter für unsere Ziele und Ideale einzusetzen, schauen wir in die Zukunft. Mit Ihnen allen 
gemeinsam freue ich mich voller fröhlicher Zuversicht auf die nächste Gelegenheit einer persönlichen Begegnung.

Mit meinen besten Wünschen - „bleiben Sie gesund!“ -

und mit sehr herzlichen Grüßen des Verbandes der Deutsch-Japanischen Gesellschaften

bin ich Ihr

Volker Stanzel
Präsident des Verbandes Deutsch-Japanischer Gesellschaften e. V.

PS: Mit großem Bedauern haben wir soeben die Nachricht erhalten, dass Frau Giffey von ihrem Posten als Ministerin zurückgetreten ist. Wir gehen davon 
aus, dass ihre Nachfolgerin die Schirmherrschaft übernimmt und werden dies baldmöglichst feststellen.

親愛なる皆様へ

このような形でご挨拶させていただく機会をいただき、感謝しております。また、この大変な時期ではありますが、皆様もお元気でお過ご
しのことと存じます。

私たちの仕事を何十年にもわたって形作ってきた方が先日お亡くなりになりました。皆様と同様、私も木村敬三大使の死を悼んでおります。同僚
であり友人でもある木村大使の日独関係への取り組みは、私たちの模範となるものでした。私たちも彼の精神に基づいて仕事を続けていきましょう。

2021 年の今、丁度 10 年前を振り返らずにはいられません。大変痛ましい記憶があるからです。2011 年、日本で三
さんじゅう

重の災害が発生しました。
犠牲になった多くの方々の悲しみは、今でも消える事はありません。
この災害は、日独公式関係樹立 150 周年の年と重なっていました。願い通り、日本の皇太子殿下のドイツ訪問とドイツの大統領の日本訪問

（ドイツの国家元首としては最長の訪問）が実現しました。とはいえ、すべてのイベントは震災の影に隠れてしまいました。しかし、日独協
会の協力により、日本全国で 1000 回以上のイベントを開催することができました。そして同時に、独日協会は、可能な限り東北の人々を支
援しようと大きな努力をしてきました。当時始まったプロジェクトの多くは、現在も継続されています。これは両国の人々の深い絆の証です。

国交樹立から 160 年目の今年 2021 年も、自然の災いの影響を受けています。今回は、全人類に関わるものです。そしてそれは、私たち両
国の国民にも大変悲惨な影響を与えています。その為、本来ならば、この素晴らしい記念の年をふさわしい形で祝いたいところですが、それ
が困難になってしまっているのです。しかし現在、多くのことがインターネットで可能になっています。私たちの協会の多くは、オンライン
で非常に活発に活動しています。実際に会う事は不可能とは言え、象徴的な成果をもたらす事はできます。例えば、独日協会連合会の提案を
受けて、ドイツ政府は日独青年交流のための後援会という新しい制度を作りました。最初の後援者 ("Schirmherrin") は、ドイツの青少年・家族
担当大臣である Franziska Giffey (フランツィスカ・ギファイ )氏です。このようにして、あらゆる場に私達の意思表示をする事ができるのです。

こういった認識と、目標や理想に向かって努力し続ける勇気を持って、私たちは未来に向かって進んでいきたいと思っています。

それでは、皆様とまた次の機会に直接お会いできる事を楽しみにしています。最後に、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げて、私と独
日協会連合会からの挨拶とさせていただきます。

フォルカー・シュタンツェル
独日協会連合会会長

追記：Giffey氏が大臣を辞任したというニュースを聞き、大変残念に思います。後任の方に引き継いでいただくことを前提に、早急に確認したいと思います。

Anlässlich des 160-jährigen Jubiläums der deutsch-japanischen Beziehungen
日独交流 160 周年に寄せて
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1 ．ドイツに行かれた経緯をご説明頂けませんか。
　私が大学を卒業した 1958 年ごろの日本では、女性は新聞記
者や放送記者に応募することすら、できませんでした。そんな
中で例外的に 4年制大学を卒業した女性二人を採用し、男性と
全く同じ仕事をさせてくれて、待遇も男性と全く同じという扱
いをしてくれたのが、日経新聞の子会社、ラジオ短波でした。
喜んで一生懸命働いていたのですが、10 年を過ぎた頃、社の
賃金体系に能率給を一部導入することになりました。ところが
実施されてみると、能率給とは名のみで、「女と新人は能率給
の部分はゼロ」と言われました。当時番組制作部の女性は私一
人で、女といっても 10 年選手です。「なぜ早く結婚してやめ
ないのか」という圧力をなんとなく感じていましたが、明らか
な女性差別に怒りました。当時女性が一生働くということは前
提になっていなかったのです。それで、こんな日本にはいられ
ないと思ったのがきっかけですが、ドイツへの転職が実現する
までには 2年ほどかかりました。

　全くの幸運だったのですが、当時ケルンに本拠のあった西ド
イツの国際公共放送、ドイチェヴェレのクラウス・アルテンド
ルフ日本語課長が、女性の編集員（放送記者）を求めていらし
て、私の放送での経験を評価して採用してくださったのです。
1972 年 5 月のことで、その時私は 38 歳になっていました。ド
イツに留学したこともなく、ドイツ語も学生時代に勉強しただ
け、それもほとんど忘れかけたという状況で、非常に不安な思
いでドイツに来ました。ドイチェヴェレとの契約は最初は 3年
という短期間でした。それでも決断したのは自分ながら勇気が
あったと、今では思います。

2 ． 日本の会社からドイツの会社に移られた際にカルチャー
ショックはありませんでしたか？どのような会社文化の差
を感じられましたか？

　ドイチェヴェレは公共放送で、ラジオ短波は小さな特殊な民
間放送ですから、比較にはならないのですが、まずは残業が一
切なかったこと、土曜日曜は原則休みですが、放送のため出勤
した場合には、きちんと代休を取れましたし、有給休暇は最初
は年に 29 日、その後毎年 1日ずつ増えました。風邪をひいて
数日休み、有給休暇をそれに当てようとしたら、秘書に「病欠
は病欠です。年休はそんなことのためにあるのではありません」
と言われてしまいました。最初の年に有給休暇を全部取らな
かったら、部長に呼ばれて「なぜ取らないのか」と叱られまし
た。翌年から、有給に週末を足すと年間 6週間以上ある休暇の
半分は日本に一時帰国するのに使い、半分はヨーロッパ各地を
旅行するのに使いました。ドイツ人たちは毎年お正月にその年の
休暇について計画を立てる人が多く、外国語の勉強のために現
地に滞在したり、旅行に当てたり、講習会に参加したりと、思い
思いの充実した計画を立てます。この長い有給休暇のおかげで
勤労者も人間的な生活ができると、大いに感謝したものです。
　ドイチェヴェレでは、日本語課の女性記者は私一人でしたが、
他の課では女性が大勢働いていて、老いも若きも、結婚してい
ようがいまいが、子供がいようがいまいが、生き生きとして働
いていたことが新鮮に映りました。女性の課長もいましたし、
かなり年配で大きな権限を持つ女性も何人かいて、「民間テレ

ビの女性アナの定年が 30
歳」という日本から来た私
は、とても勇気付けられま
した。27年間、のびのびと
した気持ちで働けたこと、
今はドイツの年金で暮らせ
ることに感謝しています。
私がケルンで働くように
なった1970 年代には、ドイ
ツでもフェミニズム運動が
高まりました。ケルンはそ
の中心地で、ウーマンリブ
の彼女たちとの交流によっ
て、女性が自主的に生きる
ことを学んだ気がします。

3 ．現役時代のドイツでの活動の様子を教えて下さい。
　ドイチェヴェレ日本語課の仕事は、ニュース部からドイツ語
で送られてくるニュースやドイツ語班の記者の書いた解説を日
本語に直して、その原稿を生放送の中で自分で読みあげるとい
う仕事が中心でした。でものちにはドイツ各地で活躍する日本
人にインタビューしたり、興味深いドイツ人にインタビューし
たものを、オリジナルな音を入れながら録音構成風な番組に仕
立てたりという仕事をしました。ドイツの有名な企業、例えば
陶器のローゼンタール社やボールペンのラミー社などを訪問し
てルポルタージュ番組を作るという仕事やドイツの町の知られ
ざる魅力を紹介する番組作りも大変楽しいものでした。しかし、
何と言っても、1989 年 11 月 9日のベルリンの壁崩壊という歴
史的な出来事を経験したこと、その後の東西ドイツ統一に向
かっての困難な歩みを報道したことが忘れられません。

4 ．定年後はどのようにお過ごしですか？
　65 歳で定年になったのが 1999 年の 3月のことで、ちょうど
ドイツ統一後の首都移転の時期に当たりました。首都がボンか
らベルリンに移ったので、フリージャーナリストとして働くつ
もりの私もベルリンに転居しました。2000 年 4 月から 8年間
NHKラジオ深夜便のベルリン通信員を務め、新首都ベルリンの
様子や統一後の課題について生放送の中で電話で伝えました。

　その間東京の未来社から『ドイツとドイツ人、放送記者の眼
から』、『新首都ベルリンから、過去から学ぶドイツ』、『放送記
者ドイツに生きる』の 3部作を出版しました。また 2019 年 4
月には、エリザベート・ザントマン著の『奪われたクリムト　
マリアが「黄金のアデーレ」を取り戻すまで』を日本語に訳し、
梨の木舎から出版しました。

　2011 年 3月 11 日に福島第一原発の過酷な事故が起きた後の
6月、ドイツは段階的脱原発を決定しました。ドイツの脱原発、
エネルギー転換の状況を日本語で伝えるため、8月にベルリン
在住の女性たちで midori1kwh.deというサイトを立ち上げまし
た。その後いろいろな事情で書き手が減りましたが、今でもフ
リージャーナリスト 3人で、エネルギー転換や環境問題だけで
はなく、一般的な政治や社会の状況について発信し続けていま

我が家で、黄金のアデーレのポスターの前で。

ドイツに生きる―ドイツで活動する日本人（1）

　本誌は今年度、日独交流 160 周年を記念し、ドイツの社会に溶け込み、地道に活動されながら、日独間の交流に貢献されている
日本人を紹介いたします。
　第一回目にご登場頂く方は、フリージャーナリストの永井潤子さんです。永井さんは 1958 年にラジオ短波（現ラジオ日経）の
プロデューサーとして働き始め 14 年間勤務された後、1972 年よりケルンのドイチェヴェレ日本語番組の放送記者として定年まで
27 年勤められました。
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す。現在稼働しているドイツの原発は 6基で、今年と来年それ
ぞれ 3基が稼働を停止すると、ドイツの脱原発は完了します。
それを見届けることを、目下の目標にしています。ドイツはそ
の一方でこの 10 年間、ソーラーや風力などの再生可能エネル
ギー促進に力を入れ、現在では再生可能電力はドイツの総発電
量の約半分を占めるまでになっています。

5 ． 海外に長い事お住いの中で、日本の良さとして気づかれた
ことがありましたら、教えてください。

　外国に住んでみて、日本の食生活は素晴らしいと改めて感じ
ています。野菜や穀物、魚を中心としたバランスのとれた日本
の食生活は健康に良いだけではなく、季節感あふれるものです。
日本食は日本文化を象徴しています。温泉と素晴らしい日本食
が恋しいです。

 6 ．個人的に、ドイツに住む良さをどのように感じられますか？
　市民社会の伝統から個人が自由に暮らす枠組みができている
こと、人々の政治的な関心が高く、対立したテーマについても
話し合い、議論する伝統があること、メディアが権力に対して
批判的であることなどをいいなと思います。旧西ドイツのブラ
ント元首相の唱えた「闘う民主主義」ではありませんが、「民
主主義は絶えず努力して維持していくものだ」という意識がド
イツ人には強いからではないでしょうか。
　個人的には特にベルリンに緑の多いことが嬉しいです。今は
コロナ禍のためその恩恵にはあずかれませんが、音楽会をはじ
めとする文化的催し物が、公的支援のおかげで比較的安い値段
で楽しめることを幸せだと感じています。また、ドイツのテレ
ビでいいと思うのは、主なテレビ番組が放映後一定期間メディ
アテークに保存され、見損なった視聴者は好きな時にその番組

を自分のコンピュータで見られることです。特に3sat （ドイツ、
オーストリア、スイス 3国の共同公共文化テレビ）と Arte（ド
イツとフランスの共同公共文化テレビ）が、古今東西の名画を
はじめコンサートやオペラの録画などを放映してくれるので、
コロナによるロックダウンで映画館や音楽会に行けなくても、
楽しく過ごせています。

