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表紙の言葉
「アルコナ」の制作
日独交流 160 周年の記念の年にあたり、1860 年にプ

ロイセン東アジア遠征隊を率いて来日した、オイレンブ
ルク一行の乗艦「アルコナ (SMS Arcona)」の模型を製
作し、日独交流の歴史を振り返る一助と致すべく、現
在作業中です。10 年前の日独交流 150 周年の際に計画
し、図面等をドイツの知人から入手しましたが、東日本
大震災の発生で、中止しました。新型コロナウィルス
蔓延の為、160 周年記念の関連行事は不可能となって
おりますが、コロナ禍終焉の後、催される多くのイベン
ト会場に、この模型を展示したいと考えています。
「アルコナ」は、1859 年に 4月に完成した、当時のプ
ロイセン王国海軍の軍艦で、排水量 2,353トン、全長
71.95m、全幅 13m、吃水 6.35mで、アフリカや南太平
洋の植民地警備や居留民保護等、海外での長期任務に耐
えられるよう船底は銅板で覆われた当時最新の木製コル
ベット艦であり、この性能から本任務に充てられました。 
因みに、この東アジア遠征は、日本の後、中国（当

時は清国）とタイ（同シャム）も訪れ、1859 年 11 月
から 1862 年 10 月までの長きに亘りました。また、来
日当時の乗組員で、後に駐日公使となったアイゼンデッ
ヒャー (Karl von Eisendecher)が描いた水彩画「富士山
を背景に、横浜沖に停泊するアルコナ」が、日独交流
150 周年の際の大使館発行のチラシに使われています。
200 分の 1に縮尺し、全長 36cm、全幅 6.5cm、吃水

3.5cm、年内完成を目指しています。
柴田 明（日独協会評議員）

Zum Titelbild
Produktion des Arcona
Anlässlich des 160-jährigen Jubiläums der japanisch-deutschen Beziehungen baue 
ich derzeit ein Modell der SMS Arcona, des Schiffes, auf dem Graf Friedrich zu 
Eulenburg und die Preußische Ostasienexpedition 1860 nach Japan fuhren. Mit der 
Produktion dieses Modells hoffe ich, auf die Geschichte der japanisch-deutschen 
Beziehungen zurückzublicken. Ich plante dieses Projekt vor 10 Jahren anlässlich 
des 150-jährigen Jubiläums der japanisch-deutschen Beziehungen und erhielt den 
Bauplan des Schiffes von einem Bekannten in Deutschland, aber es wurde wegen 
der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe in Ostjapan aufgegeben. Aufgrund der 
Ausbreitung von COVID-19 ist es nicht möglich, viele Veranstaltungen im Zusam-
menhang mit dem 160-jährigen Jubiläum durchzuführen, aber ich möchte dieses 
Modell bei den vielen Veranstaltungen, die nach dem Ende der Corona-Pandemie 
stattfi nden werden, ausstellen.
Die Arcona war ein Militārschiff der preußischen Marine, fertiggestellt im April 
1859, mit einer Wasserverdrāngung von 2.353 Tonnen, einer Länge von 71,95 
Metern, einer Breite von 13 Metern und einem Tiefgang von 6,35 Metern. Sie 
war die modernste hölzerne Korvette ihrer Zeit, mit einem verkupferten Boden, 
um Langzeiteinsätze in Übersee standzuhalten, wie der Bewachung von Koloni-
en in Afrika und der Südsee und dem Schutz von Siedlern. Aufgrund dieser Leis-
tung wurde es für die Aufgaben der japanischen Expedition eingesetzt.
Die preußische Expedition nach Ostasien dauerte von November 1859 bis Okto-
ber 1862. Das Aquarell "Arcona vor Yokohama vor Anker mit dem Berg Fuji im 
Hintergrund" von Karl von Eisendecher, der bei der Ankunft des Schiffes in Ja-
pan zur Besatzung gehörte und später Gesandter in Japan wurde, wurde in einem 
von der Botschaft herausgegebenen Flyer anlässlich des 150-jährigen Jubiläums 
der deutsch-japanischen Beziehungen gezeigt.
Ich bin gerade dabei,  eine Verkleinerung auf 1/200 der Originalgröße, mit einer 
Gesamtlänge von 36 cm, einer Gesamtbreite von 6,5 cm und einem Tiefgang 
von 3,5 cm, nachzubauen.

Akira Shibata (Aufsichtsrat der JDG)
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ゲアハルト・ヴィースホイ
（日独産業協会理事長）

地理的な距離が経済関係
や二国間貿易に影響を与え
るでしょうか？実証的な研
究がこれを証明しています。
そのため日独関係が政治的
にも経済的にも個人レベル
でも極めて親密だというの
は、一見すると驚くべきこ
とです。それというのもド
イツと日本の間は 9,000kmも離れているからです。しかも
両国間には大きな文化の違いがあります。 
良好な関係の理由は、両国間の多くの類似点にあると、
私は考えています。過去に目を向けるとドイツと日本は
19 世紀後半になってようやく近代国民国家の仲間入りを
し、両国ともナショナリズムのもとでの行き過ぎた行為に
よって、それぞれの歴史に暗黒の時代を記すことになりま
した。第二次世界大戦後は日本もドイツもアメリカの支援
により、すぐに再建を開始し、それが奇跡の経済復興へと
つながりました。
更にもう一つの類似点は、両国の社会で自然科学、とり
わけ技術者の技に高い価値が置かれており、そこから、巨
大な自動車産業や強力な機械製造業を有する似通った経済
構造が形成されたことです。そして今日、ドイツと日本は、
「ネットゼロ」を目指して自然環境に関する共通の課題に
直面しています。気候ニュートラルのための技術の要とし
て、グリーン水素に関心が高まっていますが、この技術の
更なる発展に際し、両国には新しい協働の可能性が大きく
開けています。
日本とドイツの企業は、国内市場が小さいことから、世
界市場への自由な参入を頼りにしています。これによって
のみ、高い生産性や研究開発のための支出、魅力的な自己
資本利益率への到達に必要な販売量を達成することができ
るのです。このようなわけで両国とも自由貿易とグローバ
ル化の更なる発展に大きな関心を寄せています。2019 年
に発効した「日 EU経済連携協定」は二国間の貿易を促進
するだけでなく、他の国々にとっても、密接な国際協力が
いかにうまく機能するかを示す良い例となっています。
現在、ドイツは EUの中で日本にとって群を抜いて最も重要
な貿易相手です。逆もまた然りで、輸出入総額で見れば、日
本はドイツにとってアジア圏で2番目に大きな貿易相手となっ
ています。2020年、貿易総額は感染症によって大幅に減少し
たにも関わらず、400 億ユーロ（約 4兆 7千億円）近くまで
達しました。多くの機関や団体が、特に経済交流を強め、更
なる協働の可能性を探るために活発に活動しています。この
ような対話にとって、両国への理解と信頼に満ちた相互関係
を促進し、支援するプラットフォームが重要な意味を持ちます。
二国間の最も大きく活発なネットワークはここ日独産業
協会（DJW）で、1100 名の会員とともに経済面の独日関
係を構築しています。なぜ DJWのような安定した信頼の
おけるネットワークが重要なのでしょうか？目まぐるしく
変化し、デジタル化が進む今日の社会で、私たちが協力、
決定、助言を頼れるのは既存のつながりです。全方面への、
このような多様な関係こそが、私たちの日常生活を豊かに
し、ネットワークを活気あるものにします。つまりそれを
通じて、私たちのイベントや懇談会、定期的な交流の際に
ネットワークを広げ、新たな情報拡散の担い手、パートナー
や会員へと門戸を開くことができる、そうした「つながり」
がそれにあたるのです。

Gerhard Wiesheu
Vorstandsvorsitzender des Deutsch-Japanischen Wirtschaftskreis (DJW)