7 ．日本がドイツから学ぶべき事は何だと思われますか？
　過去を直視し、ナチ時代の負の遺産を絶えず思い起こしなが
ら、未来を築こうとしている点です。しかし、そのドイツでも
現在は、東部ドイツで特にネオナチ的傾向を強めている右翼ポ
ピュリズム政党「ドイツのための選択肢（AfD）」が今後さら
に勢力を伸ばすかどうかが注目されます。旧西ドイツ時代には
見られなかった現象です。

8 ． 今後の日独関係をより発展させるためにすべき事、考えら
れる事がありませんか？ドイツに関心を持つ若い人たちへ
のアドバイスをお願いします。

　ドイツに限りませんが、若い人に、1度は外国で暮らしてみ
ることをお勧めします。そうすると日本の「常識」がどこでも
通用するわけではないことを身を以て体験することができるで
しょう。そこから世界にはいろいろな考え方の人がいることを
学べます。私が学生だった 60 年以上前には日独の大学の間に
学生交換制度などありませんでしたが、今では大学以外にも青
少年交流プログラムなど色々なチャンスがあると思います。そ
ういう機会を積極的に利用されたらと思います。日本国内のド
イツ大使館や各地の総領事館の催し物に参加して、ドイツ文化
に触れるのもいいでしょう。

　　 ユング没後60年
ユング研究所、キュスナハト、チューリッヒ

田中洋（杏林大学外国語学部 専任講師）

この 6 月でユングは没後 60 年を迎える。師と袂を分ち、独自の心理学体系を築き上
げた C.G. ユング（1875-1961）は、ここ日本ではひょっとしたらフロイトよりも（間
接的にせよ）よく読まれているかもしれない。

2003 年 9 月、筆者はスイス・チューリッヒにあるユング研究所のセミナーに参加
した。ヘッセの『デーミアン』は、ユングや弟子であるラングとの交流が色濃く反映さ
れた作品であるが、同作品で卒論をまとめようと奮闘していた筆者は、ドイツ留学中、
この機会を逃す手はないと思い切って飛び込んだのだった。当時のプログラムが手元に
ある。「個性化について」「日常生活とセラピーにおけるコンプレックス」「ニキ・ド・
サンファル――その作品への心理学的接近とタロット・ガーデンの象徴性」「影――個
人的、集合的、そして元型としての側面」「父親コンプレックスとアニムス」「造形と変
形――中国の庭園と同時代の建築について」など多彩なテーマの講義とディスカッショ

ンが平日 5 日間、朝から晩までみっちり 34 時間のプログラムで展開された。毎朝キュスナハト
駅まで電車に乗り、早めに研究所に着き、四

あずまや

阿でのんびりと湖を眺めひと時を過ごしてから教室
に向かうのが日課だった。私が参加したセミナーは Fortbildungskurs で、教員や会社員、大学
入学を控えた学生など様々なバックグラウンドを持つ人たちと机を並べた。授業は Hochdeutsch
で行われたが、休憩中の雑談はチューリッヒのドイツ語に切り替わるため、途端に話についてい
けなくなったのをよく覚えている。ちなみに分析家候補生としてユング研究所に籍を置いて学ぶ
には、分野を問わず修士号以上の学位の所持や年齢制限（26 歳以上）などいくつかの条件をクリ
アする必要があり、いつか自分も…などと夢に見たものだった。

チューリッヒ滞在中はお金がなく、外食も非常に高くつくので（某バーガーチェーンのセット
が千円くらいだった）、朝食を少し多めに頂戴し（もう時効であろう）ロッカーにしまっておき、帰っ
てきたらベッドの上でもそもそ

4 4 4 4

食べるという具合だった。中国からの大学生と宿の補修工事をし
ているスイス人の青年としばらく同室で、年が近かったこともあり、何度か夜にビールを持ち寄っ
て呑んだ記憶が。ヨーロッパ旅行に興奮して将来の夢を語ってくれた中国の学生、そして自身の
仕事について誇らし気に熱っぽく語ってくれたスイスの青年、彼らは元気にしているだろうか。

チューリッヒ湖と四阿

セミナー修了証
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ベルリンに新空港ができました

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）

少し前になりますが、ベルリン市民が待ち望んでいた新空港
がオープンしました。2020 年 10 月 31 日にようやく完成した
のです。コロナ禍のために市民を招いて盛大にオープニングセ
レモニーを行うことはできませんでしたが、たくさんの人が空
港を見ようと訪れています。4人目の首相の名前にちなんで
「ヴィリー・ブラント」と名付けられたベルリン・ブランデン
ブルク国際空港の建設は、すでに 2006 年 9 月に始まりました
が、計画と建設の遅れにより完成が 7回も延期され、人々の嘲
笑の的となっていました。やっと開港にこぎつけたものの、空
の旅が大きく制限されている今となってしまいました。BER
と省略される、この新空港はブランデンブルク州シェーネフェ
ルト地区の南境のすぐ外側に位置し、新築された 2つのターミ
ナルと従来のシェーネフェルト空港の敷地が、現在はターミナ
ル 5として含まれています。現在は、地下の鉄道駅と直結して
いるターミナル 1に全ての飛行機が発着しています。

当初は、新空港には、ベルリン・ブランデンブルク・インター
ナショナル空港の頭文字をとって BBIという省略名称が使わ
れる予定でしたが、かないませんでした。インドのブバネスワー
空港が既にこの名称を使っていたからです。BER空港は今す
でに年間で 4,600 万人の乗客を受け入れ可能です。すでに
2035 年までに更なる工事が計画されており、これにより年間
5,800 万人が利用可能になるはずです。空港に直結するイベン
トや見本市の会場が空港の可能性を広げるでしょう。2020 年
はコロナ禍のためにオンラインでしか開催できなかった「ベル
リン国際航空宇宙ショー」（ILA）ですが、将来的にはここで
行われることになっています。ちなみに次回の ILAは 2022 年
5 月に予定されています。

しかし、国内線の空港として親しまれてきたベルリン・テー
ゲル空港（TXL）は今度どうなるのでしょう？この空港では、乗
客数（2019 年：2400 万人以上）が収容定員を大きく上回って
いたのですが、多くの人が特に空港内の移動距離が短くて済む
ことを評価しています。BER空港が営業を開始して 1週間後、
2020 年 11月 8日に公式には最後となる飛行機が、ここテーゲ
ル空港から飛び立ちました。その最終飛行機はパリ行きのエア・
フランスでした。テーゲルはもともと、ベルリンが分割管理され
ていた時代にはフランス占領地区に位置し、パリからの飛行機
によって運行が開始したからです。多くの人がこの最終飛行を

Berliner Luft

Fernsehturm

Bier

Siege
ssäule

Berlin hat einen neuen Flughafen

Dr. Verena Materna, 
Vorstandsmitglied der DJG Berlin,Molekularbiologin
und wissenschaftliche Koordinatorin

Es ist noch gar nicht so lange her, da freuten sich die Berliner 
über die Eröffnung des neuen Flughafens, auf den sie so lange 
gewartet hatten. Am 31.10.2020 war es endlich soweit. Wenn 
auch aufgrund der Corona-Pandemie die Eröffnungsfeierlich-
keiten ohne großes Fest für die Bevölkerung auskommen 
mussten, schauten in den kommenden Tagen viele spontan 
vorbei, um sich alles wenigstens kurz anzusehen. Mit dem Bau 
des internationalen Flughafens Berlin Brandenburg „Willy 
Brandt“, benannt nach dem vierten Bundeskanzler der Bundes-
republik Deutschland, wurde bereits im September 2006 be-
gonnen. Aufgrund von Planungs- und Baumängeln musste die 
Eröffnung 7-mal verschoben werden, was der Region viel Hohn 
und Spott einbrachte. Nun ging er endlich an den Start und das 
ausgerechnet in einer Zeit, in der Flugreisen nur sehr einge-
schränkt möglich sind. Der neue Flughafen mit dem Kürzel BER 
liegt kurz hinter der südlichen Stadtgrenze in der brandenburgi-
schen Gemeinde Schönefeld und umfasst die neu errichteten 
Gebäude mit den Terminals 1 und 2 sowie das Gelände des 
bisherigen Flughafens Schönefeld, jetzt Terminal 5. Aktuell 
werden alle Flüge über das Terminal 1 abgefertigt, das über ei-
nen neuen unterirdischen Bahnhof erreicht werden kann. 
Ursprünglich war geplant, dem neuen Flughafen das Kürzel BBI 
für „Berlin Brandenburg International“ zuzuweisen. Dies war je-
doch nicht möglich, da dieser Code bereits durch den indischen 
Flughafen Bhubaneswar besetzt war. Der Flughafen BER hätte 
heute schon eine Kapazität von 46 Millionen Passagieren pro 
Jahr. Erweiterungsbauten sind bereits bis Ende 2035 geplant, 
sodass 58 Millionen Passagiere pro Jahr möglich wären. Ein 
angeschlossenes Veranstaltungs- und Messegelände ergänzt 
die Möglichkeiten vor Ort. Hier soll zukünftig die Internationale 
Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin (ILA), die 2020 pande-
miebedingt nur als Online-Messe stattfand, ausgerichtet werden 
– die nächste ILA ist für Mai 2022 in Vorbereitung. 

Doch was wird nun aus dem beliebten innerstädtischen Flugha-
fen Berlin-Tegel TXL? Viele Besucher schätzten insbesondere 
die kurzen Wege innerhalb des Flughafens, auch wenn die Pas-
sagierzahlen (2019: mehr als 24 Millionen Passagiere) die ur-
sprünglich angesetzte Kapazität deutlich überschritten. Eine 
Woche nachdem der Flughafen BER seinen Flugbetrieb auf-
nahm, flog hier am 8. November 2020 offiziell die letzte Maschi-

Eingang Willy-Brandt-Platz mit Airport Center 2BAC　　　　　
エアポートセンター 2BACとヴィリー・ブラント広場の入り口

Abflughalle des Flughafens Berlin Brandenburg (BER)
ベルリン・ブランデンブルク空港の出発ロビー　　　



5

ne ab. Traditionell war dies ein Flugzeug der Air 
France nach Paris, da der TXL im ursprünglich fran-
zösischen Sektor mit einem Flug aus Paris eröffnet 
wurde. Zahlreiche Besucher begleiteten das Ereignis 
und der eine oder andere hatte eine Abschiedsträne 
im Auge. Für ein halbes Jahr ist nun Tegel noch in 
Bereitschaft, falls eine Wiederaufnahme des Flugbe-
triebs nötig sein sollte. Danach werden die Gebäude 
für die Nachnutzung als Industrie- und Forschungs-
park übergeben. Zukünftig werden hier Start-ups, 
Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Indus-
trieunternehmen ansässig sein, um urbane Techno-
logien neu- und weiterzuentwickeln. Aber auch in der 
Corona-Pandemie hat Tegel eine Zwischennutzung. 
Hier wurde eines der sechs Berliner Corona-Impf-
zentren eingerichtet, sodass zurzeit zahlreiche Berli-
ner nach Erhalt einer Einladung und entsprechender 
Terminvereinbarung ihre Impfung erhalten können.
Nun hoffen wir alle auf ein Ende der Pandemie, damit 
der neue Flughafen BER richtig durchstarten und auch 
auf dem Gelände in Tegel die Zukunft beginnen kann.

見届け、別れの涙を浮かべている人
もいました。テーゲル空港はあと半
年、発着受け入れが必要になった時
のために使われる予定です。その後、
建物は産業・研究パークとして譲渡
される予定です。将来的にはここに
スタートアップ企業、カレッジ、研
究施設や企業が入り、先端技術の開
発や育成を行う予定です。しかし、
コロナ禍の中でもテーゲル空港は活
用されています。ここにベルリンの
６つのワクチン接種センターのうち
の１つが置かれており、多くの市民
が、ワクチン接種の案内状を受け取
り、しかるべき予約を入れた上で、
ここでワクチン接種を受けています。
早くパンデミックが終息し、新し
い BER空港が本当の意味で運行を
開始し、テーゲルの敷地が未来に向
けたスタートを切れることを願っ
てやみません。

Buddy Baer „Bleiben Sie Gesund“, Posterkampagne
バディ・ベアを使った「元気でいてね！」ポスター

ドイツ経済の動き　 第 69 回

秋の連邦議会選挙で注目される緑の党

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）

 大幅に低下した CDU/CSUの支持率
ドイツでは今年 9月 26 日に連邦議会議員の改選が行われます。2005 年以来首相を務めてきたメルケルさん（67）はこの選挙に

立候補せず、政治から引退する意向です。
そうした中で、メルケル首相が率いてきたキリスト教民主同盟（CDU）とキリスト教社会同盟（CSU）（両者合わせて Union）は

このところ支持率が20％台の前半にまで低下しており、このままでは次の首相の座を緑の党に明け渡さざるを得ないかも知れません。
Unionの支持率が低下した背景にはコロナ対策やワクチンの調達が順調ではなかったこと、次期党首・首相候補に選んだラシェッ
ト氏（NRW州首相）の人気がイマイチで、CSUが推す有力候補者との間で軋轢が生じたことなどがありますが、昨年春に行われ
たマスクの大規模な調達で複数の与党議員が不正に絡んだことも国民の信頼を裏切る大きな要因でした。
　

 躍進する緑の党
これに対して緑の党は、好調な経済が続く中で国民の暮らしが豊かになり、環境への意識が高まる一方で、コロナ禍で政権与党へ
の期待が低下したことから、今年 3月から急速に支持率を高めています。緑の党の支持率は 5月初め時点で Unionを上回る 25.4％と、
各党の中で最も高くなっています。首相候補に女性のベアボック氏が選出されたことも人気に拍車をかけたようです。ベアボック氏
は現在 41歳で、実際に首相に選ばれれば歴代最年少で、女性としてはメルケル首相に次ぐ 2番目となります。
そうした中で、Unionおよび緑の党以外のおもな政党の支持率はいずれも 10％台で、現状では少なくとも 2党、場合によっては 3
党の連立が必要な情勢です。最も現実的とみられているのは Unionと緑の党の連立ですが、それ以外の組み合わせでも緑の党が政権
入りするのは可能性が高いとみられています。

 環境保護の強化も産業競争力の強化も
緑の党については従来から環境政策の推進が中心で、確たる政権構想がなく、左なのか右なのか区分けが難しいといわれてきまし

た。この 3月にまとめた選挙公約（案）もタイトルは「ドイツ、すべてを包摂」というものです。同党は基本的立場として「社会的
エコロジー的市場経済」を掲げています。これは戦後一貫して Unionおよび FDP、さらには SPDが指導原理としてきた社会的市場
経済の理念を踏襲しつつ、エコロジーの側面を重視していく考え方だといえます。
たとえば、経済産業の面では、①自動車用バッテリー・セルの（エコロジカルな）製造促進、②半導体でヨーロッパのシェア
20％、③職業教育の強化、④欧州型サプライチェーンの強化、⑤高速インターネット、先端技術、気候中立のインフラ、鉄道・バス
路線の拡充に対する年間 500 億ユーロの投資などを通じた競争力の強化を掲げています。
しかしながら、環境面では、① 2030 年の CO2 削減目標を 70%に引き上げる、②交通および暖房分野の CO2 価格を 2023 年から
大幅に引き上げ、低所得者等に還元する、③ 2030 年以降、排ガスゼロの自動車以外は販売を禁止する、④脱石炭発電の完了を現
在の 2038 年から 2030 年に繰り上げる、⑤アウトバーンの速度を 130kmに制限するなど、規制の大幅な強化を狙っており、経済
界にとっては受け入れがたい政策も掲げています。
一方、ドイツではコロナ対策・経済対策で生じた大幅な財政赤字をいかに削減していくかが次期政権の最大の課題となっています。こ

れについて緑の党は高額所得者に対する増税のほか、財政赤字を厳しく制限している基本法を改正して、借り入れを拡大する方針を打
ち出しています。また、移民、難民について緑の党は受け入れを拡大する方向にあり、他の政党とは大きく異なる政策も少なくありません。
今後はコロナ情勢次第で選挙の行方も大きく変わる可能性があり、緑の党の政策も必ずしもそのまま実行に移されるとは限りま
せん。ただ、気候政策はさらに強化される方向にあり、貿易面でも環境への取り組みが重視されることになるとみられます。その
あたりは日本としても注目すべき点だといえるでしょう。
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映画映画映画紹介紹介紹介
Die Kulturkiste

＝文化の玉手箱＝

『グンダーマン 優しき裏切り者の歌』
山根 恵子（字幕・資料監修　法政大学名誉教授）

新型コロナ感染拡大の中、日本での劇場公開が約 1年遅れていた『グンダーマン 優
しき裏切り者の歌』が、ようやく 5月 15 日に渋谷のユーロスペースで初日を迎えた。
最初にこの映画を見たのは 2018 年末。翌年ゲーテ・インスティトゥート大阪・京都
の主催する「ベルリンの壁崩壊 30 年 東ドイツの映画と歴史」にゲストとしてドレー
ゼン監督を招き、ドイツで評判の新作を特別上映することになった。日本語字幕を付
けるという目的を忘れるほど、グンダーマンの歌に感動した。何度見ても最後の 2曲
になると目頭が熱くなる。「HIER BIN ICH GEBOREN（僕はここで生まれた）」(1995)
に東ドイツで生まれ育った人の誇りを感じ、「ICH MACHE MEINEN FRIEDEN（仲直り
しよう）」(1993)でグンダーマンの短かった人生の総括を知る思いがした。
この映画はドレーゼン監督にとって初めての伝記物だが、実在したシンガー・ソン
グライターの映画を作ろうと思ったきっかけは、ゲアハルト・グンダーマン（1955 ～
1998）の詩が好きでファンだったからとのこと。1983 年にグンダーマンについてのド
キュメンタリー『GUNDI GUNDERMANN』（監督 R. エンゲル）が東ドイツのテレビで
放映され、この体制批判的な「歌うパワーショベル運転者」に興味をもったらしい。
ドイツ統一後の 1990 年代にはグンダーマンのライブに出かけ、何曲も一緒に口ずさん
だ。自分でもバンドを結成し、度々コンサートを開く監督は、映画が完成した後、主
演のアレクサンダー・シェーアとドイツ各地で本格的な「グンダーマン・ツアー」を行っ
ている。作品中に挿入される 15 曲のグンダーマンソングを全て自分でカバーしている
シェーアも、監督同様バンドを組み、映画や舞台の合間に音楽活動をする。
この映画で素晴らしいのはグンダーマンの曲だけではない。グンダーマン役のシェー
アを始め、彼の初恋の相手で後に結婚する妻コニー役のアンナ・ウンターベルガー、シュ
タージ幹部を演じるアクセル・プラール、パワーショベル運転の先輩ヘルガのエー
ファ・ヴァイセンボルン、やはりシュタージに協力していた仕事仲間フォルカーのミ
ラン・ペシェル、SED党員役のペーター・ゾーダン等々、これまでのドレーゼン監督
作品の常連も多く、芸達者な俳優陣が脇を固めている。東ドイツ出身で舞台経験の長
い出演者たちであるが、ドレーゼン監督の繊細でユーモアを含む優しい演出により、
一人の伝説の詩人の複雑で矛盾した生涯を、観客は安心して追体験することができる。
もちろん、素敵なグンダーマンの歌を楽しみながら。ぜひ、ご覧ください。

『グンダーマン 優しき裏切り者の歌』 
監督：アンドレアス・ドレーゼン
提供：太秦／マクザム／シンカ 
後援：ゲーテ・インスティトゥート大阪・京都
配給・宣伝：太秦 原題：GUNDERMANN 
字幕・資料監修：山根恵子
© 2018 Pandora Film Produktion GmbH, Kineo 
Filmproduktion, Pandora Film GmbH & Co. 
Filmproduktions- und Vertriebs KG, Rundfunk 
Berlin Brandenburg
公式サイト gundermann.jp
5 月 15 日㈯より渋谷ユーロスペース他
全国順次公開中

Meine Gedanken zu dem Film „Gundermann“ (2018) 
von Andreas Dresen

Frank Riesner (Deutschlehrer)

Viele Filme, die über die DDR erzählen, haben das Wesentliche des 
DDR - Alltags gar nicht erfasst. Das Leben des Arbeiters! Denn Ar-
beiter oder Arbeiterin im blauen Arbeitsanzug waren die meisten Leu-
te in der DDR. Und weil das Arbeitskollektiv damals oft der soziale 
Mittelpunkt im Leben des Bürgers war, ist es Zeit, dass auch ein der 
DDR relevanter Film dieses Thema aufgreift.  
Der Film „Gundermann“ zeigt nicht nur den typischen Arbeitsalltag 
sondern auch einen der wichtigsten Industriezweige der DDR – die 
Energiewirtschaft. Nach der Teilung Deutschlands musste der Ener-
giesektor völlig neu ausgerichtet werden, weil die wichtigen Stein-
kohlevorkommen im Westen waren. Die DDR hatte aber viel Braun-
kohle und setzte allein darauf und im Raum Leipzig - Cottbus 
entstanden riesige Tagebaue, die bis heute teilweise in Seenlandschaf-
ten umgewandelt worden sind. Gundermann arbeitet dort auf einem 
Abraumbagger und man kann diese gigantischen Maschinen im Film 
live erleben.
Es gibt kaum noch Firmen in den Neuen Bundesländern, die so gut in 
ihrer ursprünglichen Form erhalten sind wie der Braunkohlentagebau. 
Gundermann ist ein sehr widersprüchlicher Typ. So wie es das Leben 
in der DDR auch war. Zuerst ist er ein SED-Mitglied, dann wird er 
aus der Partei ausgeschlossen. Zuerst arbeitet er mit der Stasi zusam-
men, dann nicht mehr. Er wird sogar selbst bespitzelt. Größere Ach-
terbahnfahrten in einem Leben sind in diesem Land kaum möglich.
Für seine Kollegen ist er derjenige, der im Betrieb aufmuckt, das ist 
für die Kollegen sehr praktisch, weil er Dinge sagt, die zwar gefähr-
lich sein können aber trotzdem im Interesse der Arbeiter sind. Aber 
anders als in den vielen Filmen über die DDR, wo kritische DDR-
Bürger schließlich in den Westen flüchten oder ins Gefängnis kom-
men, bleibt Gundermann seiner Heimat treu.

映画『グンダーマン 優しき裏切り者の歌』に思うこと

 フランク・リースナー（日独協会ドイツ語講師）

東ドイツ（DDR）を描いた作品の多くが、この国の本質的な日
常を全く把握していない。つまり、労働者の生活が描かれていな
いのだ。この国の人々の多くは、青い作業着を着た労働者だった。
労働集団が当時の市民社会の中心であったのだから、東ドイツ関
連の映画がこのテーマを取り上げる時がようやくきた。
映画『グンダーマン 優しき裏切り者の歌』は典型的な労働
者の日常だけでなく、東ドイツの主要産業であったエネルギー
経済を描いている。東西ドイツが分割された後、エネルギー分
野も一新された。主要な石炭採掘場は西側にあったからだ。東
はしかし大量の褐炭を有し、これに頼っていたため、ライプツィ
ヒ～コットブス地域には巨大な露天掘り採掘場が造られた。そ
の一部は現在、湖へと姿を変えている。グンダーマンはそんな
採掘場でパワーシャベルカーに乗って働いており、この巨大な
機械が動いている様が映像で映し出される。
新連邦州では、褐炭の露天採掘と同様、当時の原形を留めた
企業はほとんと見当たらない。
東ドイツの日常がそうであったように、グンダーマンは矛盾

を抱えた存在だ。最初彼はドイツ社会主義統一党（SED）の党
員だったが除名されてしまうし、シュタージ（秘密警察）に協
力したこともあれば、自身が監視されてもいた。このような起
伏の激しい人生はかの国では珍しい。彼が職場で反抗的なのも
同僚にとっては都合が良い。言うのが命取りになるかもしれな
くても労働者たちの関心事であることを言ってくれるからだ。
しかし、批判的な市民が最終的に西側へ逃亡したり牢獄にぶち
込まれるような、他の東ドイツ関連の映画と違って、グンダー
マンは彼の故郷に忠実であり続ける。
この映画の功績は、東の人々が批判したいこと全てを我慢し
ていたわけではなかった、ということを描いたことだ。政治的
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な批判をした場合だけは危険だった。そういう、型にはまらな
い人間をグンダーマンは体現している。彼は言いたいことを言
い、東ドイツの多くの労働者も同じように批判的だったが、そ
れは彼らには失うものがなかったからだ。だが、グンダーマン
は、慎重に行動し、誰に、いつ、何を言っていいのかを考える
典型的な東ドイツ市民とは異なり、思ったことを口にしただけ
だった。例えば、党の幹部が採掘場を訪れた時に、グンダーマ
ンが批判して食ってかかるシーンがある。もし彼が学者か軍人
であれば、失職していただろうが、こういった基幹産業にいる
労働者に対して党は非常に寛大だった。
西ドイツの監督によって西側の視点でおかしな喜劇として作