Beeinflusst der geografische Abstand Wirtschaftsbeziehungen und 
bilateralen Handel? Empirische Studien belegen dies. Daher ist es auf den 
ersten Blick überraschend, dass die Beziehungen zwischen Japan und 
Deutschland auf politischer, wirtschaftlicher und persönlicher Ebene sehr 
eng sind. Denn zwischen Deutschland und Japan liegen immerhin 9.000 km. 
Hinzu kommen große kulturelle Unterschiede zwischen beiden Nationen.
Ich glaube, dass ein Grund für die guten Beziehungen in den vielen 
Parallelen beider Länder liegt. Der Blick zurück zeigt, dass Deutschland 
und Japan erst spät im 19. Jahrhundert zu modernen Nationalstaaten 
geworden sind. Und beide schrieben mit der Übertreibung des nationalen 
Gedankens das dunkelste Kapitel ihrer jeweiligen Geschichte. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg konnten Japan und Deutschland dank US-Unterstützung 
schne l l  mi t  dem Wiederaufbau  beg innen  –  de r  dann  in  e in 
Wirtschaftswunder mündete.
Eine  wei te re  Para l le le :  In  be iden  Gese l l schaf ten  haben  d ie 
Naturwissenschaften und vor allem die Ingenieurskunst einen hohen 
Stellenwert, sodass sich eine ähnliche Wirtschaftsstruktur mit einer großen 
Automobilbranche und einem starken Maschinenbau herausgebildet hat. 
Entsprechend stehen Deutschland und Japan heute auch vor den gleichen 
ökologischen Herausforderungen auf dem Weg zu „Net Zero“. Als eine 
Schlüsseltechnologie für die Klimaneutralität rückt grüner Wasserstoff 
immer mehr in den Fokus – bei der Weiterentwicklung dieser Technologie 
eröffnen sich viele neue Kooperationsmöglichkeiten beider Länder.
Die deutschen und japanischen Industrieunternehmen sind aufgrund ihrer 
kleinen Heimatmärkte auf einen freien Zugang zu den Weltmärkten 
angewiesen: Nur dann lassen sich die Umsatzvolumina erreichen, die nötig 
sind für eine hohe Produktivität, für die Finanzierung der Ausgaben für 
Forschung & Entwicklung und für das Erreichen einer attraktiven 
Eigenkapitalrendite. Beide Länder haben somit ein ausgeprägtes 
gemeinsames Interesse am Freihandel und an der Weiterentwicklung der 
Globalisierung. Das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Japan 
und der Europäischen Union (EU), das 2019 in Kraft trat, fördert nicht nur 
den bilateralen Handel, sondern ist auch ein Beispiel für andere Länder, 
wie eine enge internationale Kooperation gut funktionieren kann.
Derzeit ist Deutschland innerhalb der EU der mit Abstand wichtigste 
Handelspartner Japans. Japan wiederum ist, gemessen am Import- und 
Exportumsatz, Deutschlands zweitgrößter Handelspartner im asiatischen 
Raum. 2020 belief sich das Handelsvolumen trotz eines starken 
pandemiebedingten Rückgangs auf fast 40 Mrd. EUR (~4,7 Bio. Yen). 
Zahlreiche Institutionen und Organisationen sind aktiv, um besonders den 
wirtschaftlichen Austausch zu intensivieren und weitere Potenziale der 
Zusammenarbeit zu erschließen. Eine wesentliche Bedeutung für diesen 
Dialog kommen Plattformen zu, die das Verständnis für beide Länder und 
ein vertrauensvolles Miteinander fördern und unterstützen.
Das größte bilateral aktive Netzwerk ist hier der Deutsch-Japanische 
Wirtschaftskreis (DJW), der gemeinsam mit seinen 1.100 Mitgliedern die 
deutsch-japanischen Beziehungen in Wirtschaftsfragen gestaltet. Warum 
sind stabile, tragfähige Netzwerke wie der DJW von besonderer 
Bedeutung? Gerade in der heute so schnelllebigen, zunehmend digitalen 
Welt sind es bestehende Kontakte, auf die wir uns bei Kooperationen, bei 
Entscheidungen und für Ratschläge verlassen können. Es sind diese 
vielfältigen Verbindungen in alle Richtungen, die unseren Alltag bereichern 
und unser Netzwerk lebendig machen: Kontakte, über die wir in 
Veranstaltungen, in Gesprächen und in regelmäßigem Austausch unseren 
Kreis erweitern können und die uns Türen öffnen zu neuen Multiplikatoren, 
Partnern und Mitgliedern.

Deutsch-japanische-Beziehungen
 – Vorbild für eine gelungene internationale Kooperation
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しかし、貿易や経済面での共通の課題によってだけでな
く、とりわけ文化や学術における協力によって、今や二つ
の国家は強く結ばれています。ドイツ国内だけで、現在
50 以上の独日協会があり、増え続けています。特に、800
以上もの大学で行われている 2国間協力、日本に 3か所あ
るゲーテ・インスティトゥート、そして東京にあるドイツ
東洋文化研究協会（OAG）が、絶え間ない文化交流を可能
にしています。

私の考えでは、活発な交流があり、ギブとテイクがほぼ均
等である場合に、国民は両国家間の関係を重要で成功してい
ると認識します。貿易収支がほぼ均衡していることからもわか
るように、日独関係は、明らかにこの条件を満たしています。

アメリカではしかし、外国からの輸入品のための自由市
場や、世界貿易システムの維持のためのコストという点に
おいて損の方が多く、反対に、自国の輸出のごくわずかな
成長に読みとれるように、そのような自由市場と世界貿易
システムからほとんど得るものがないという感情が持たれ
ているようです。このような不満がアメリカにある限り、
現状の世界貿易システムは危険にさらされています。日本
とドイツは、この点で、自国の輸出企業が将来も世界市場
に自由に参入できるようにするための世界貿易システムの
改革、という課題を抱えています。

世界は急速に変化し、新たな課題とチャンスをもたらして
います。気候変動や自由貿易といった主要な課題は、全ての
経済活動に携わるアクターたちが、互いの利害が一致すると
考える方法で取り組んではじめて解決されるでしょう。この
点でドイツと日本は今もこれからも国際社会の模範であり続
けるでしょう。

Aber auch jenseits des Handels und dem gemeinsamen Klären von 
Wirtschaftsfragen sind beide Nationen mittlerweile tief verbunden, allen 
voran bei der kulturellen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Allein 
in Deutschland bestehen heute knapp 50  Deutsch-Japanische 
Gesellschaften – Tendenz steigend. Den stetigen interkulturellen Austausch 
ermöglichen unter anderem 800 bilaterale Hochschulkooperationen, drei 
Zweigstellen des Goethe-Instituts in Japan und die Deutsche Gesellschaft 
für Natur- und Völkerkunde Ostasiens (OAG) in Tokio.

Meines Erachtens werden zwischenstaatliche Beziehungen von der 
Bevölkerung insbesondere dann als wertvoll und gelungen empfunden, 
wenn es einen regen Austausch gibt und sich Geben und Nehmen ungefähr 
die Waage halten. Für die Beziehungen zwischen Japan und Deutschland 
sind diese Voraussetzungen eindeutig erfüllt, wie auch die in etwa 
ausgeglichene Handelsbilanz zeigt.

In den USA scheint jedoch das Gefühl entstanden zu sein, zu viel zu geben 
– im Sinne freier Märkte für ausländische Importe und hoher Kosten für 
die Aufrechterhaltung des Welthandelssystems –, im Gegenzug aber kaum 
etwas dafür zu bekommen, abzulesen am geringen Wachstum der eigenen 
Exporte. Solange diese Unzufriedenheit in den USA besteht, solange ist 
das Welthandelssystem in seiner gegenwärtigen Form gefährdet. Japan und 
Deutschland haben hier die Aufgabe, zusammen an einer Reform des 
Welthandelssystems zu arbeiten, das für die eigenen Exportunternehmen 
einen freien Zugang zu den Weltmärkten auch in Zukunft ermöglicht.

Die Welt verändert sich rapide – mit neuen Herausforderungen und 
Chancen. Zentrale Themen wie Klimawandel und Freihandel lassen sich 
aber nur dann bewältigen, wenn sich alle Wirtschaftsakteure an einer Lösung 
beteiligen, die sie als Win-Win-Situation empfinden. Deutschland und Japan 
sind und werden hierfür ein Vorbild für die Weltgemeinschaft sein.
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木村敬三大使追悼

　公益財団法人日独協会の副会長、全国日独協会連合会の会長代行として、25 年もの長きにわたり
日独交流の発展に貢献されました木村敬三大使が 4月 27 日に逝去されました。日独協会を代表して
お別れの言葉を申し上げたいと存じます。
　木村大使は、1986 年駐ドイツ民主共和国大使、1989 年駐ドイツ連邦共和国大使を務め、ベルリ
ンの壁の崩壊、ドイツ再統一など歴史的瞬間に立ち会われました。1992 年にはドイツ連邦共和国功
労十字章を叙勲されました。
　このような外交官時代の豊かなご経験や秀でた見識を持って、日独協会においても数々の業績を
あげられました。特に我々のドイツ側パートナーの独日協会連合会の総会には日本側代表として独
日協会の友人達と交流を深めていただきました。
　また、2011 年日独交流 150 周年記念事業企画委員会委員長として数々の記念行事を実施し、その
重責を果たしていただきました。このような業績は私どもの胸裏に深く刻まれております。
　木村大使の数々の業績に対して心より敬意と感謝を捧げ、ご冥福をお祈り申し上げます。

公益財団法人日独協会 会長　古森重隆

Botschafter Keizo Kimura, der 25 Jahre lang als Vizepräsident der Japanisch-Deutschen Gesellschaft und amtierender Präsident des Verbandes 
der Japanisch-Deutschen Gesellschaften zur Entwicklung der japanisch-deutschen Beziehungen beigetragen hat, ist am 27. April verstorben. Im 
Namen der Japanisch-Deutschen Gesellschaft möchte ich ein paar Worte des Abschieds sagen.
Botschafter Kimura diente 1986 als Botschafter Japans der Deutschen Demokratischen Republik und 1989 der Bundesrepublik Deutschland, wo 
er bei historischen Momenten wie dem Fall der Berliner Mauer und der Wiedervereinigung Deutschlands zugegen war. Im Jahr 1992 wurde er 
mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. 
Botschafter Kimuras reiche Erfahrung als Diplomat und sein hervorragender Einblick führten zu vielen Erfolgen der Japanisch-Deutschen 
Gesellschaft. Insbesondere vertrat er Japan bei der Generalversammlung unseres deutschen Partners, des Verbands der Deutsch-Japanischen 
Gesellschaften, wo er den Austausch mit Freunden der Deutsch-Japanischen Gesellschaften vertiefte.
Darüber hinaus war er als Vorsitzender des Planungskomitees für das 150-jährige Jubiläum der japanisch-deutschen Beziehungen im Jahr 2011 für die 
Organisation einer Reihe von Gedenkveranstaltungen verantwortlich. Diese Errungenschaften sind tief in unseren Herzen verankert.
Wir möchten Botschafter Kimura unseren tiefsten Respekt und unsere Dankbarkeit für seine vielen Leistungen ausdrücken und ihn in unsere 
Gebete einschließen.

Shigetaka Komori, Präsident der Japanisch-Deutschen Gesellschaft

イナ・レーペル大使より
Mit Trauer und Betroffenheit nehmen wir Abschied von Botschafter a.D. Keizo 
Kimura, der am 27. April dieses Jahres verstorben ist. Botschafter a.D. Kimura 
hatte im Laufe seiner langen Karriere als Diplomat die besondere Gelegenheit, 
die Entwicklungen der neueren deutschen Geschichte einschließlich des 
Mauerfalls und der Wiedervereinigung beider Landesteile eng zu begleiten - 
zuerst ab 1986 als Botschafter Japans in der DDR, dann ab 1989 als Botschafter 
seines Landes in der Bundesrepublik Deutschland.
Sein besonderes Interesse und seine Leidenschaft für Deutschland hatte 
Botschafter a.D. Kimura vielleicht bereits seinem Vater, dem bekannten 
Germanisten Kinji Kimura, zu verdanken, dessen Wörterbuch auch heute noch 
in der Botschaft genutzt wird. Das elterliche Erbe durch sein eigenes Wirken 
erweitert und bereichert, hatte Botschafter a.D. Kimura eine besonders tiefe 
Verbundenheit zu Deutschland. Seine genaue Kenntnis und sein feines Gespür 
für die verschiedenen politischen, kulturellen und sozialen Realitäten 
Deutschlands haben ihn zu einem großen Freund unseres Landes gemacht. Seine 
Leistung fand auch Würdigung darin, dass er 1992 mit dem Großen 
Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband ausgezeichnet wurde.
Botschafter a.D. Kimura war bei allen, die ihn kannten, besonders beliebt für 
seine zuvorkommende und auf natürliche Weise bescheidene Haltung sowie 
seinen feinen Sinn für Humor. Über viele Jahre hat Botschafter a.D. Kimura mit 
gutem Rat auch die Arbeit der Deutschen Botschaft in Tokyo begleitet und 
offizielle Veranstaltungen durch seine Anwesenheit geehrt. Viele seiner klugen 
und mit viel Witz vorgetragenen Reden bei diesen Gelegenheiten sind den 
langjährigen Kolleginnen und Kollegen noch heute in guter Erinnerung.  
Auch innerhalb der Japanisch-Deutschen Gesellschaft hat sich Botschafter a.D. 
Kimura stets mit ganzer Kraft für die Förderung der Beziehungen zwischen 
Japan und Deutschland eingesetzt, zuletzt als Vize-Präsident. Die Deutsche 
Botschaft in Tokyo wird Botschafter a.D. Kimura als großen Kenner und 
besonderen Freund unseres Landes ein ehrendes Gedenken bewahren.
Ina Lepel, Botschafterin der Bundesrepblik
Deutschland

木村敬三大使が 4月 27 日に逝去され、私たちは深い悲しみ
と痛惜の念をおぼえています。外交官としての長いご経歴の
なかで、1986 年から駐ドイツ民主共和国大使を、続いて 1989
年からは駐ドイツ連邦共和国大使を務められ、壁崩壊とドイ
ツ再統一等、現代ドイツの歴史的展開を間近からご覧になる
という特別な経験をされました。
ドイツへの大きなご関心とご熱意は、父上である著名なゲル
マニスト木村謹治氏に負うところもあるのかもしれません。木
村謹治著「和獨大辭典」は大使館でも今なお使われています。
父上から引き継がれたドイツとのつながりを大使はご自身の
ご活躍を通じ拡大・強化され、ドイツとの深い結びつきを築か
れました。そして、ドイツの政治、文化、社会の様々な現実に
関する正確な知識と鋭敏な感覚により我が国の偉大な友人と
なられました。1992 年、ドイツ連邦共和国功労勲章大功労十
字星章付大綬章を受章されたのは、そのあらわれの一つです。
大使は、その思いやり溢れる気取らないお人柄と、ユーモ
アのセンスにより、あらゆる人から慕われる存在でした。在
日ドイツ大使館としても、長年にわたり活動へのご助言をい
ただき、行事へのご臨席を賜ってまいりました。機知に富み
ユーモア溢れる大使の数多くのスピーチは、長く大使館に勤
める職員たちの記憶に残っています。
日独協会においても、常に全力で日独関係推進に取り組んで
くださり、副会長もお務めになりました。在日ドイツ大使館は
木村敬三大使を偉大な知独家として、また、ドイツの特別な友
人として、敬意とともに記憶にとどめてまいります。

駐日ドイツ連邦共和国大使　イナ・レーペル
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ベルリン日独センターより
Unser ehemaliger Präsident, Herr KIMURA Keizô, war ab 1986 
Botschafter von Japan in der Deutschen Demokratischen Republik 
(DDR), dann ab 1988 Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland 
(BRD), sowie schließlich von 1990 bis 1992 Botschafter im 
wiedervereinigten Deutschland. In bewegten Zeiten setzte er sich 
stets für die japanisch-deutschen diplomatischen Beziehungen ein. 
Für seine steten Bemühungen wurde er 1992 von der deutschen 
Regierung mit dem Großen Verdienstkreuz ausgezeichnet.
Als Präsident des Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin weihte er 
1998 unseren neuen Standort in Berlin-Dahlem ein und trug zu 
dessen Entwicklung maßgeblich bei. Er war außerdem Vize-Präsident 
des Verbands Japanisch-Deutscher Gesellschaften (VJDG) und Vize-
Präsident der Japanisch-Deutschen Gesellschaft Tōkyō. Wir erinnern 
uns gerne an das gemeinsame Singen deutscher Volkslieder.
Unsere Gedanken und Gebete sind bei Herrn KIMURA und seiner 
Familie.

独日協会連合会より
Liebe Freunde,
im Alter von 91 Jahren ist am 27. April Botschafter Keizo Kimura 
木村敬三大使 von uns gegangen.

Jahrzehntelang war er als Diplomat und anschließend im Dienst der 
Japanisch-Deutschen Gesellschaften tätig. So verbinden wir alle 
zahlreiche Erinnerungen mit ihm. Ich bin ihm beruflich immer 
wieder begegnet. Wie lange er mit Deutschland verbunden war, 
wurde mir bei meiner Arbeit an einer Publikation über die 
Beziehungen zwischen Japan und der DDR deutlich – er pflegte 
schon 1965 als Diplomat Kontakte nach Ostberlin, als ich, im 
gleichen Jahr, diese Stadt besuchte – aber als Oberschüler. So war 
seine Kenntnis Deutschlands nicht nur durch sein Studium der 
deutschen Sprache tief und umfassend, sondern durch eigenes 
Erleben und durch große Sympathie. Auch an mein Staunen erinnere 
ich mich, als Botschafter Kimura nach durchstandener Krankheit 
eine Rede in unserer Residenz hielt – und dabei nebenbei erwähnte, 
er komme soeben vom Tennisspiel! Ja, selbst im hohen Alter, selbst 
nach schwerer Krankheit, stand er für die Arbeit der Gesellschaften 
ebenso zur Verfügung wie dafür, mit immer neuen Ideen auszuhelfen, 
wenn es im Lauf der Jahre seiner Arbeit an der Spitze der Japanisch-
Deutschen Gesellschaft Tokio darum ging, auch den Dachverband 
aus dem Hintergrund mit großem Fingerspitzengefühl zu steuern. 
Wenn unsere Zusammenarbeit mit unseren Freunden in Japan heute 
lebendig und vielfältig ist, dann verdankt sich das in hohem Maße 
Botschafter Keizo Kimura.

Liebe Freunde, wir trauern um einen aktiven Förderer der Arbeit der 
Japanisch-Deutschen Gesellschaften, einen engagierten Diplomaten und 
einen großen Freund Deutschlands. Wir werden uns lange an ihn erinnern.