られ、特定の先入観を利用している従来の映画と比べて、この
作品では東の日常の現実をより多く知ることができる。従来の
固定概念、つまり「シュタージが悪で、市民が善」という構図
はここでは無意味だ。世界はもっと複雑で、グンダーマンとい
う人自体、多くの側面を持つ。映画でも、シンガー・ソングラ
イターとパワーシャベルカー運転手、つまり芸術家であり労働
者であるグンダーマンの多様な価値観が混ざり合っていること
が見て取れる。彼の人生を知ることで、労働後に仕事以外の生
きがいを見出していた多くの東ドイツ市民の生活を知ることも
できる。たくさんの人にとってそれは、サッカー、車、家庭菜園、
もしくは工芸のような活動だったが、グンダーマンにとっては
音楽だった。そんなわけで、この映画は祖国ドイツへの思いを
謳った歌が何度も繰り返し流される音楽映画でもある。多くの
市民が、労働時間中に、趣味や余暇活動の準備をしていたように、
グンダーマンもパワーシャベルカーに乗っている時間を利用し
て、自分の曲の歌詞を練っていた。しかし、彼には時間がほと
んどなかった。彼には家族もあり、パワーシャベルカー、コンサー
ト活動、家族の時間の３つを常に行ったり来たりしていたのだ。
彼の歌には、統一後のこの地域の人々の気持ちが反映されて

いる。統一後の生活がほとんど変わっていないことに気づき、
それを歌った。今や、自由に旅行や買い物ができるが、そのた
めのお金があればの話だ。汚れ仕事、将来の展望の無さ、そし
てエネルギー会社によって引き起こされた環境破壊はそのまま
になっている。彼は歌で人々に勇気や希望を与えようとしたが、
「昨日より今日がいいわけじゃない、いい明日が来るとは限ら
ない。」と歌っているように、自分でも現実を理解していた。
実際には、彼の入っている籠が変わっただけで、新しい社会で
も彼の適応能力では上手くいかなかった。それでもその状況で
最善を尽くし、諦めず、自身のシュタージへの関与について統
一後に人々と話しさえした。このことは逆に彼への敬意を高め、
コンサートの集客に繋がった。彼が本物であり続けたからだ。
東ドイツ時代や統一後の不利な状況にあっても、人々が団結

して最善を尽くしたことを示したことは、この映画の成果だ。東
ドイツの社会を細かく分析して実際のとおり描いている。東ドイ
ツを描いた従来の映画でありがちな、善悪があらかじめ白黒つ
けられたような考え方はここにはない。彼はシュタージ情報提供
者として、人々について悪い報告をすると同時に、職場の同僚
の利益のために抗議する人でもあった。党から追放されたから
といって、自動的に国家の敵となり反共主義者になったのでは
なく、自分の理想に忠実であり、これまでと変わらず働き続けた。
不満を抱えた彼は必ずしも国を離れるのではなく、状況を受
け入れ改善しようとした。その意味で、この映画を見れば、当
時の様子と国をより深く理解することができるだろう。

Das ist auch das Verdienst des Filmes zu zeigen, dass sich die Leute 
in der DDR nicht alles haben gefallen lassen, dass man durchaus kri-
tisieren konnte. Nur wenn man politische Kritik übte, wurde es ge-
fährlich. Diesen Typ des unangepassten  Menschen verkörpert Gun-
dermann. Er sagt, was er denkt, einfach frei heraus und so kritisch 
waren auch viele Arbeiter in der DDR, weil sie nichts zu verlieren 
hatten. Gundermann ist jedoch auch sehr spontan, anders als der typi-
sche DDR Bürger, der vorsichtiger war und sich überlegte, wem und 
wann er was sagen durfte. Beispielhaft ist die Szene als Gundermann 
einen hohen Parteifunktionär, der im Tagebau erscheint, kritisiert und 
angreift. Wäre Gundermann ein Akademiker oder Offizier gewesen, 
hätte er seine Arbeit wohl verloren, gegenüber  Arbeitern in so einem 
wichtigen Industriezweig war die Partei jedoch toleranter.
Wir erfahren in diesem Film sehr viel mehr über die Lebenswirklich-
keit in der DDR als in den vielen bisherigen Filmen, die von westdeut-
schen Regisseuren, aus ihrer Sicht und mitunter auch als lustige Kom-
mödie gemacht worden sind und die bestimmte Vorurteile bedienen. 
Das Schubladendenken in bisherigen Filmen (Stasi, Partei = böse, 
Bürger = gut)  funktioniert hier nicht. Die Welt war komplizierter und 
wird am Beispiel von Gundermann auch so vielschichtig dargestellt.
In „Gundermann“ werden sogar mehrere Welten miteinander ver-
schmolzen, die des Liedermachers und die des Baggerfahrers, also 
die eines Künstlers und eines Arbeiters. In Gundermanns Leben fin-
den wir einen der vielen DDR-Bürger, der seine Arbeit erledigt aber 
gleichzeitig auch seine Nische gefunden hat, die für ihn nach der Ar-
beit wichtig ist. Für viele war das der Fußball, das Auto, der Schre-
bergarten oder eine handwerkliche Tätigkeit, für Gundermann war es 
die Musik. So ist der Film auch ein Musikfilm, mit deutschen heimat-
betonten Liedern, die immer wieder eingespielt werden. Wie viele an-
dere DDR-Durchschnittsbürger, die die reguläre Arbeitszeit für die 
Vorbereitung des Hobbys oder der Tätigkeit nach Feierabend  nutzten, 
nutzt auch Gundermann die Zeit auf dem Bagger um Texte für seine 
Lieder zu formulieren. So viel Zeit blieb ihm auch nicht, denn er hatte 
ja auch eine Familie und war ständig in dem Dreieck Bagger-Kon-
zert-Familie unterwegs. 
Mit seinen Liedern spiegelt er das Gefühl der Menschen in diesem 
Landstrich nach der Wende sehr gut wieder. Er ist einer von ihnen, 
erkennt und singt auch darüber, dass sich ihr Leben nach der Wende 
nicht groß geändert hat. Man kann jetzt reisen und sich alles kaufen, 
aber nur wenn man das Geld dazu hat. Die dreckige Arbeit, die Pers-
pektivlosigkeit und die von den Energiefirmen betriebene Umweltzer-
störung ist geblieben. Mit seinen Liedern gibt er den Leuten Mut und 
Hoffnung, obwohl er selbst weiß, dass wie er sich ausdrückt: “Hier ist 
es heute nicht besser als gestern und ein Morgen gibt es hier nicht.” 
Im Prinzip hat er nur den Käfig gewechselt, mit seiner unangepassten 
Art kommt er auch in der neuen Gesellschaft nicht zurecht. Trotzdem 
macht er das Beste aus der Situation und gibt nicht auf. Sogar über 
seine Stasi Tätigkeit spricht er nach der Wende mit den Menschen. 
Die bringen ihm trotzdem weiterhin Respekt entgegen und gehen zu 
seinen Konzerten, weil er authentisch geblieben ist.
Zu zeigen, wie sich trotz der widrigen Umstände in der DDR und 
nach der Wende die Menschen zusammengefunden haben und das 
Beste aus der Situation gemacht haben, ist ein Verdienst dieses Fil-
mes. Er stellt die DDR- Gesellschaft so differenziert dar, wie sie 
wirklich war. Das Schwarz-Weiß-Denken vieler anderer Filme über 
die DDR, wo die Rollen der Guten und der Schlechten vorher festge-
legt sind, gibt es hier nicht. Der Stasi-Informant war eben nicht nur 
einer, der nur Leute angeschwärzt hat, sondern auch einer der gleich-
zeitig im Betrieb protestierend für die Interessen der Kollegen einge-
treten ist. Der aus der Partei Ausgeschlossene war eben nicht automa-
tisch Staatsfeind und wurde ein Antikommunist sondern blieb seinen 
Idealen treu und machte weiter wie bisher.
Der Unzufriedene verließ nicht unbedingt das Land, sondern arran-
gierte sich mit der Situation und versuchte die zu verbessern. In die-
sem Sinne können wir nach dem Sehen dieses Films die Zeit und das 
Land, in dem er handelt, vielleicht besser verstehen.

東ドイツの巨大なパワーシャベルカー
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ドイツ×ボードゲーム=!? (1)
ボードゲームと私

伊吹 和真（三修社編集部）

はじめてドイツのボードゲームに触れたのは、大学1年生のときに学科の夏合宿で遊んだ「カルカソンヌ」でした。草原に道を

通し、城を拡張し、陣地を拡大していくゲームです。さいころの出目によって進むだけでない奥深さにハマり、夜通し遊び続けた

のを覚えています。

はじめてのドイツ短期留学で買ったのは、カードゲームの定番「Uno」に似た「Solo」。ルー

ルもだいたい「Uno」と同じですが、手持ちのカードすべてを時計回りに隣の人と交換する、

というとんでもないカードがあるのですよ。

時は移り、今の仕事（語学書の編集）をするようになって、担当した書籍で「イライラし

ないで」というゲームがあることを知りました。その歴史は100年以上。第一次大戦では、

前線の兵士の暇つぶしに供されたという、ドイツボードゲーム界のレジェンドらしいです。

やってみました。いっこうに終わりません。イライラします！

最近では、帰省するとき実家にゲームを１つ持って帰るようにしています。最初は「ボツ

ワナ」でした。サバンナの動物を売買して（価格は変動する）、最終的に高値の動物を所有

している人が勝つというゲームです（ひどいルールだ）。コマは動物を描いたボード紙でも

よさそうなものですが、精巧な動物のフィギュアというのが素晴らしく、家族に好評でした。

ディテールの楽しさでいうと、「ペンギンパーティー」もすぐれものです。カードにペン

ギンが描かれているのですが、カードは5種類しかないように見えて、実は1枚1枚、ペンギ

ンの帽子やステッキやマフラーの柄が異なっているのです。おしゃれ！

家にはまだ試せていないゲームもあります。「ティカル」は重厚長大な陣取りゲームです。まず、広げた盤面が一人暮らしのちゃ

ぶ台には収まらないサイズです。さらに、二次元方向に開拓を進めるだけでなく、神殿を三次元方向に積み上げることもできて、

かなり時間があるときでないと完成させるのは難しそうです。

こうなると、日本で未発売あるいは廃盤になったゲームに手を出したりします。「Kolejka（ポーランド語で「行列」）」は、社会

主義時代の買い物（配給）をテーマにした教育的ゲームです。どこにどれだけあるかわからない配給を求めて商店に並び、党に縁

故のある者が優遇され…と、当時の社会生活を追体験することができます。研究者による、ルール説明より長い、時代背景を解説

した冊子がついています。

そして、「Corona」！　コロナ禍の生活を題材にしたゲームがドイツで発売されたと聞き、渡独予定のある方に入手をお願いし

ました。いつか集まってわいわい遊べる日が来ることを夢見て、今はルールを訳して過ごすことにします。

一般社団法人日本バウハウス協会設立
西塚 典子（一般社団法人日本バウハウス協会　研究員）

バウハウス設立101周年である2020年、一般社団法人日本バウハウス協会が設立されました。バウハウスの理念や本質を日本国
内に普及させることで、多くの人々にデザインの概念を身近に感じてもらうことを目的としております。

バウハウスは第一次世界大戦直後の1919年にドイツのヴァイマールに設立された写
真、絵画、彫刻、工芸、陶芸、織物などを含む美術と建築の総合的な教育を行う国立の学
校でした。14年間という非常に短い存続期間ながら、近代の建築とデザインの礎、並び
に芸術の教育方法を築きました。そして現在も世界の建築、デザイン界、芸術教育に影響
を与え続けています。

バウハウスでは機能美を追求したシンプルなデザインの家具や照明、テキスタイル、そ
の他様々なプロダクトが生まれ、「デザイン」という概念が日常生活においても意識され
るようになりました。これらは100年経った今でも新鮮さを失うことなく世代を超えて支
持されています。

当協会はバウハウスが考え目指してきた「生活のデザイン」を更に深く研究し、デザインには全て理由と理念があることを明確
にして、デザインの必然性を啓蒙して参ります。また、協会立ち上げに際してデッサウのバウハウス財団、ベルリン・バウハウスアー
カイブ、ヴァイマール・バウハウスミュージアムと提携しており、日本での活動に新たな視点を加えたいと考えています。

具体的な活動としては、日本バウハウスマガジンの発行、バウハウスセミナーの開催、バウハウス研修ツアーの開催、日本バウ
ハウスデザイン賞の創設、バウハウスダンス・ワークショップの開催などを予定しております。

バウハウスに興味をお持ちの方、新たに興味を持たれた方は是非当協会のホームページを訪問していただければ幸いです。協会
会員は専門性をもつ研究者や企業のほか、一般の社会人や学生などの個人も対象とし幅広く門戸を開けております。
URL：　http://nipponbauhaus.jp

バウハウス デッサウ校舎
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お酒に弱い私がビールのインポーターになったのは……
友田 圭治（有限会社 Jena代表）