Ihr
Vorstand des VDJG und der Stiftung des VDJG
Volker Stanzel　Daniel Beiter　Bernd Fischer　
Peter H.Meyer  Martin Moser　Julia Münch

親愛なる皆様へ
4 月 27 日、木村敬三大使が
91 歳でご逝去なさいました。

彼は何十年もの間、外交官
としてご活躍なさり、その後
は日独協会の発展のために大
いなる貢献をされました。そ
のため、私達には彼にまつわ
る数々の思い出があります。
私は職業上幾度も彼にお会いする機会がありました。彼がいつ
からドイツに連帯感を抱くようになったかは、私が日本とドイ
ツの関係についての出版物の編集をしていたときに明らかにな
りました。彼は 1965 年に既に外交官として東ベルリンと関係
を保っていたのです。私が東ベルリンを訪れたのは同じ年でし
たが、その時私はまだ高校生でした。それゆえに、彼のドイツ
に関する知識は、大学で学んだドイツ語の知識だけでなく、彼
自身の経験や大きな共感によって、深く、包括的なものとなっ
ていたのでした。また、病気を克服なさった木村大使が私たち
の邸宅でスピーチをなさったとき、丁度テニスの帰りだと仰っ
て私達を驚かせたことを覚えています。御高齢になられても、
大病をお患いになっても、各学会の活動にご参加になり、常に
新しいアイデアを提供してくださいました。東京日独協会の副
会長をお務めになっていた頃は、裏方に徹して傘下の組織の舵
取りをしてくださいました。今日、日本の友人たちとの協力関
係が活発で多様性に富んでいるのも、まさに木村敬三大使の並々
ならぬご尽力の賜物にほかなりません。

親愛なる皆様、彼は日独協会の活動を積極的に推進し、献身
的な外交官であり、ドイツの偉大な友人でありました。

在りし日のお姿 を偲びつつ、謹んで哀悼の意を表します。

独日協会連合会理事 &独日協会連合会財団理事
フォルカー・シュタンツェル、ダニエル・バイター、ベルント・
フィシャー、ペーター・H.・マイヤー、マーティン・モーゼアー、
ユリア・ミュンヒ

ベルリン日独センターの木村元総裁は 1986 年から 1988 年ま
で東ドイツの、1988 年から 1990 年まで西ドイツの、その後
1992 年まで統一ドイツの日本国大使として、ドイツの激動の
時代に日独の外交関係に尽くし、その功績により 1992 年にド
イツ連邦共和国から大功労十字章を受章されました。
ベルリン日独センター総裁としては 1998 年のダーレムへの

移転を実施し、センター活動のその後のさらなる発展に貢献さ
れました。さらに、全国日独協会会長代行、日独協会副会長と
しても日独関係・日独交流の活動を続けました。交流事業の懇
親会では、ドイツの歌がお好きな木村氏が参加者と親しくドイ
ツ民謡を歌う姿が見られました。
生涯を通じて一貫して日独外交関係・日独交流に尽力された

木村敬三元総裁のご逝去を悼み、ご冥福をお祈りいたします。

Foto: Festakt am 3. Juni 1998 zur Einweihung des neuen Gebäudes des JDZB, v.l.n.r.:
JDZB-Präsident Botschafter a. D. KIMURA Keizō; der Ministerpräsident des Landes 
Brandenburg, Dr. Manfred STOLPE; Premierminister a. D. NAKASONE Yasuhiro; der 
Vorsitzende des JDZB-Stiftungsrats, Dr. Wilfried GUTH; der japanische Botschafter in 
Deutschland, KUME Kunisada, sowie der Justizsenator des Landes Berlin, Dr. Erhart 
KÖRTING und Botschafter Dr. Jürgen SUDHOFF vom Auswärtigen Amt.

写真：ベルリン日独センター新事務所竣工式（1998 年６月３日）において。
写真左から順に（肩書は当時）：木村敬三ベルリン日独センター総裁、マンフレッ
ト・シュトルペ（Dr. Manfred STOLPE）ブランデンブルク州首相、中曽根康弘元
日本国総理大臣、ウィルフリート・グート（Dr. Wilfried GUTH）ベルリン日独セ
ンター評議会議長、久米邦貞駐独日本国大使、エアハルト・ケルティング（Dr. 
Erhart KÖRTING）ベルリン州法務庁長官、ユルゲン・ズートホフ（Dr. Jürgen 
SUDHOFF）ドイツ連邦外務省大使。
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故木村敬三大使閣下との出会いと思い出
　人生の先達であり、日独関係について多くを学ばせていただいた先生でありました故木村大使と初めてお会いしたのは、1987 年
3 月のことでありました。
　この時の私はエンジニアリング会社の旧東ドイツ営業担当でした。東ドイツの公団とのプロジェクト契約交渉が大詰めを迎えて、
社長に随行する形で、当時の駐ドイツ民主主義共和国特命全権大使であられた木村大使にご挨拶に伺った時です。初めてお会いし
た木村大使は、ただの平社員、若造の私に向かって「君が竹谷君か」と声をかけて下さり、私はびっくり仰天、何故私ごときをご
存知なのか、不思議に思ったのでした。
　後に、その時のことをお伺いした際、木村大使は「大使としては、細かな情報も把握しておかなければならなかった。特に東独
との関係は注意を要するのでね」と、まるで『君たちのことは私がしっかりと見守っているからね』とでもおっしゃるような滋味
に溢れる笑顔を見せて下さったものでした。
　その後、ベルリンの壁が崩壊し、東西ドイツが再統一されましたが、壁崩壊直前に契約された旧東ドイツでのプロジェクトに関し、
日本側債権者代表として、ドイツ連邦大蔵省や旧東独企業の民営化を担当していたトロイハントとの交渉に臨んでいた私たちを、
全面的にサポートして下さったのも、当時ボンに居られた木村大使でありました。ベルリン日本商工会や、ベルリン独日協会・独
日協会連合会での活動においても、いつも木村大使に寄り添って戴き、ご指導を賜りました。
　改めて、木村大使のご功績の大きさに敬意を表するとともに、あの大きな体から湧き出る豪快な笑い声をお聞きすることの出来
ない悲しみを新たにしています。木村敬三大使、本当にありがとうございました。
　心よりご冥福をお祈り致します。

竹谷 宗久（ベルリン独日協会副会長・ベルリン日本商工会副会長・ベルリン日本人国際学校理事長）
 
木村敬三大使を偲ぶ　・・・心配り抜群・常に穏やかな方でした・・・
　20年程前、ぐんま日独協会平形義人前会長のお供で、当時事務局長であった私は、全国日独協会連合会の役員会に出席させていた
だきました。その際木村大使にお目にかかり、偶然にも木村大使と私が東京世田谷の成城学園の先輩・後輩ということがわかりました。
　その後ぐんま日独協会の会長となった私は、フォークダンスを通して知り合ったドイツ人グループとの懇親も兼ね、ドイツで行
われる全国独日協会連合会総会に出席する多くの機会を得ました。勿論木村大使は日本側の代表・主賓としてご出席され、ご挨拶
等をされますが、その後、必ず開催される懇親会でのお姿が私の脳裏に焼き付いています。昼間の会議等、お疲れにもかかわらず
必ずご参加、当懇親会に出席されているドイツ在住の日本人のご婦人方とともに必ずコーラスをされるのが毎回のお姿でした。
　赤とんぼ・ふるさと・さとの秋・花・ローレライ・菩提樹等々、時には壇上で音頭をとられる木村大使のお姿に感動、涙ぐむ何
人ものご婦人方の姿が今でも私は忘れられません。
　常に温かい気配りをしてくださった木村大使に心から敬意を表し、哀悼の意を捧げます。

鈴木 克彬（ぐんま日独協会会長）
 
木村敬三大使を偲ぶ
　木村敬三元副会長は、1989~1991 年というドイツの変革期に日本大使をされていたという重鎮で、日独のイベントの大きな決定
事項があれば、影響力を発揮される副会長でいらっしゃいましたが、行事などで待機している職員の私たちにもよく気遣って気さ
くに接してくださる方でした。会食などの折には、今は糖分を控えなきゃいけないんだ、とお茶目に、でも少し残念そうに話して
くださったり、宴会の終盤になると場を大変盛り上げたりしておられました。グリュックアウフ会の方々とドイツ民謡を歌いあう
姿も懐かしく思い出されます。
　また、私が全国日独協会連合会の担当で、ドイツの連合会総会に不安いっぱいで参加させていただいた折も、木村大使にも大勢
のドイツ側の関係者の方をご紹介いただき、そのおかげで皆さんとても快く迎えてくださったことを覚えております。
　職員を辞めた後も、賀詞交歓会で何回かお会いできることがありましたが、そういった心遣いは全く変わらずでした。
　常に明るい空気をまとった木村大使、ふと現れて「工藤さん、元気？」と今でも尋ねてくださりそうです。ご冥福をお祈り致します。

藤井 真由美（旧姓 工藤 / 日独協会会員　1994 年～ 2008 年まで日独協会職員）
 
木村元副会長を偲んで
　私が堀田元副会長のお勧めもあって、日独協会に入会させていただき、その業務をお手伝いし始めたのが 2008 年の年末です。
実際の活動は 2009 年に入ってからと記憶しております。当時、事務所は麹町にあり、スペースが狭く、いろいろな活動が制限さ
れたりして、ドイツ語の授業は、専門業者の貸しスペースを借りたりしてやりくりしておりました。
　当時より木村元副会長はかなり積極的に、いろいろな活動に参加しておられ、特にドイツ大使館との催し物では、常にご挨拶され、
乾杯のご発声をしておられました。又海外での独日協会との催し物では、日独協会を代表して素晴らしいドイツ語で祝辞等を述べ
られ、宴もたけなわとなると、ドイツ語の歌が飛び出し、ドイツ人に評判が良いだけでなく、彼らから愛されておられ、まさに身
をもって日独交流に尽くしておられたと思います。
　木村元副会長の気さくなお人柄を表すエピソードの一つですが、木村副会長とプライベートな会話をさせていただけるように
なってから、たまたま東西ドイツの話題となった時に「出原君、ドイツ大使を歴任された方々はたくさんいるが、僕はね東西両ド
イツの大使を経験した唯一の珍しい大使なのだよ！これも東西ドイツ統一が実現し、たまたまその時ドイツに赴任していたことが
幸いしただけだがね！」とそのことを自慢する訳でもなく、嬉しそうにぽつんと語られたことを思い出します。
　木村元副会長が国内の活動で最も積極的にご参加いただいた催し物は「ワイン塾」でした。このワイン塾は亡くなられた藤本理
事がはじめられ、今日まで 20 年近く続いておりますが、その内容はドイツワインの紹介（産地、気候、土質、種類等）をドイツ
語で行い（当初はドイツ語が出来ない人は参加できない格式のある催し物でした。最近は日本語でも参加 OK）、その後紹介のあっ
たワインを参加者全員で飲んでいろいろ評価し、それぞれのコメントを聴いて、値段が妥当であるか等の論議をする会合です。　
木村元副会長のこの会へのご出席はほぼ 100%で、ワインに関する蘊蓄は素晴らしく、いつも参考になるコメントをいただき、又
ドイツでの経験話をいただき、お酒が回ってくると得意の Deutches Liedが飛び出し、ワイン塾参加者全員で合唱させていただいた
ことが、つい最近の出来事のように偲ばれます。最後となりますが木村元副会長の日独交流へのご貢献、日独協会へのご献身に感
謝を申し上げますと共に、安らかなるご冥福を心よりお祈り申し上げます。