規模の小ささで日本で一二を争うドイツ・オーストリアビールのインポーターとなった私
ですが、もともとビールやお酒とは縁が無く、ドイツに住んだことも、ドイツ語が出来る訳
でもありません。前職は日本観光協会というところで国内観光振興だったので、趣味の品物
の個人輸入以外、輸入業とも縁がありませんでした。ただ、なぜか昔からドイツ的なものが
大好きで、まぁ、ドイツ好きが高じてドイツ系ビールのインポーターになった、、、と言うこ
とでしょうか。そう、ドイツ好きが始めた会社なのです。お酒から入っていないビールイン
ポーターなんて、私どもだけかもしれません。

子供の頃から乗り物と旅行が好きで、車好きだった親父に様々な所につれて行ってもらい
ました。1970 年頃、我が家の車はフォルクスワーゲンで、広い駐車場でも丸っこい屋根が
飛び出して見えて、うちの車が何処にあるか、一目でわかったものです。その影響は大きく、
鉄道やカメラ、車や飛行機への興味がどんどん涌いて行き、共通項としてドイツとイギリス、
私の場合は特にドイツという国への興味に移っていきました。

幸いにも結婚した相手も旅行好きで、年に二
度ほど海外、特にドイツ語圏を旅していました。

毎回レンタカーで自由気ままに走り回り、適当に見つけたガストホフに泊まるのですが、美
しすぎる景色や、言葉が不自由でもわかりやすい標識類、旅行者に親切な国民性、低廉な宿
泊代とビール、そして実態に即した規制や法律（特に道路関係）が印象的でした。

思い出深い旅は、壁が崩壊した直後の東ドイツです。当時青山に有った東ドイツのライゼ
ビューローでは、入国やビザについての最新の情報が無く、当たって砕けろ！とばかりにレ
ンタカーで国境を越えようとしましたが、国境の係官が「ナントカカントカ・アウトバー
ン！！」と言うのです。アウトバーンに行けば東ドイツに入れるのかな？と思って行くと、
15 マルク：ビザ、15 マルク：ライゼビューロー、一人合計 30 マルク（DM）を支払えと
いうことでした。嫁さんと妹と私の 3 人だったので DM90 なのですが、DM100 を出すと「10
マルク、カフィー？」（カフィーは、「私のコーヒー代にしていいか？」という感じ） と係官が言うのです。当時のレートで 600 円くら
いだったので OK すると、雨の中、彼は喜んで手続きに走って行ってくれました。その後、ワイマールの五つ星ホテルのレストランに行っ
たら、東独の 100 マルク強で三人でフルコースが食べられました。東独内での非公式レートは 1：3（公式レートは 1：2）でしたので、
西ドイツマルクでは DM35、一人 DM15 くらいだったことになります。とすると、私が渡した「カフィー」の DM10 は、彼にとってコー
ス料理の代金に近い金額だったことになります。なんと気前の良いチップでしょう！

そしてその翌年、統合されたドイツのワイマールに行きました。すると、たった一年ですごい変わりようなのです。東ドイツ時代に
マルクト広場でソーセージを焼いていた叔父さんは若い女の子にソーセージを焼かせ、腕を組んで監督していました。対面販売のカウ
ンターでトラバントの部品を売っていたお店は、セルフサービス式のカーアクセサリーショップになっていました。フルコースを食べ
たホテルのレストランには、日本人の団体が！！両方のドイツを体験出来たのは、本当に良かったと思います。

ところで 2005 年、人生もそろそろ折り返し地点になって、好きなドイツにかかわる仕事をしたい！と、思いついたのはビールでした。
現地で呑むビールはあんなに美味しいのに、日本で買うドイツビールはどれも同じような臭みがあって、美味しくない。なぜだろう？
と思って調べたら、殆どすべてのビールが温度管理されないドライコンテナで輸入されていることがわかりました。ドイツから日本へ
は赤道に沿って船で運ばれて来ますが（よく、赤道を二回越えるという人が居ますが、厳密には赤道にそって航路が設定されています）、
ドライコンテナでは温度が 60 度近くにまで上がります。それでは美味しいわけは無いと思い、冷蔵コンテナで輸入することを考えまし
た。当然高くなりますが、「味をわかってくれる人がきっといるはず！」というのが、脱サラでこの仕事を始めた切っ掛けです。そして
幸いにも、ドイツで有名なラーデベルガー、オーストリアで有名なゲッサーと契約を結ぶことが出来ました。今でも蒸気機関車が走っ
ている、チロルのツィラタールという場所のビールも輸入出来ました。しかし格安販売で有名な会社が、同じブランドのビールをドラ
イコンテナ輸入して格安販売したり（同じラベルだからわかりづらいですよね。冷蔵コンテナでビールを輸入しているのは、数社だけ
です）。COVID-19 で販売が大きく落ち込んだり、創業以来大変な 15 年間でもあります。

今思い返すと、私の記憶に「ドイツ」という国が初めて登場したのは、小学校 2 年生の
時でした。同級生の F 君が公務員の父親の赴任でドイツに引っ越すと言うのです。ドイツ
がどこだかわかっていなかった時ですが、父の知人の家で遊ばせて貰ったメルクリンの国、
と言うのが当時聞いた話でした。残念ですが、ドイツに行った彼とはそのままとなりました。
その後どうしているのでしょう？

還暦過ぎても LGB という鉄道模型で遊び、古いドイツの自動車に乗り、ドイツ製のカメ
ラを並べてニヤニヤ。日独協会様の冊子の文章とはとてもとても…と思いますが、いろいろ
なドイツ好きが居るんだなぁということでお許し頂ければと思います。

これからも美味しいドイツ・オーストリアビールを日本でも飲めるよう、頑張ります！

「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。File17

シリーズシリーズ

著者プロフィール：旅が好きでユースホステルで旅
行するうち、観光関係の仕事に。旅、写真、模型、
乗り物全般・特に古い自動車と多趣味。COVID-19
で自粛の昨今、週末は郊外の山の中のガレージに籠っ
て、車と鉄道模型いじりに勤しんでいます。

ラーデベルガーの醸造所にて

ザクセン州にあった鉄道模型ショップにて

愛車のメッサーシュミットは 1956 年製

有限会社Jena
ドイツ・オーストリアビールを100%冷蔵コンテナで輸入している、日本で１、２
を競う小規模なビールインポーター。そのほか、写真撮影や観光写真の提供など
も行っています。ビールのご購入やお問い合わせは、bier@jena.co.jpまでどうぞ。
https://www.facebook.com/bier.jena
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その20： デッサウ・ヴェルリッツの庭園王国へは鉄道にゆられて②
久保 健（鉄道史学会会員　日独協会会員）

2018年2月号から連載させていただいている「ドイツの鉄道」も、今回で20回目を迎えることができました。テーマに悩むこ
となく続けてこられたのも、皆様とのお話を通じ、多くのヒントをいただいてきたおかげです。この場を借りまして、御礼申し上
げます。中にはせっかくいただけたものの、調べきれない課題もあり、申し訳ない気持ちでいっぱいです。これらも対応できるよう、
またドイツ語の辞書を片手に、首を傾げつつ、精進していきたく思います。

さて今回も前回に引き続き、デッサウ中央駅（Dessau Hauptbahnhof）から、ユネスコの世界遺産に登録されている、デッ
サウ・ヴェルリッツの庭園王国（Dessau-Wörlitzer Gartenreich）の最寄りにあるヴェルリッツ（Wörlitz）駅まで18.7kmを結
ぶ、単線非電化の鉄道路線デッサウ・ヴェルリッツ鉄道（Dessau-Wörlitzer Eisenbahn）について紹介します。東ドイツ国鉄
時代、1968年5月25日限りで旅客列車は廃止となり、貨物列車のみの運行となった当路線ですが、1982年5月に観光用の列車が
復活します。

■好評な観光列車の運行
1970年代から構想されていた、シーズン限定の旅客列車復活は、ホーム

や駅舎の老朽化から見送られてきましたが、1981年秋にデッサウ市と東ド
イツ国鉄の間で、整備に向けた合意が得られ、1982年5月23日から8月末ま
で、水曜、土曜、日曜、そして祝日に1日3往復の運行が再開されます。週末
はもとより、水曜は学校の遠足にも使われるなど多くの乗客が押し寄せ、当
初、小型ディーゼル機関車が客車4両を牽引していましたが（写真1）、ほど
なく客車7両に増結され、1日あたり約1,000人、年間5万5千人が乗車する
など、好評をもって迎えられます。翌1983年は運行期間が10月初旬まで延
長され、アドリア湖（Adria See）に近い、デッサウ・アドリア（Dessau-
Adria）駅が、乗降客がいる時のみ停車する停留所として途中駅に追加され
ます。1986年からは年1回、蒸気機関車牽引の特別列車が運行され、ヴェル
リッツ駅構内で展示会も行われるなど、賑わいを見せています（写真2）。

■廃線危機を乗り越えて
東西ドイツ統合後、ドイツ鉄道（Deutsche Bahn）へ移管され、 営業路線と変わ

らない路線番号257が付与されます。継続して、シーズン中の旅客列車運行は行われ
たものの、沿線にあった人民公社の台所家具工場や電機工場、化学工場、そしてソ連
駐留軍施設の閉鎖が相次ぎ、貨物列車は1995年12月31日限りで廃止されます。旅
客列車も1997年は11月2日までの水曜、土曜、日曜、祝日に2往復運行されましたが、
利用者は年間6000人から1万人ほどまで減少し、線内最長の橋、デッサウ・ヴェルリッ
ツ橋（Dessau-Wörlitzer Brücke）の使用認可が1997年末で期限切れをするなど、
施設の老朽化も目立つことから、ドイツ鉄道は廃線を検討するようになります。その
ため、1998年4月からデッサウ交通局（Dessauer Verkehrs GmbH）が運営を引き継ぎ、ザクセン・アンハルト州から約160
万マルクの補助金を得て、路線修繕作業を行い、鉄道運行会社への業務委託により運行が続けられます。さらに1998年末より、
雇用支援策の一環として、州や市の援助を得て、大幅な改修工事が行われることになり、貨物列車廃止により不要になった側線の
撤去、線路と枕木の交換、橋の全面改修、安全装置の近代化などが計画されました。当初工期は1年、予算は1,820万マルクと見
積もられましたが、橋の状態が悪く、建て直しが必要になるなどしたため、結局3,000万マルクまで膨れ上がり、一時は工事の存
続すら危ぶまれます。そのため職業安定所が1,615万マルクを負担して153人の雇用を確保する、ドイツ最大級の失業者対策とし
て継続され、ようやく2001年5月24日に運行再開の日をむかえます。中部ドイツ新聞（Mitteldeutsche Zeitung）は「散歩や
自転車に乗った人々は、まず列車を信じられないように見て驚き、やがて嬉しそうに手を振る。2年前には思いもよらなかったこ
とだった。」と再開の喜びを伝えています。

■現在のデッサウ・ヴェルリッツ鉄道
2011年からは、ザクセン・アンハルト州によって2007年に設立した、

鉄 道 運 行 会 社 ザ ク セ ン・ ア ン ハ ル ト 近 距 離 交 通 サ ー ビ ス
（Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt）が、デッサウ交通局からの委
託を受け、運行を行っています。利用者数は、2011年は9,822人、2012年
14,508人、2013年約1.5万人と増加しており、現在は年間1.5万人から2万
人の間になります。観光地への足としての役割が強いことから、利用者数
は天候に左右されることが多いそうで、天候不順だった2018年は1.6万人
ほどの利用者に留まっています。この利用者が増加してきた状況は評価さ
れ、ザクセン・アンハルト近距離交通サービスは、2020年8月25日付のプ
レスリリースで、同鉄道の運行に対し、今後15年間、年間30万ユーロの補
助の合意をザクセン・アンハルト州より得られたと発表しており、しばら
くは小型気動車がのんびりと農村を行く風情を楽しむことができそうです。

次号では当路線の沿線の様子を紹介します。外出もままならない中ですので文章だけでも乗車気分を味わいたく思います。また
続けて皆様からのご連絡お待ちしております。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）までお送り
ください。よろしくお願いいたします。

イ ツ の 鉄ド
シリーズ

道

写真 1：1982 年に小型機関車に牽引され、旅客列車が運行を再開

写真２：蒸気機関車の運行で賑わうヴェルリッツ駅

写真３：現在の様子。しばらくは小型気動車での運行が楽しめる
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Hallo!
Marvin Albert (Praktikant der JDG)