出原 悠（日独協会会員・元副会長）



6

2020 年度　公益財団法人日独協会 事業報告

方針
　公益財団法人として財政健全化に努め、公平性・透明性・効
率性を維持し、会員確保のために魅力ある事業の実施を目指した。
　4月 7日の新型コロナウィルス感染症に対する緊急事態宣言
以降、対面の行事や文化活動・催し物の多くを中止・延期せざ
るを得ず各種イベントやドイツ語講座の大半をオンラインに切
り替えた。
　法人会員 58 社（前年度 62 社）、一般会員 602 名（前年度
692 名）といずれも減少した。
　一方、文京区のドイツ語講座受託事業の継続などによって財
政の好転に努めた。

事業活動
⑴　オンラインによる多様な事業の実施
①ドイツ語講座やイベント開催への会員の要望に応え、年間を
通じて、オンライン・ドイツ語講座やオンライン・イベントに
切り替えた。
　このような早期のオンライン化により、一定の収入を維持し、
財源の確保を図った。ドイツ語講座は年間 66 講座を開設、延
べ 400 名受講。
② 2020 年はベートーベン生誕 250 周年であり、会報誌「Die 
Brücke」各号にて「ベートーベン」のテーマを音楽から食文化
まで多角的に取り上げ、情報発信した。

⑵　オンラインによる関係機関とのパイプの構築
①在日ドイツ大使主催、（公財）日独協会協力による「夏祭り」
を 9月 22 日㈫に開催し、当協会会員の他、北海道、鹿児島等
から計 30 名が参加。
② 5月に独日協会連合会総会や DJW（日独産業協会）総会に
オンラインにて参加し、情報発信と情報共有に努めた。
③独日協会連合会と当協会の会長、理事の間で年末年始のビデ
オメッセージを交換し、当協会会員や全国の日独協会の会員に
配信した。
④友好協定を結ぶベルリン独日協会とは 2021 年の日独交流
160 周年記念事業として「日独漫画コンクール」の開催につい
て合意。準備にあたってオンラインによる定期会議を実施した。
⑤各地の日独協会との連携を深めるため、初めての試みとして
会報誌「Die Brücke」や情報誌「Der Brückenpfeiler」及び「連
合会便り」を定期的（毎月）に配布した。

⑶　東京オリンピック・パラリンピック開催を視野に文京区受
託事業を実施
　ドイツ選手団受入れ自治体である文京区からの受託事業「区
民のためのドイツ語講座」を 9月より 3月まで開講し、収益
面でも貢献した。

⑷　2020 年度の主要事業日程
　年間で約 50 のイベントを開催した。主な活動の日程は下記
の通り。
　 4 月 6 日　オンライン・ドイツ語講座上半期コース開始
　 5 月 22 日　オンライン独日協会連合会総会出席
　 5 月 23 日　全国日独協会連合会年次総会書面開催　
　 5 月 25 日　第 1回書面理事会
　 6 月 15 日　書面評議員会

　 7 月 31 日～ 8月 15 日　オンライン・ドイツ語夏期講座
　 9 月 1 日　文京区ドイツ語講座開始
　 9 月 22 日　 在日ドイツ大使主催、（公財）日独協会協力に

よる「夏祭り」開催
　10 月 2 日　オンライン・ドイツ語講座下半期コース開始
　10 月 29 日　第 2回書面理事会
　 3 月  5 日～ 3月 30 日　オンライン・ドイツ語春期講座
　 3 月 25 日　第 3回書面理事会

Geschäftsbericht der gemeinnützigen Stiftung
der Japanisch-Deutschen Gesellschaft 2020

Als gemeinnützige, eingetragene Organisation arbeiteten wir daran, 
finanzielle Solidität, Fairness, Transparenz und Effizienz zu wahren, 
und waren bestrebt, attraktive Aktivitäten durchzuführen, um die 
Anzahl der Mitglieder zu erhalten.
Nach der Notfallerklärung wegen COVID-19 am 7. April mussten 
wir viele Präsenzveranstaltungen, kulturelle Aktivitäten und Events 
absagen oder verschieben, und haben die meisten unserer  
Veranstaltungen und Deutschkurse online geschaltet.
Die Zahl der Unternehmensmitglieder sank auf 58 （62 Unternehmen 
im Vorjahr） und die Zahl der persönlichen Mitglieder auf 602 （692 
im Vorjahr）.
Auf der anderen Seite wurde versucht, die finanzielle Situation durch 
die Fortführung der von Bunkyo Ward in Auftrag gegebenen 
Deutschkurse zu verbessern.

Vorhaben der Gesellschaft
1. Online Durchführung verschiedener Projekte
① Um dem Wunsch der Mitglieder nachzukommen, haben wir alle 
Deutschkursen und Veranstaltungen das ganze Jahr online angeboten.
Dieser frühe Wechsel zu Online half, ein gewisses Einkommensniveau 
zu halten und finanzielle Quellen zu sichern. Insgesamt wurden im 
Laufe des Jahres 66 Deutschkurse angeboten, mit insgesamt 400 
Teilnehmern.
② Im Jahr 2020 jährt sich Beethovens Geburt zum 250. Mal. In jeder 
Ausgabe des Mitgliedsmagazins "Die Brücke" gab es eine Reihe zum 
Thema "Beethoven" aus verschiedenen Perspektiven, von der Musik 
bis zur Esskultur.

2. Aufbau der Verbindungen mit relevanten Organisationen 
durch Online-Meetings
① Am Dienstag, den 22. September, fand ein Sommerfest der 
Deutschen Botschafterin in Japan in Zusammenarbeit mit der 
Japanisch-Deutschen Gesellschaft statt. Daran nahmen nicht nur 
Mitglieder der JDG Tokyo, sondern auch 30 Personen aus Hokkaido, 
Kagoshima und anderen Regionen teil.
② Im Mai nahmen wir online an der Mitgliederversammlung des 
Verbands der Deutsch-Japanische Gesellschaften und des Deutsch-
Japanischen Wirtschaftskreises（DJW） teil, um Informationen zu 
verbreiten und auszutauschen.
③ Eine Jahresend- und Neujahrs-Videobotschaft wurde zwischen dem 
Präsidenten und dem Vorstand des Gesellschaften und uns ausgetauscht. 
Diese wurden an die Mitglieder der JDGen und DJGen verteilt.
④ Mit der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Berlin, mit der wir 
einen Partnerschaftsvertrag haben, wurde die Durchführung eines 
"Japanisch-Deutschen Mangawettbewerbs" im Rahmen des 
160-jährigen Jubiläums der japanisch-deutschen Beziehungen im 
Jahr 2021 vereinbart. Zur Vorbereitung der Veranstaltung fanden 
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regelmäßige Online-Meetings statt.
⑤ Um die Zusammenarbeit mit anderen japanisch-deutschen 
Gesellschaften zu vertiefen, verteilten wir regelmäßig das 
Mitgliedsmagazin "Die Brücke", die Informationszeitschrift "Der 
Brückenpfeiler" und den "Federation Letter".

3. Umsetzung von Projekten im Auftrag des Bezirks Bunkyo in 
Hinblick auf die Ausrichtung der Olympischen Spiele und der 
Paralympischen Spiele in Tokio
Ein Deutschkurs für Bewohner wurde im Auftrag des Bezirks 
Bunkyo, einer Aufnahmegemeinde für deutsche Sportler, von 
September bis März durchgeführt und trug ebenfalls zu den 
Einnahmen bei.

4. Hauptunternehmungen des Jahres 2020 
Die Gesamtzahl der Veranstaltungen im vergangenen Jahr betrug 50. 
Die wichtigsten sind wie folgt:

4 .April:  Beginn des April-September Semesters der JDG-
Deutschkurse （online）

22. Mai: Online Teilnahme an der Jahrestagung des Verbands der 
Deutsch-Japanischen Gesellschaften
23. Mai: Jahrestagung des Verbands der Japanisch-Deutschen 
Gesellschaften （schriftlich abgehalten）
25. Mai: Vorstandssitzung （schriftlich abgehalten）
15. Juni: Aufsichtsratssitzung （schriftlich abgehalten）
31. Juli - 15. August: Sommerintensivdeutschkurse （online）
1. September: Beginn der Deutschkurse im Bezirk Bunkyo
 （Auftragsarbeit）
22. September: Sommerfest des Deutschen Botschafters in 
Zusammenarbeit mit der Japanisch-Deutschen Gesellschaft
2. Oktober: Beginn des Oktober-März Semesters der JDG-
Deutschkurse （online）
29. Oktober: Die zweite Vorstandssitzung 
（schriftlich abgehalten）
5. März - 30. März: Frühlingsintensivdeutschkurse （online）
25. März: Die dritte Vorstandssitzung 
（schriftlich abgehalten）

  
公益財団法人 日独協会　名誉会員、名誉会長、理事、監事、評議員、顧問、諮問委員（敬称略・順不同）（2021 年６月末現在）

Ehrenmitglieder, Ehrenpräsident, Vorstand, Revisoren, Aufsichtsrat, Berater und Beirat der JDG (Ehrentitel weggelassen, unbestimmte Reihenfolge)

名誉会員 Botschafter a.D. Walter Boss Botschafter a.D. Hans-Joachim Hallier
Ehrenmitglieder Botschafter a.D. Heinrich-Dietrich Dieckmann Botschafter a.D. Frank Elbe

Botschafter a.D. Uwe Kaestner Botschafter a.D. Henrik Schmiegelow
Botschafter a.D. Hans-Joaschim Daerr Botschafter a.D. Volker Stanzel
Botschafter a.D. Hans Carl von Werthern

名誉会長 イナ・レーペル大使
Ehrenpräsidentin Botschafterin Ina Lepel

代表理事・会長 古　森　重　隆
Vorsitzender/Präsident Shigetaka  Komori

副会長 中　根　　　猛 恵　谷　英　雄
Vize-Präsidenten Takeshi Nakane Hideo Etani

常務理事 柚　岡　一　明
Hauptgeschäftsführer Kazuaki Yuoka

理事 賀　久　哲　郎 伊　崎　捷　治 金　谷　誠一郎 ゲオルク K. ロエル
Mitglieder des Vorstandes Tetsuro Gaku Shoji Isaki Seiichiro Kanaya Georg K. Löer

ハインリッヒ・メンクハウス 三　阪　弥　生 太　田　　　元 佐　藤　勝　彦
Heinrich Menkhaus Yayoi Misaka Hajime Ota Katsuhiko Sato

監事 小　泉　哲　哉 松　田　邦　夫 大久保　　　明
Revisoren Tetsuya Koizumi Kunio Matsuda Akira Okubo

評議員会
Aufsichtsrat

議長 平　松　龍　文
Vorsitzender Tatsufumi Hiramatsu

副議長 柴　田　　　明
Stellvertretender Vorsitzender Akira Shibata

評議員 中　川　　　巌 橋　口　昭　八 檜　山　正　子 磯　田　　　昇 葛　西　敬　之
Mitglieder des Aufsichtsrates Iwao Nakagawa Shohachi Hashiguchi Masako Hiyama Noboru Isoda Yoshiyuki Kasai

北　村　　　馨 三　村　明　夫 森　　　弘　子 大　越　忠　光 岡　田　　　裕
Kaoru Kitamura Akio Mimura Hiroko Mori Tadamitsu Ogoe Yutaka Okada

大　倉　嘉　彦 大　島　陽　一 大　谷　吉　廣 坂　口　尚　史 真　木　正　昭
Yoshihiko Okura Yoichi Oshima Yoshihiro Ohtani Naofumi Sakaguchi Masaaki Shinki

丹　治　　　誠
Makoto Tanji

顧問 河　村　繁　一
Berater Shigekazu Kawamura

諮問委員 海老澤　　　敏 井　上　壽　博 岩　上　和　道 菊　池　恒　夫 木　村　直　司
Beirat Bin Ebisawa Juhaku  Inoue Kazumichi Iwagami Tsuneo Kikuchi Naoshi Kimura

紀　藤　重　成 松　田　源　治 十　倉　雅　和 沢　田　敏　男
Shigenari Kito Genji Matsuda Masakazu Tokura Toshio Sawada
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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、4月 23 日に予定
されていた 2021 年度全国日独協会連合会年次総会の開催を断
念し、2021 年度中にご承認いただかなければならぬ決議事項
の下記議題について書面決裁した。
その結果、全国日独協会連合会規約の第10条 3項に準拠し、
決議事項に関して回答会員協会の過半数の賛成を得て決議された。
なお、決議事項を除いた日独交流 160 周年を記念する「連

合会総会」と同日のドイツ大使主催のレセプションについては
10 月以降開催することで日程を調整中。

1．連合会総会の決議があったものとみなされた日：　
　　2021 年 7 月 21 日
2．連合会総会の決議があったものとみなされた提案事項
決議事項 1：中根会長代行の再任
決議事項 2：令和 2年度決算案 資料①参照。
決議事項 3：令和 3年度予算案 資料②参照。
決議事項 4 : いわき日独協会の退会／解散の承認

Bericht zur Verbandstagung des Verbandes der
Japanisch-Deutschen Gesellschaften 2021

Aufgrund der Erfordernisse zur Eindämmung der Verbreitung von 
Corona-Infektionen wurde die für den 23 .  April  geplante 
Verbandstagung der Japanisch-Deutschen Gesellschaften 2021 
diesmal wieder in schriftlicher Form abgehalten. Entsprechend des 
Artikels 10 Absatz 3 zu den Vereinbarungen der Verbandstagung des 
Verbandes der Japanisch-Deutschen Gesellschaften wurden die 

2020 年度　公益財団法人日独協会　決算報告

2020 年度決算報告の主な要点は以下の通り。
前年度比経常収益は 5,902 千円減。この主な要因は法人・個人
会員の減に伴う会費減とコロナ禍による事業の縮小による減収
となった事による。一方、前年度比経常費用は 5,912 千円減、
その結果最終経常益は 27,993 円のプラスとなった。

Rechnungsbericht der Japanisch-Deutschen Gesellschaft
für das Geschäftsjahr 2020

Die wichtigsten Punkte des Finanzberichts für das Geschäftsjahr 2020 
sind wie folgt; Im Vergleich zum vergangenen Geschäftsjahr sanken die 
Einnahmen um 5,9 Mio. Yen. Die Hauptgründe dafür waren ein Rückgang 
der Mitgliedsbeiträge aufgrund des Rückgangs von Firmen- und 
Einzelmitgliedern und ein Rückgang der Einnahmen aufgrund eines durch 
COVID-19 verursachten Geschäftsrückgangs. Andererseits verringerten 
sich die Aufwendungen um 5,9 Mio. Yen im Vergleich zum Vorjahr, 
sodass am Ende ein Plus von 27.993 Yen erreicht werden konnte

2020 年度決算 （単位／千円）
2019 年度実績 2020 年度実績

基 本 財 産 運 用 益 2,383 2,413
受 取 会 費 15,901 14,089
事 業 収 益 20,427 16,737
受 取 寄 付 金 891 728
雑 収 益 431 165
経 常 収 益 40,033 34,130
事 業 費 31,899 27,414
管 理 費 8,115 6,688
経 常 費 用 40,014 34,102
評価損益等調整前 18 28
当 期 経 常 増 減 － 7,585 9,960
基本財産評価損益等 － 6,893 8,776
当 期 経 常 増 減 額 － 7,585 9,960
経 常 外 収 益 0 0
経 常 外 費 用 0 0
当期経常外増減額 0 0
当期一般正味財産増減額 － 7,585 9,960

Rechnungsbericht für das Fiskaljahr 2020 (Alle Angaben in 1000 Yen)
Fiskaljahr 2019 Fiskaljahr 2020

Betriebserträge 2.383  2.413 
Mitgliedsbeiträge 15.901  14.089 
Geschäftserträge 20.427  16.737 
Spenden 891  728 
Andere Erträge 431  165 
Gesamtsumme der Erträge 40.033  34.130 
Geschäftskosten 31.899 27.414 
Verwaltungskosten 8.115 6.688 
Gesamtsumme der Betriebsaufwendungen 40.014 34.102 
Differenz Betriebserträge und -aufwendungen vor der Bewertung 18 28 
Differenz laufender Gewinne und Kosten in dieser Periode － 7.585 9.960 
Kapitalbewertungsgewinn und -verlust － 6.893 8.776
Differenz laufender Gewinne und Kosten in dieser Periode － 7.585 9.960
Betriebsfremde Erträge 0 0
Betriebsfremde Aufwendungen 0 0
Differenz der betreibsfremden Erträge und Aufwendungen 0 0
Allgemeines Reinvermögen in dieser Periode － 7.585 9.960

2021 年度　全国日独協会連合会年次総会

資料② 2021 年度予算案
【収入】
前期繰越運転資金 638,819

2021 年度会費見込み 780,000
　41 協会
　（いわき日独協会退会の為）

【支出】
日独協会　2021年度分事務委託料 500,000

2021年連合会記念事業積立金 50,000

2021年独日協会総会 参加旅費補助 100,000

その他（慶弔電報等） 50,000

交通費補助 50,000

次期繰越運転資金 668,819 

  1,418,819  1,418,819 

注　用途：連合会記念事業積立金　事例　日独交流 160 周年記念行事等

資料① 2020 年度決算案
（2020 年 4 月 1 日～ 2021 年 3 月 31 日）

前期繰越運転資金 391,456

2020 年会費納入額 800,000
　42 協会

普通預金利息 3

収入計 1,191,459

公財）日独協会 2020年度分事務委託料 500,000

2020年独日協会総会　参加旅費補助 0

2020年日独ユースネットワークへの支援 0

2020年連合会記念事業積立金 50,000

その他（慶弔電報等） 2,640

交通費補助 0

次期繰越運転資金 638,819
支出計 1,191,459
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genannten Beschlüsse von der Verbandsversammlung mit der 
Mehrheit der antwortenden Mitgliedsverbände entschieden.