Mein Name ist Marvin und ich bin der neue Praktikant bei der JDG. Ich komme aus Saarbrücken, welches im kleinen 
Saarland, an der französischen Grenze liegt. Hier findet man ein sehr kompaktes Stadtleben und viele, kleine, 
umliegende Gemeinden. Land, Stadt und vieles mehr hier trägt den Namen 
„Saar“ in sich, welcher von unserem Fluss, der einmal komplett durch das 
Bundesland fließt, kommt. Selbst unsere Straßenbahn heißt „Saarbahn“. Man 
findet hier unter anderem auch das Weltkulturerbe „Die Völklinger Hütte“, ein 
riesiges, stillgelegtes Stahlwerk, welches zu einem Museum über die Funktion 
der Anlage und des Lebens der Arbeiter umfunktioniert wurde, und außerdem 
Platz für abwechslungsreiche Ausstellungen und Musikevents bietet. Direkt 
daneben befindet sich ein Großteil des Geländes der neuen Stahl- und 
Walzwerke, welche nach dem Beenden der Kohleschürfungen zu einem der 
größten Arbeitgeber wurden. 
Interesse an Japan fand ich durch japanisches Essen. Als ich das erste Mal die 
Gelegenheit in meiner Oberstufenzeit hatte, Sushi zu Essen, fühlte ich mich, als 
würde sich mir eine komplett neue Welt offenbaren. Ramen, Onigiri, Gyudon und noch vieles mehr wollte ich probieren, 
das meiste davon bereitete ich selbst zu, wodurch ich sehr früh Spaß am Kochen fand. Zurzeit koche ich viele dieser 
Gerichte in einem japanischen Restaurant in Trier, wo ich zurzeit Japanologie und Betriebswirtschaftslehre studiere.
Mit meinem steigenden Interesse fing ich an, die Sprache selbst zu lernen und fand sehr schnell Begeisterung an den 
vielen Verwendungsmöglichkeiten der Kanji und wie viel man mit ihnen aussagen kann, vor allem in Yojijukugo. Kurz 
nachdem ich angefangen hatte, sah ich im Gang meiner Schule, dass die Universität des Saarlandes Sprachkurse für 
Schüler anbot, in welche ich mich direkt einschrieb. Endlich mit Mutternsprachlern reden zu können erleichterte mir vieles, 
was ich durch reine Texte aus dem Internet nicht lernen konnte. Dort machte mich meine Lehrerin auf das „Hallo 
Deutschland“ -Programm der Deutsch-Japanischen Jugendorganisation und der Japanisch-Deutschen Jugend aufmerksam, 
bei welchem ich das Glück hatte teilnehmen zu dürfen und viele neue Freunde aus beiden Ländern zu finden. 
Zum Jahreswechsel von 2019 auf 2020 hatte ich endlich das erste Mal die Gelegenheit nach Japan zu gehen und blieb 
für zwei Wochen in Tokyo und Kyoto. Ich war sehr erstaunt über den starken Kontrast zum eher ländlichen Leben in 
meiner Heimat. Meine Erwartungen wurden übertroffen und ich freue mich, für mein Praktikum nach Japan 
zurückkehren zu können und viele Erfahrungen bei der JDG zu sammeln.

こんにちは！
マヴィン・アルバト（日独協会研修生）

日独協会の新しい研修生、マヴィンです。僕は小さなザールラント州の、フランス国境に面するザールブリュッケン市出身です。こ
こには小規模な街と、その周りを囲むたくさんの小さな地方自治体があります。州、都市や他のたくさんの物が、名前に「ザール」を
含んでいますが、これは州を横断する河の名前に由来しています。トラムでさえ「ザールバーン」と呼ばれています。何より、ここに
は世界遺産「Die Völklinger Hütte（フェルクリンゲン製鉄所）」もあります。すでに操業を停止した巨大な製鉄場跡で、現在は、かつ
てのこの施設の役割と労働者の生活についての博物館となっています。この場所は、様々な展覧会や音楽イベントの会場としても使わ
れています。すぐ横には、新しい鉄鋼、圧延工場の敷地があり、探鉱が停止された後、この地域の主要な就職先の一つとなりました。

フランスに近いことが日常生活のあらゆるところで感じられます。例えばトラムの
アナウンスはいつもドイツ語とフランス語ですし、美術館や記念碑の説明書きも同様
です。特に、この地域の強い方言にもフランスからの外来語が多くあります。「Tääts」
という言葉は、フランス語の「tête」に由来する「頭」を意味する言葉ですし、「Mersi」
はフランス語の「Merci」由来で「ありがとう」の意味で使われていますが、これらの
言葉は生活に欠かせない物となっています。

日本への興味は和食からでした。高校生の時に初めて寿司を食べた際、全く知らない
新しい世界が開けたように感じました。ラーメン、おにぎり、牛丼など、もっとたくさん
食べてみたくなり、ほとんどを自分で作ったことで、料理を楽しむようになりました。今
はこれらの料理の多くをトリアにある日本食レストランで作っています。このトリアの街
で、僕は現在日本学と経営学を学んでいます。

日本への興味が高まってくると、日本語を独学し始め、すぐに、漢字の多様な用途や表現、特に四字熟語に夢中になりました。学習
を始めてすぐに、学校の廊下で、ザールラント大学が学生のために語学講座を行うことを知り、その場ですぐに申し込みました。やっ
と、ネイティブスピーカーと話すことができ、インターネットのテキストだけでは学べなかった多くのことを知りました。この講座の
先生が、独日青少年協会と日独ユースネットワーク主催の「Hallo Deutschland（ハロードイッチュラント）」プログラムについて教え
てくれたのがきっかけで、幸運にもこのプログラムに参加することができ、日独両国に多くの新しい友人を作ることができたのです。

2019 年の年末から年始にかけて、ついに初めて日本を訪問することができ、東京と京都に 2 週間滞在しました。自分の故郷の、
のんびりした雰囲気との強烈な違いは予想をはるかに超えていて驚きました。研修のために日本にまた戻ってくることができるこ
と、日独協会でたくさんの経験を積むことができることを楽しみにしています。
※ この原稿が書かれた 5 月初旬の時点では、まだマヴィンさんの渡航の見通しがたっていません。コロナ感染が落ち着き、この 6 月号が皆様

のお手元に届くころにはマヴィンさんの渡航許可が下りていることを祈っています。

Saarbrücken   ザールブリュッケンの街

Völklinger Hütte   フェルクリンゲン製鉄所
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ほかの言語に比べて長いと言われることが多いドイツ語。
そのため略語が大変に豊富。今回は「素晴らしきドイツ略
語の世界」を覗いてみたいと思います！

河内 秀子

ドイツに興味がない方にもドイツの有名な会社の略語はよく
知られています。

VW、BMW、HARIBO、Adidas ……
ドイツに興味がある方なら、CDU、SPD などのドイツの政

党はよく目にされるかと思います。DDR を知っているなら
VEB、FKK もご存知でしょうか。では、上級者向けの略語をひ
とつ。SozSichAbkÄndAbk2ZAbkTURG、文字化けかと思い
きや、実はこれも略語なのです。答え合わせは記事の最後に！
25 文字もあるので、省略すると
はなんぞやと問いたくなってし
まいますが。ドイツは略語大国！
と言い切ってしまいましょう。
ドイツの人気ヒップホップグルー
プ、「Die Fantastischen Vier」
も略語だけをひたすら並べる

「MfG」というヒット曲を出し
ていますが、その歌詞はこんな
感じです。

ARD, ZDF, C&A, BRD, DDR und USA, BSE, HIV und 
DRK, GbR, GmbH, THX, VHS und FSK, RAF, LSD und 
FKK……♪ さあどれくらいわかるでしょうか？ 気になる人は
ぜひ検索してみてください！

ドイツ語に略語が多い理由は、単語をつなげて熟語にするこ
とができるため、何か新しい部門や法律ができるとすぐ長い単
語が登場します。

例えば、ドイツ語最長でギネスブックにも載っているらしい、
単語は１単語 79 文字！

“Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkb
auunterbeamtengesellschaft” 
→ドナウ汽船電気事業本工場工事部門下級官吏組合！

Donaudampfschiffahrtsgesellschaft 、DDSG という略語の
会社の組合です！ちなみに英語で最長の単語は 45 文字だそう。

また１単語が 63 文字！の新しい法律
”Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertra
gungsgesetz“ → 牛肉ラベリング作業監視業務委託法

略して、RkReÜAÜG ！法律自体が廃止になったため略語も
消えましたが、これ以外でも法律関係の用語はとにかく長いた
め略語も多く、ドイツで法律を学ぶ人は本当に大変だろうなあ
と思わされます。

さて、まずは知っている方も多いかと思われる、初級編の略
語から見てみましょう！

HARIBO ＞ HAns RIegel BOnn

ドイツを代表する（？）お菓子会社「ハリボ」は、ハンス・リー
ゲルさんが西ドイツ、ボンで始めた会社なので、ハ・リ・ボ、
と言います！

ちなみに、創業者のハンス・リーゲルさんには二人の息子が
おり、彼が 1945 年に亡くなってから会社の顔として表に出て
いたのは常に長男の、父親と同姓同名のハンス・リーゲル（ジュ
ニア）。一方、弟のパウル・リーゲルは商品開発に徹し、公の
場には姿を現さなかったそうです。影の立役者だったパウルさ
んですが、息子 3 人にはハリボ社の後継者として先手を打って
おきたかったのか、それぞれの名前に先代の“ハンス”をつけて、
長男はハンス・ユルゲン、次男はハンス・アルント、三男はハ
ンス・ギドと名づけました。今のハリボ社を率いているのは三
男のハンス・ギド・リーゲル（Hans Guido Riegel）。ハリボ
社を継ぐものは、やはりハ・リと略せる名前でないといけない
のでしょうか。

Adidas ＞ ADI DASsler

ハリボと並んで、創業者の名前の略語を使った社名が日本で
もよく知られているのが「アディダス」です。アディ・ダスラー
が始めたから、アディダス！

ちなみに、アディ（Adi）はアドルフ（Adolf）の愛称で、初
期の靴にはアドルフ・ダスラー・アディダス・スポーツシュー
ズというロゴがついています。ちなみに兄のルドルフは「ルディ
ダス」……ではなくプーマという名前の会社を作りました。

Aldi ＞ ALbrecht-DIscount
もうひとつ有名な創業者の名前を使った例が「アルディ」。

カールとテオのアルブレヒト兄弟が作ったディスカウントスー
パーということでアルディなんだそうです。

学校では教えてくれない
Vol.5

出典：flickr/warrenski CC BY-SA 2.0
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では、ほかのスーパーマーケットチェーンは何の略語なのだ
ろうかと調べてみました。
Rewe ＞ Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften 
西部販売協同組合
EDEKA ＞ Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler
植民地物産小売商人購買協同組合

アインカウフスゲノッセンシャフト・デル・コロニアル
ヴァーレンヘンドラー。一つの単語がもう長い。1970 年代頃
から使われなくなった「コロニアルヴァーレン」いわゆる植民
地物産、要はコーヒーやカカオ、スパイスなどを指す言葉です。
1907 年にライプチヒで創業したエデカの長い歴史を感じさせ
る名前です。

BMW ＞ Bayerische Motoren Werke AG

略語になっている会社の名前は星の数ほどあるので、書き出
していくときりがないのですが、BMW、「バイエルン発動機製
造株式会社」も有名ではないでしょうか。ちなみにドイツは車

のナンバーの頭が都市名なのですが、ベルリンは B で、ベルリ
ンの BMW のナンバーは BMWxxxx となっているものをよく
見かけます。

ちなみに AG も略語で、Aktiengesellschaft、「株式会社」
を意味します。

そして、昨年春から、コロナに関連して新たに登場した略語
もあります。
RKI ＞ Robert Koch-Institut

ドイツの感染症対策を担う、ロベルト・コッホ研究所の略語
は、多分コロナが始まってから、ニュースに最もよく登場する
略語ではないでしょうか。感染症の対策、感染者数など、あり
とあらゆるニュースでRKIの文字を目にしない日はありません。

STIKO ＞ STändige ImpfKOmmission
予防接種常任諮問委員会ことシュティコは、ワクチンの話題

が出始めた頃からニュースでよく聞くようになった略語です。
連邦保健省から 3 年おきに任命された 18 名のワクチン関連の
科学者による独立した団体で、ロベルト・コッホ研究所内に拠
点を置いているそうです。どのワクチンが許可されるのか、危
険性はあるか、変異株に有効かどうか……様々な最新の信頼で
きるデータをもとに評価を出していくのが仕事です。

AHA ＞ Abstand ＋ Hygiene ＋ Alltag (mit)-maske
ドイツ連邦政府のコロナ感染症対策のキャンペーンに使われ

ている略語です。ソーシャルディスタンス、衛生（くしゃみす
るときは肘の裏に。定
期的な手洗い）、そして
日常生活の中でマスク
を す る こ と。 当 初 は
Alltagsmaske（日常的
なマスク）と言われる、
医療用マスクではない
ものを着用するように
呼びかけるものでした
が、いまや小売店や公
共交通などでも FFP2