Abgesehen von den Resolutionen werden die Verbandstagung  zum 
160-jährigen Jubiläum der japanisch-deutschen Beziehungen und die 
von der deutschen Botschafterin veranstaltete Empfangsfeier am 
gleichen Tag auf Oktober oder später verschoben.

1. Tag der Beschlüsse der Vollversammlung des Verbandes:
   21. Juli 2021
2. . Folgende Tagesordnungspunkte zu den Beschlüssen der 
Vollversammlung standen auf dem Programm:
Tagesordnungspunkte
1. Beschlusspunkt: Amtierender Präsident Takeshi Nakane – 
wiedergewählt
2. Beschlusspunkt: Jahresbilanz 2020
 （Siehe Informationsmaterial 1）
3. Beschlusspunkt: Budgetplan 2021
（Siehe Informationsmaterial 2）
4. Beschlusspunkt: Zustimmung zum Austritt/Auflösung der 
Japanisch-Deutschen Gesellschaft Iwaki

Informationsmaterial①
Finanzbericht des Verbandes der Japanisch-Deutschen Gesellschaften für das Fiskaljahr 2020

（1.April 2020 – 31. März 2021）

Übertrag vom letzten Fiskaljahr 391,456 

Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen 2020 800,000 
　42 Gesellschaften

Zinsen 3 

Zahlung an die JDG Tokyo(Büro des Verbandes) 500.000

Teilnahme an dem Jahrestreff 2019 des VJDG  0

Unterstützung für das Japanisch- Deutsche Jugendnetzwerk  0

Reservefonds für Gedenkprojekt 2020   50.000

Beileidstelegram  2.640

Reisekostenzuschuss   0

Übertrag zum nächsten Fiskaljahr  638.819
Einnahmen Gesamt 1,191,456 Ausgaben gesamt 1.191.459 

Informationsmaterial②
Budget für das Fiskaljahr 2021

【Einnahmen】
Übertrag vom letzten Fiskaljahr 638,819

Voraussichtliche Mitgliedbeiträge für 2020 780,000
von voraussichtlich 42 Gesellschaften

【Ausgaben】
Zahlung an JDG Tokyo (Büro des Verbandes) 500.000
Reservefonds für Gedenkprojekt 2021 50.000
Teilnahme an der Verbandstagung 2021 des VDJG 100.000
Anderes (Glückwunsch- und Kondolenzschreiben) 50.000
Fahrtkostenzuschuss 50.000
Übertrag für das nächste Fiskaljahr 668.819

 1,418,819 1.418.819

ドイツ経済の動き　第 70回
強化された気候保護法

伊崎 捷治（当協会理事　元ベルリン独日協会副会長　当協会ドイツ時事問題研究会世話人）

  CO2 削減義務を定めた初めての国
ドイツでは 2019 年 12 月に気候保護法が発効しました。これは 2015 年のパリ協定で合意された地球温暖化抑制の目標を達成し、

将来世代にも住みやすい地球環境を引き継いでいく目的で制定された法律です。
この法律では、2050 年までの CO2 ニュートラル達成を目標に、温室効果ガスを 2030 年までに 1990 年比で 55％削減する目標を

設定し、それを達成するために電力、産業、交通、住宅、農業、廃棄物の各分野について年ごとに削減すべき温室効果ガスの排出
量を定めています。また、そのためにとるべき様々な措置を定め、それぞれ担当する連邦省に目標を達する義務を課しています。
ドイツ政府によれば、そのような義務を果たすことを法律で定めたのは世界でも初めてだということです。
気候保護法はこのように当初から高い目標を掲げた法律でしたが、発効して 1年半しか経ていない今年 6月にはさらに改正が行
われ、目標が強化されました。

  将来世代と EUの協調を重視
その背景のひとつは、連邦憲法裁判所が若い環境活動家たちの訴えを受けて、法律の一部が基本権を満たしていないとの判決を
行ったことです。判決は、2031 年以降の削減策が定められておらず、将来世代が過大な負担を負い、その分自由が奪われる恐れが
ある。もっと世代間の公平に配慮すべきだというもので、政府は速やかに対応することを求められました。
もうひとつは、Ｅ U諸国が排出削減量を引き上げ、2030 年までに 1990 年比でそれまでの 40％から 55％へ大幅に引き上げるこ

とで合意したことです。その結果、EUの中で最も経済規模が大きく、排出量も多いドイツとしては、平均を上回る削減を達成す
ることによって、責任を果たさなければならないと判断しました。
もちろん、秋の連邦議会選挙を控えて、強力な気候保護を求める緑の党が急速に支持率を伸ばしていたことも負けずに削減目標
を引き上げる要因になったといえるでしょう。
改正法では、55％であった 2030 年までの削減目標を 65％に引き上げ、新たに 2040 年までの目標を 88％に設定したほか、CO2 

の排出量と吸収量がバランスする、いわゆる CO2 ニュートラルの達成を 5年繰り上げて 2045 年とする目標が設定されました。
法改正に合わせて、2022 年予算では研究開発や住宅の改修、モビリティの革新などを促進するために 80 億ユーロの予算も計上

されました。

  未来のための森
しかし、改正法で最も注目したい点は、2050 年以降はネガティブ・エミッション、すなわち CO2 の吸収が排出を上回る状態を
めざすことにしていることです。
そのためには、健全な森林や湿地帯を維持し、CO2 の吸収力を強化していくことが欠かせません。そのため、改正法では新たに「土

地利用、土地利用の変更および林業の分野（LULUCF）」について、CO2 削減効果を改善する具体的な目標が設定されました。ドイ
ツの森林の大半は第 2次大戦後に植林された針葉樹であり、長い年月を経て CO2 吸収力が弱まってきています。このため現在の樹
木の適切な利用を図り、落葉樹林や混合林の割合を増やしていくことが課題で、改めて力を入れて取り組んでいくことを法律で定
めたわけです。それは、将来世代のために豊かな緑の風景はもとより、鳥や昆虫など多様な生態系を守っていくことにもなります。
日本では至るところで緑の山を大規模に切り開いて、メガソーラーが次々と出現しています。CO2 を吸収する技術は森林以外に
もあるかもしれませんが、土地の利用拡大を抑制しながら、森を大切に育てて、守り、遠い未来にも通じる持続可能な発展を図ろ
うとするドイツはどこか違うような気がします。
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積み木を重ねて　-小さな世界 -
ベルンハルト・F・ミュラー（ベルリン独日協会財務主任）

ドイツでも日本でも、小さな角材などを使って建物を作ることは意外と人気です。日本では物を作るための角材を使った遊びは
「積み木」として知られています。砂、白墨、亜麻仁油を原料とした積み木を使い、煉瓦、砂岩、屋根スレートの 3つの建築素材
に対応している深紅、黄、濃いグレーという基本色で建物が精密に再現されます。積み木の結合は力学にのみ基づいており、他に
何の助けも用いません。

1880 年の積み木の発明は、飛行のパイオニアである、グスタフとオットー・リリエンタール兄弟にさかのぼります。兄弟は世界
で初めてとなるシステム玩具を自ら製作しましたが、市場にうったえるマーケティングコンセプトを打ち出せなかったため、事業
家としては失敗してしまいました。彼らはこの発明を起業家のフリードリヒ・アドルフ・リヒターに譲り、この人物が積み木の特
許を取得しました。とあるパン職人の息子がチューリンゲン州のルドルフシュタットに生産施設「アンカーヴェルク」を設立し、
ここで当初は医薬品を、1882 年からは、特許を取得した初めての積み木箱の製造を行いました。リヒターが 1910 年に亡くなった
際に遺された会社には、ヨーロッパ、アメリカ、日本の支社ができていました。日本では、兵庫県出身のデザイナー山田としあきが、
積み木箱の発展に大いに貢献しました。

最初からこの玩具には教育的なねらいがありました。子供たちは我慢、正確さ、秩序を学びます。またたくまに、小さな積み木
はドイツの子供部屋のみならず大人たちの居室空間にまで入り込んでいきました。ルドルフシュタットでは、アーティストたちが、
積み木箱のために、イラストや建築物などで、たくさんの設計モデルをデザインしました。船の錨が、公式商標となり、アルベルト・
アインシュタイン、ワルター・グロピウス、ビル・クリントン、過去の連邦大統領であるローマン・ヘルツォークも、この色彩豊
かな積み木を使って彼らの創造性を鍛えました。

DDR（旧東ドイツ）でも積み木箱の製造は続けられましたが、需要は減り、1963 年末から、この伝統ある玩具は、商品棚から
しばらくの間姿を消してしまいました。しかし、ファンの心にこの積み木は生き続け、1995
年に製造が再開されたのです。現在、積み木箱はルドルフシュタットの労働福祉団体が運営
する工場で作られています。

おそらく一番大規模なコレクションと展示場は現在、ベルリンのシュパンダウ地区にあり、
ここでは積み木の建築物の鑑賞だけでなく、設計モデルの製作が行われています。子供時代
への回帰の旅に憧れる人には、シュパンダウ地区にある「アンカー積み木箱友の会」を訪問
することをお勧めします。
詳細ウェブサイト（ドイツ語）：www.ankersteine-schaefer.de
Fotos: Anker-Steinbaukasten-Freunde in Spandau　写真：シュパンダウ地区の「アンカー積み木箱友の会」

Berliner Luft

Fernsehturm

Bier

Siege
ssäule

Stein für Stein - eine Welt im Kleinen
Bernhard F. Müller, Schatzmeister DJG Berlin

In Deutschland wie auch in Japan ist das Erschaffen von Gebäuden mittels kleiner Bausteine beliebter als man denkt. In Japan ist 
das Spiel mit Bauklötzen unter dem Begriff „Tsumiki“ (積み木) bekannt geworden. Mit aus Sand, Schlämmkreide und Leinöl gepress-
ten Bausteinen werden mit großer Akribie Bauwerke in den Grundfarben dunkelrot, ocker und dunkelgrau nachgebaut, wobei die Far-
ben den drei Baumaterialien Ziegelstein, Sandstein und Dachschiefer entsprechen. Das Zusammenhalten der Steine basiert allein 
auf der Statik und kommt ohne weitere Hilfsmittel aus.