（KN95）マスク着用義
務があるため、内容を
少し調整したようです。
この標語（略語）が広
まっているかは謎です。

最後に答え合わせ！ 25 文字の略語の意味は「ドイツ連邦共
和国とトルコ共和国間の社会保障に関する 1964 年 4 月 30 日
の条約に対する1984年11月2日の補足協定」と……な、なが！

※ これはderdiedas.jpに2018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。ウェブマガジン
Wezzy でドイツについて連載中。ツィッター @berlinbau でド
イツ語圏の情報を発信しています。
写真は出典の記載がないものはすべて筆者撮影

出典：連邦保険省ウェブサイト
https://www.zusammengegencorona.de/
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2020年度ドイツ語講座について
新型コロナウイルス感染拡大の中、昨年2020年度の上半期よりオンライン講座を導入しました。当初はパンデミックの
収束次第、通学クラスに戻す方針でしたが、なかなか感染状況が収まらない中、夏期、下半期、春期講習会も引き続きオ
ンラインを中心に講座を提供しました（いくつかのクラスについては、緊急事態宣言が解除されている間、通学を再開しました）。

昨年度下半期の最後に、受講生にアンケートを取りましたので、ここに皆様からのフィードバックをご紹介します。協会では、
皆さんの意見を参考にしつつ、協会職員の事務作業量や講座の将来の継続と成長を考慮し、今後の講座やイベント運営を行ってい
く予定です。（アンケート回答者数は 83 名）

満足 82.4%

やや満足 15.3%

どちらでもない 1.2%

やや不満 0.0%

不満 1.2%82.4%

15.3%

1.2% 1.2%0.0%

わかりやすい 94.1%

どちらともいない 4.7%

わかりにくい 1.2%

94.1%

4.7% 1.2%

その他、ボランティア、大学院入学、オペラの歌詞を理解したい、子どもがド
イツにいるから、純粋に言葉としてドイツ語が好き、といった回答がありました。

協会の講座について
（カッコ内はクラス名。クラス名の記載がないものはいくつか
のクラスで同様の意見があったもの）

良いと感じる点
－　先生の教え方が丁寧で親切。クラスの雰囲気が和気あいあ
いとしている（DiA-1）。
－　様々なドイツ語表現、ドイツ語として自然な表現を学べる点。ド
イツ語作文の宿題を提出すると文章をチェックしてもらえる（DiA-1)。
－　質問にしっかり答えてもらえるので授業になじみやすい。
－　毎回、前の週の出来事を報告するので、作文する機会を持
つことになり、授業でそれを読み上げると、先生がそれをより
自然な表現で書いてくだり、表現方法を学べる。（MiA-1）。
－　クラスの人数が増えたが、発言の機会が減ったような気に
ならないのは、先生がポイントを押さえた授業をしてくれてい
るからだと思う（MiN-1）。
－　毎回授業で取り上げるテーマ自体、興味深いものが多い。ドイ
ツについて初めて知ることも多く、知的スリルに満ちている（DiA-2）。
－　最初は挫折しそうになったが、継続することにより少しず
つ理解できるようになった。先生の楽しい授業と、和やかな雰
囲気を作ってくれているクラスメートに感謝（SaN-2）。
－　ドイツ語に加え、ドイツ人の思考やモノの見方等を説明い
ただいており、毎週の受講が楽しみ、かつ興味深い（SaV-1）。

不満点
－　オンラインは音声が途切れたり、こまめな質問などがしに
くくてやや不便。
－　オンラインだと全体での発音練習などがしにくく感じる。
－　コロナが比較的落ち着いていた時期に対面授業をやってほ
しかった（SaV-2）。
－　習った表現を使った会話の練習がもう少しあると良いと思
う（DoV-1）。

その他のご意見
－　いつもスタッフの方に丁寧な対応をいただき、ありがとう
ございます。
－　多様な講義や素敵なイベント（ドイツ語以外のイベントも）
を開講・開催してくださり、ありがとうございます。
－　ドイツ人の友人を作りたいが、アプリでタンデムパート
ナーを見つけるのは少し怖いので、協会のイベントを通じてド
イツ語圏の人々と出会う機会があるといいなと思います。
（↑月 1回「Sprachtreff」という日独言語交換会をオンライン開
催していますのでぜひご参加ください。事務局より）
－　コロナが収束したら対面授業に戻りたいです。
－　昨春いち早くオンラインレッスンに切り替えていただいたお
かげで、この1年、心も元気に参加できたと思い、大変感謝して
おります。いつも素早い対応と適格なフォローもありがたいです。
－　同じクラスの方々とのオンライン呑み会（２時間程度）が
できたらうれしいです。
－　A2.2 あたりからどうしても少人数になりがちですが、引
き続き開講してもらえるとありがたいです。
－　オンライン授業は、最初は受け入れがたいものがありまし
たが、先生の授業は、オンラインであることを忘れさせてくだ
さるような授業なので今は満足しています。
－　現在は（有り難い事に？）ZOOMでの授業なので、夜間
でも毎週でも受講できる。遠方なので、隔週や昼間の授業があ
ることは有難い。
－　オンライン講座になって、通学時間がなくなり、時間が有
効活用できています。
－　地方在住でもオンライン授業でドイツ語学習やイベント参
加への機会をいただけて、本当にありがたいです。これからも
積極的に参加していきたいと思っております。

授業について

ドイツ語を学ぶ理由（複数回答可）

教え方について

その他の学習方法（複数回答可）

その他、インターネットのドイツ語ニュース、YouTubeやドイツ語のラジオを
視聴、SNS利用、タンデム、といった回答がありました。
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4 月の活動報告

ドイツ語講習会
2021 年度上半期コース
火～日曜日
Deutschkurse in der JDG 
April 2021 - September 2021
jeden Di.-So.

ドイツ時事問題研究会
4/17 ㈯　15:00 ～ 17:00
Studiengruppe "Deutschland aktuell"
Datum: Sa., 17. 4. 21, 15.00-17.00
当月の主なトピックスとして①脱原発の
補償について政府と電力会社の和解が成
立、係争に終止符。再稼働はないことを
確認、②ロビイスト登録法が成立、③ノ
ルトライン・ヴェストファーレン州金属
産業労使が賃上げを見送り、コロナ手当
などの一時金の支給で合意、④地域ごと
に全国一律の条件下で学校の閉鎖、営業
の休止、夜間外出禁止などを実施する感
染防止法の改正（非常ブレーキの設置）
の閣議決定のほか、⑤キリスト教民主・
社会同盟の首相候補者選びと同党支持率
の低下の要因など（報告：新井さん）を
採り上げ、質疑応答を行った。
個別テーマでは改めて「大学改革」を採
り上げ、佐藤さんおよび則滿さんからフ
ンボルト理念について、歴史的背景や主
旨、ギムナジウムを含めて教育が多様化
をたどってきた現代における意義、真理
を求める学問の方向性と日本における教
育の在り方など多角的な考察を行ってい
ただき、意見交換を行った。 （伊崎 捷治）

シュプラッハトレッフ（日独言語交換会）
4/17 ㈯　19:00 ～ 20:20
Sprachtreff
Datum: Sa., 17. 4. 21, 19.00-20.20

参加者 23 名（日本人 12 名、ドイツ人
11名）。会員は参加費が無料だったので、
会員の参加が増えた印象でした。遠方か
ら参加されていた会員もおり、普段はイ
ベントに参加できないけれどオンライン
なら、と、オンラインの良さを再確認い
たしました。今回は私が初めて一人で運
営いたしましたが、モデレーターの方々
にお手伝いいただき、満足度の高い回と
なりました。今後は、連絡先を交換する
時間を拡充し、個人でタンデムパート
ナーを探したり、他のグループの参加者
とも連絡がとれるように次回以降改善し
ていく予定です。（田中 麻優）

独逸塾
4/19 ㈪　19:00 ～ 21:00
Gesprächkreis: Neuigkeiten aus Deutschland
Datum: Mo.,19. 4. 2021, 19.00-21.00
テキストは前回の続きでシュピーゲル誌
1月 2日号「現代の英雄」である。新型
コロナのワクチンを画期的な手法メッセ
ンジャーRNAを使い開発したビオンテッ
ク社の生産体制について述べている。
1． メッセンジャー RNAに基づく技術
で 95％の有効性を示している。ベク
ター方式に基づくアストラゼネカ社
の有効性 70％、さらにチリで有効性
55%を示した中国製ワクチンに対し
ても際立っている。

2． 50 か国で今後数か月で 10 億回服用
量以上の許可を受けたワクチンを供
給できることとなる。

3． 生産能力を高めるため世界第 2位の
製薬会社ファイザー社と協力関係に
ある。更なる増産を目指し各製薬
メーカーと交渉中である。ヨーロッ

パではすでに 5社に委託している。
4． 生産上のリスクとしては原材料が不
足したり薬の充填がうまくいかな
かったり、更には工場の従業員がコ
ロナに罹患することによる操業中止
などのリスクがあるが、ワクチンの
増産には全力を尽くしマールブルク
工場では今年度上半期に 2億 5 千万
回の服用量のワクチンを製造するこ
とができる体制にある。

5． ワクチンの技術性の優位性、他社ワ
クチンの血栓の問題等もありビオン
テック社の時価総額は 2020 年 12 月
29日時価総額は 174 億ユーロ（2兆
2620 億円）とドイツの同業他社でトッ
プである。（4月 19日の同社の時価総
額は昨年末比 60％増となっている。）

（森永 成一郎）

運営委員会
4/26 ㈪　15:00 ～ 17:00
Ausschuss der Geschäftsführung
Datum: Mo., 26. 4. 21, 15.00-17.00　
5月の書面理事会の準備のため以下の項
目について、資料に基づいて検討した。
【議題】：　
1． 令和 2年度事業報告　　　
2． 令和 2年度決算報告　
3． 副会長退任に伴う新副会長の選定
4． 理事候補者再任
5．代表理事と業務執行理事選定
6．理事の職務分担と理事の職務権限
7．5月書面理事会
8．委員会構成員の一部改正
【報告】
会報誌特別寄稿の進展
※上記イベントは全てオンライン開催

去る3月 28日㈰に第 6回「ぶらドイツ」（オンライン開催）で横浜を案内させていただきました。昨年秋に柚岡常務より「コロナが
収束したら今度は横浜を歩きたいから、企画書だけでも作って下さい」と依頼され、言われる通りにお出ししましたが、コロナの方は
一向に収束せず、オンラインでの開催となりました。私にとっては横浜を案内することも、オンラインで講師を務めることも初めてで
したが、不慣れなところはお許し願おうと、引き受けた次第です。
ブラタモリに倣って今回のお題は「戦時下、ドイツ人は横浜でどう暮らしたか？」としました。横浜のドイツ人は意外と知られてい
ないからです。まずはどんなドイツ人がいたかを知ることから始めました。
当日のポイントとしては、ドイツは英米などに比べて日本との国交樹立が遅れたので、横浜開港翌年の1860 年頃の地図を見ても、

ドイツ領事館は載っておらず「1863 年に開設されたのはこのあたり」と現在の県庁辺りを示しました。また1914 年、第一次世界大戦
で日本がドイツと交戦状態に入っても、横浜のドイツ人はあまり減りませんでした。しかし1923 年の関東大震災でドイツ人を含む外
国人は、多くが神戸に避難して、横浜の外国人は激減します。
その後、第二次世界大戦の末期、日本の外国人は中国人を除くと6,000 人余り、
内ドイツ人は約 2,800 名と半数近くを占めました。そのドイツ人は神奈川県の箱
根方面におよそ 770 名が疎開していました。一方、横浜市内にはドイツ人は 2
名だけでした。これは日本政府による強制退去令の結果です。
次いでバーチャルな散策をスタートさせ、1942 年 11月、横浜の新港埠頭で発
生したドイツ艦船の大爆発についてその背景、なぜこの時ドイツの艦船が横浜港
にいたかを説明し、今日の根岸の外人墓地での水兵らの墓前祭を紹介しました。
また、山下町のドイツ的な痕跡としては、今は結婚式場となっている「ラ・バ

ンク・ド・ロア」に戦時中はドイツ領事館がありました。その後ホテル・ニュー
グランドに到着して、次いで速足で山手を巡るというツアーでした。
当初 1時間ほど私が話をして、30分の質疑応答を想定しておりましたが、私の話は予定時間のほぼ全部の1時間半を費やしてしま

いました。これは私が不慣れなためでした。一方「リアルではこんなに訪問できない」というほどの場所を短時間で訪問（紹介）出来
たのはまさにオンラインの醍醐味だと実感いたしました。

イベントレポート 　

第 6 回ぶらドイツ 〜横浜編〜（3 月 28 日 オンライン開催）
� 大堀　聰（横浜日独協会）
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木村敬三大使　追悼
Nachruf

22 年もの長きにわたり、副会長として、当協会の発展に多大なるご貢献
を頂きました木村敬三大使が 4月 27 日に逝去されました。享年 91 歳。こ
こに生前のご厚誼を深く感謝しご冥福をお祈りするとともに 謹んでご通知
申し上げます。

木村大使は 1951 年に外務省に入省され、1982 年駐イラク特命全権大使、
1985 年東ドイツ特命全権大使、1989 年から 1991 年まで駐ドイツ連邦共和
国特命全権大使を歴任されました。

1992 年 3 月に外務省を退職され、1993 年 3 月には日独協会理事、1996
年 3 月から 2018 年 5 月まで当協会の副会長、同年 6月から現在まで顧問と
してご活躍頂きました。その間、全国日独協会連合会会長代行、ベルリン日
独センター総裁、2011 年 150 周年記念事業企画委員・委員長と数多くの重
責を果たされております。

1992 年、日独交流関係の発展に対する長年にわたる顕著な功労に対して、
ドイツ政府から大使にドイツ連邦共和国大功労十字章（Großes Verdienstkreuz）

が授与されました。外交官としての豊富なご経験や秀でたご見識、卓越したドイツ語力でもって私達を導き、支えて頂きました。
また、大使の温かなお人柄から、日独の多くの皆様から大いに慕われておられました。
ご生前のご厚誼に深く感謝し、ご功労に敬意を表すとともに、ご冥福を心よりお祈り申し上げます。併せて、国内外の多くの日
独関係者の皆様からご丁重な弔電・弔辞を賜り、厚く御礼申し上げます。木村大使のそばで活躍された関係者の皆様からの追悼の
辞を次号に掲載したいと考えています。

（公財）日独協会常務理事　柚岡 一明

Botschafter Keizo Kimura, der 22 Jahre lang als Vizepräsident maßgeblich zur Entwicklung unserer Gesellschaft beitrug, verstarb am 27. April. 
Er wurde 91 Jahre alt. An dieser Stelle möchte ich für seine unaufhörliche Unterstützung meinen tiefsten Dank und mein tief empfundenes 
Beileid bekunden.

Botschafter Kimura trat 1951 ins Außenministerium ein, war 1982 Botschafter im Irak, 1985 außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter 
in der DDR sowie von 1989 bis 1991 außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der Bundesrepublik Deutschland.

Im März 1992 trat er aus dem Dienst des Außenministeriums aus, wurde im März 1993 Vorstandsmitglied der Japanisch-Deutschen Gesellschaft, 
von März 1996 bis Mai 2018 Vizepräsident der Gesellschaft und stand uns seit Juni 1996 bis zuletzt als fachkundiger Berater zur Seite. 

In seiner Laufbahn erfüllte er als Stellvertreter des amtierenden Präsidenten des Verbandes der landesweiten Japanisch-Deutschen Gesellschaften, 
als der Präsident des Berliner Japanisch-Deutschen Zentrums sowie als Vorsitzender des Projektplanungsausschusses für das 150-jährige 
Jubiläum japanisch-deutscher Beziehungen im Jahr 2011 überaus wichtige Aufgaben. Zusätzlich wurde Botschafter Kimura für seine 
langjährigen Errungenschaften im Jahr 1992 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland（Großes Verdienstkreuz）gewürdigt. Er 
hat uns alle mit seinem reichen Erfahrungsschatz und seinen exzellenten Einblicken als Diplomat enorm bereichert. Darüber hinaus wurde er 
wegen seiner Menschlichkeit von vielen Japanern wie Deutschen sehr geschätzt und bewundert.

Ich möchte Botschafter Kimura für all seine Errungenschaften meinen allerherzlichsten Dank aussprechen – möge er in Frieden ruhen. Viele 
Japaner und Deutsche in Japan und Übersee haben uns ihre aufrichtigen Beileidsbekundungen zukommen lassen. Dafür möchte ich mich ebenso 
von Herzen bedanken. 

Für die folgende Ausgabe planen wir eine Veröffentlichung von Gedenkschriften derjeniger, die an der Seite von Botschafter Kimura aktiv waren. 

Kazuaki Yuoka
Hauptgeschäftsführer
Japanisch-Deutsche Gesellschaft Tokyo

トークイベント「Hör mal zu !」（ちょっと聞いて！）第 2 弾
テーマ：コロナ禍での在独日系企業の実態と日常生活
　コロナ禍の中、人は人によって慰められ、癒されたりすることを実感しています。対面イベント開催が難しい今、オ
ンラインを活用し、積極的に外部とのコミュニケーションを取りたいと思います。「Hör mal zu !」は「耳寄りなお話」
をオンラインでお聞き頂くトークイベントです。

　今回はドイツへの赴任、就職、留学、生活を考えている皆様、ドイツにご家族がいらっしゃる皆様、あるいはドイツ進出日本企業の皆様に
は興味深いテーマかと思います。奮ってお申し込み下さい。

テ ー マ：コロナ禍での在独日系企業の実態と日常生活
開 催 日：2021 年 7 月 4 日（日）17 時～ 19 時（日本時間），10 時～ 12 時（ドイツ時間）
内　　容：①ドイツでの日系企業のビジネスの現状
　　　　　②新しいマーケット（電気自動車や再生可能エネルギーの普及など、カーボンニュートラルに向けた取り組みなど）
　　　　　③日本人駐在員とその家族、日常生活、学校教育
　　　　　④その他
講　　師：デュッセルドルフ・ジェトロセンター　植田 大所長
　　　　　長年、日独のビジネス・投資支援に携わり、元ハンブルク・ジェトロ所長等豊富なドイツ駐在経験を持つ。
参 加 者：当協会会員（個人、法人）、一般の方を問いません。
申込締切：6 月 28 日（月）
参加人数：先着 30 名程度
申込方法：メール jdg@jdg.or.jp、（柚岡宛）にて、氏名、メールアドレス、携帯電話番号、もしありましたら聞きたいこと（是非）をお知らせください。
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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

ています。ドイツ語講座に関するお問い合わせに関しては、事
務所の電話番号以外に、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。

■ 2021（令和 3）年度パスワード
協会のウェブサイトには、会員サービスページがあり、会員
のみの優待情報や会報のデジタル版を掲載しています。このサ
イトにログインするためには、2021 年度のパスワードが必要
になります。パスワードは今年度の年会費をお支払いいただい
た方に、会員証と一緒にお送りしています。

■新着図書
『ドイツと私の半世紀』早瀬勇著（横浜日独協会）
出版：文芸社
半世紀以上の間、日独の草の根交流に尽力されてきた早瀬会長の
体験と、これまでのエッセー、講演、寄稿文がまとめられています。
著者はマース外相の提言も引用し、今後の日独関係は「世界の
ルール・シェルパ―（国際秩序形成の推進役）」として160年間
の日独関係の蓄積を絆とし、世界平和に貢献すべき時期にある、
と言及。日独関係に関心のある方に読んでいただきたい一冊です。
『フクシマへの帰郷』アドルフ・ムシュク著　

出版：eブックランド
2011 年の震災直後、日本を訪れた著者は、2017 年に再来日し、
復興の様子の視察や現地の人たちとの会話を通じて、この作品の
着想を得られました。小説では、主人公、ドイツ人建築家パウル・
ノイハウスが、日本人の友人ケンの妻ミツとともに震災後のフク
シマを旅し、問題に直面していきます。（出版社Webサイトより）

日独協会機関紙「Die Brücke 架け橋」第 718 号　　2021 年 6 月 1 日発行／隔月刊
編集責任：柚岡一明（編集長）公益財団法人日独協会
　　　　　jdg@jdg.or.jp／電話：03-5368-2326 ／ FAX：03-5368-2065 ／ http://www.jdg.or.jp
住　　所：〒160-0016 東京都新宿区信濃町18（マヤ信濃町 2番館）／印刷・製本：三和印刷株式会社 禁 無断転載

架け橋

■年明けから協会の Sprachtreff を手伝っている。日本語を学ん
でいるドイツ語母語話者と、互いの母語で交流するオンライン・
イベントだ。連絡先を交換して個人的にタンデムを始めること
もできる。そこで知り合ったドイツ人と先日タンデムをしたと
ころ、その日の夕飯は和牛のステーキとのことで「この
Marmorierung（大理石の模様）！」と嬉しそうに肉の「霜降り」
を見せてくれた。「大理石」というと高級感はあるがいかにも硬
そうで、「霜」というと安っぽいが 「（口に入れると）さっと溶け
る」感じが出る。日本の例えもドイツの例えも一長一短だ。（小）
■コロナ禍の中で、岩波文庫『ベルツの日記』全四巻 （トク・
ベルツ著、菅沼龍太郎訳、昭和 27 年 1 月 10 日発行）を読み
切りました。著者である医学者エルヴィン・ベルツ（1849 ～
1913）が、日本の医学の発展に大きな影響を与え、東京医学

校（現在の東京大学医学部）の教授として多くの著名な医者を
輩出し、明治天皇や皇太子（後の大正天皇）の主治医を務めた
ことは有名です。『ベルツの日記』は当時の日本を取り巻く世
相を理解する上で貴重な資料です。ベルツは偏見のない柔軟な
思考の持ち主で、日本から世界を俯瞰し、その思想は今で言う
「多様性」に富んでいたと思います。特に第一部後半では日露
戦争勃発直前の風雲急を告げる満州、韓国、北支を旅し、当時
の列強国である英米露独仏の極東アジアでの挙動に言及してお
り、今日の極東アジアでの安全保障、外交を考察する上で示唆
に富んだ資料でもあります。過去に起こった事象は忘却の彼方
に消えゆくものではなく、繰り返される「現実」なのだと改め
て強く認識しました。日露戦争は 1904 年から 1905 年で、当
協会の前身、日獨協会はその 6年後に誕生しました。（柚）

編
集
後
記

日独交流 160 周年記念事業
日独漫画コンクール

コンクールの目的は “漫画を通して日独青少年の友好を深める”
ことにあります。皆さんの想像力とテクニックをフルに活かし、今
回のテーマ「遠くて近い日独関係」を漫画で表現してください。テー
マを通じて、日本とドイツ両国について、若い方達のさらなる興味
と関心を喚起し、日独の友好関係を深めたいと考えています。

なお、入賞作品は東京とベルリンを中心に、様々な展示・披露
の機会を設ける予定です。応募をお待ちしています！

【主催者】（公財）日独協会
【協賛】協賛企業・団体様を募集中です
【後援】在日ドイツ連邦共和国大使館
【日程】作品募集：
　　　 2021 年 4 月 1 日～ 8 月 31 日
　　　 表彰式・展示：
　　　 2021 年 11 月 15 日～ 11 月 21 日

【テーマ】「遠くて近い日独関係」
作品形式や応募方法の詳細は協会ウェブサイトをご覧下さい。
http://www.jdg.or.jp/event/Mangawettbewerb2021_j.html 

（上記 QR コードを読み取るとウェブサイトにアクセスします）

■協会ドイツ語講師　金子みゆき先生出演コンサート

唄 LIED ПЕСНЯ
日時：2021 年 7 月 2日㈮　19:00 ～
会場：サントリーホール ブルーローズ 
シュトゥットガルト国立音楽大学院においてリートクラス、オ
ペラ科を卒業し、ドイツでも数々の舞台で活躍された金子先生
と他 3名のアーティストによるコンサートです。
問合せ・チケット：Tel. 090-7711-5254（橘 義久）
E-Mail　 miyukita4321@yahoo.co.jp（金子みゆき）
詳細：https://www.mk-design.biz/works14156/

■第 12 回ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan

ヨーロッパを舞台に活躍されたピアニストで、当協会の会員で
もあった故・杉谷昭子さんが 2010 年に創設したコンクール。
グランプリ受賞者にはボーランドで演奏のチャンスがあります。
問合せ・詳細：ヨーロッパ・ピアノ協会事務局

Info@europe-piano.com　http://www.europe-piano.com/

■主催：ドイツ学術交流会（DAAD）

ディスカッションフォーラム 2021　在日ドイツ企業への就職
このフォーラムでは、ドイツ語を専攻した学生が、どのようにして
在日ドイツ企業やドイツ関連機関に就職しているかをお伝えします。
日程：2021 年 6 月 11 日㈮　18 時開始　先輩たちの体験談
2021 年 6 月 12 日㈯　14 時開始　企業紹介と質疑応答
詳細・申込：https://www.daad.jp/ja/2021/05/07/dialogforum2021jpn

■ EU FILM DAYS

欧州連合（EU）加盟国の在日大使館・文化機関が提供する作品
を一堂に上映する映画祭。会場上映の会期は変更になりました
が、まずはオンライン配信で上映が始まります。
会期：2021 年 5 月 28 日㈮～
詳細：https://eufilmdays.jp/

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