Die Erfindung der Bausteine 1880 geht auf die Brüder Gustav und Otto Lilienthal, dem Pionier des Fliegens, zurück. Die beiden Brü-
der stellten das weltweit erste Systemspielzeug zunächst selbst her, scheiterten jedoch als Unternehmer, da sie über kein tragfähiges 
Vermarktungskonzept verfügten. Sie verkauften die Erfindung an den Unternehmer Friedrich Adolf Richter, der die Bausteine paten-
tieren ließ. Der Sohn eines Bäckermeisters errichtete im thüringischen Rudolstadt eine Produktionsstätte, das Ankerwerk, das zu-
nächst pharmazeutische Produkte und ab 1882 die ersten Patent-Baukästen herstellte. Als Richter 1910 starb, hinterließ er ein Un-
ternehmen mit Niederlassungen in Europa, den USA und Japan. In Japan hatte der Designer Toshiaki Yamada aus der Präfektur 
Hyōgō einen großen Anteil an der Entwicklung des Tsumiki-Holzbaukastens (積み木箱). 

Von Anfang an lag dem Spiel ein pädagogischer Anspruch zugrunde: Kinder sollten Geduld, Genauigkeit und Ordnung einüben. Es 
dauerte nicht lange, bis die kleinen Bausteine über deutsche Kinderzimmer hinaus in den Wohnstuben der Erwachsenen Einzug hiel-
ten. In Rudolstadt entwickelten Künstler, Illustratoren und Architekten umfangreiche Bauvorlagen für die Baukästen. Der Schiffsanker 
wurde das offizielle Markenzeichen und Berühmtheiten wie Albert Einstein, Walter Gropius, Bill Clinton oder Altbundespräsident Ro-
man Herzog schulten mit den bunten Steinen ihre Kreativität.

Auch in der DDR wurden die Baukästen weiter hergestellt, doch die Nachfrage ging zurück 
und Ende 1963 verschwand das traditionsreiche Spielzeug vorerst aus den Ladenregalen. In 
den Köpfen der Fans lebten die Bausteine jedoch weiter und 1995 konnte die Produktion wie-
der aufgenommen werden. Heute werden die Baukästen in einer Manufaktur hergestellt, die 
von der Arbeiterwohlfahrt Rudolstadt betrieben wird.

Die vermutlich größte Sammlung und Ausstellung befindet sich heute in Berlin-Spandau, wo 
nicht nur Bauwerke bestaunt werden können, sondern auch an Architektur-Modellen getüftelt 
werden kann. Wer sich also nach einer Reise zurück in die Kindheit sehnt, dem empfiehlt sich 
ein Besuch bei den Anker-Steinbaukasten-Freunden in Spandau. 
Info auf Deutsch: www.ankersteine-schaefer.de



11

ドイツとの出会い
林 龍代（日独協会会員）

1890 年生まれの祖母はドイツのファンだったと思う。彼女が知る人々の中にドイツ留学経験者がいて、彼らを通してドイツを
優秀な人達が学びに行く先進的な国と捉え、私にそう語った。小学校 6年の担任は 1950 年当時ドイツ語を学び、トーマス・マン
の『魔の山』に熱中していた。時折彼女がこの本のことを話すのを聞いてすっかり興味を持ってしまい、いつか読もうと決めた。
こうしたきっかけでドイツが子どもの心に留まるようになる。

高校の頃はまだ外国に自由に行けず海外渡航は夢の世界で、庶民の外国との接点は文通だった。2年の文化祭でペンパルクラブ
の展示を見に行き、多くの国からの手紙が並べられているペンフレンド紹介コーナーで足を止めた。一番数が多かったのはアメリ
カだったが、私は 2通しかなかったドイツからの 1通を選んだ。1955 年秋、ドイツの少女宛に英語で手紙を書いた。届くかどう
か半信半疑だったので、返事が来た時はとても嬉しかった。こうしてレナーテとの手紙の交換が始まる。新鮮な風を運んでくるド
イツ便りを読む度に私はドイツに行きたいと思うようになった。

当然の成り行きとして大学では第 2外国語にドイツ語を選んだ。1959 年の夏休み
には日独協会の学生向けドイツ語講習会に参加した。申込みに行った協会事務局は丸
の内にあり、赤煉瓦造りの建物が並ぶ異国的な通りに面していた。協会会員になった
のはこのずっと後で、1990 年代に入ってからである。

やがて、現在は横浜にあるが、当時は大森にあったドイツ学園を知る。夜間に日本
人向け講座が開かれていた。川崎に勤めるようになり、1961 年秋からドイツ語講座
に通い始めた。 翌 1962 年秋、別のクラスに移る。担任はラルマンさん。元気のいい
彼女の影響で活発なクラスだった。山にハイキングに行ったり、彼女の家で初めてド
イツのクリスマスも経験した。

クラスの中にとりわけ積極的に発言する男性がいた。彼は大学に籍を置き、この時期ドイツ留学を目指していたことを後に知る。
翌年春、彼の家にラルマンさんや他の数人のクラスメートとともに私も招かれ、賑やかなひと時を楽しんだ。そのすぐ後、ドイツ
語でびっしり書かれた手紙が届いたのだ。一緒にドイツに行きませんかという内容にびっくり仰天したのを思い出す。拒否する理
由はまったくなかった。

その秋結婚式をあげた。ラルマンさんも出席して下さった。林健生は意図したとおり1964年早春、DAAD留学生試験に合格した。
7月下旬夫婦一緒に横浜からフランス船で出航し、8月末マルセイユ着。汽車でストラスブールを経由してライン川を渡りミュン
ヘンで、遂にドイツに来たと乾杯して喜びを分ち合った。そこから 40キロ程離れたバート・アイプリングのゲーテ・インスティ
トゥートで 2か月間、私もドイツ語を学んだ。この間にペンパルのレナーテがゲッティンゲンから会いに来てくれた。文通を始め
て 9年目だった。背の高い穏やかな女性で、その後度々会い、初めての手紙交換から 65年を経た現在も交流が続く。
夫は中古のVWを手に入れて、10月下旬アウトバーンを北上し、
ホーフ経由で東独を通りぬけ、西ベルリンに入った。当時西ベル
リンは東独の只中にある西独側の飛び地で、東の住民の逃亡を防
ぐため 1961 年に東独が構築した壁に囲まれていた。行く前は、
周囲が壁の暗い街と想像したが、東独に対する西側のショウウィ
ンドウの役割を担っていた当時の西ベルリンは明るく華やかな都
会だった。広い市内には森や湖もあり、日常の暮らしに不自由は
なく、シーズン中は世界に名立たる演奏家のコンサートやオペラ
が連日のように催されていた。
この頃は住宅難の時代で、留学生が部屋を探すのは容易ではな
かった。結局知り合いのつてで、帰国する留学生が住んでいた部
屋を確保してもらい、そこに一旦は落ち着く。ところがカッヘル
オーフェン（タイル張り暖炉）による暖房だったため寒い時期室
温が十分に上がらず、居心地がよくなかった。改めて部屋を探し
てヴィルマースドルフに転居した。今度は中央暖房で厳寒の冬も
温かく快適に過ごせるようになった。交通の便がよく、何かと便
利な所で、友人達にも恵まれ、1966 年までここで暮らした。

夫はベルリン工大に通い、私はムジークホーホシューレ (音大 )
の聴講生になった。のちに成人教育機関のフォルクスホーホシュー
レ (VHS) の存在を知りピアノのレッスンを受け始める。この
VHSとの出会いは私たち夫婦のその後に繋がる貴重な体験となり、
殊に夫はこの組織に強い関心を持ち、積極的に関わっていく。若
き日のドイツ滞在で、私たちは人生行路の大きな指針を見出した。

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

シリーズです。会員の皆様からの投稿をお待ちしています。File18

シリーズシリーズ

著者プロフィール：
日独協会会員
1938年　神奈川県生まれ、横浜国立大学卒業
1974～ 76年　林健生と文京区千石図書館づくり運動を行い成功
2009年　林健生永眠
著書等：　
『旅行の進化論』(W.Löschburg著 林健生・龍代共訳 青弓社)
『ドイツ友情と古都の旅』(林健生と共著 ゑゐ文社) 
『シュールテューテのある季節』（林龍代著 私家版）他

林 龍代 林 健生
2007 年頃　絵：林龍代

1964 年 8 月 マルセイユにて
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1 ．ドイツに行った経緯とカルチャーショック
　私がドイツに来たのは 1963 年の 5月半ばです。上智大学独
語科を 1962 年 3 月に卒業し、4月より翌年の 4月まで、当時
の在東京コメルツ・バンク駐在事務所に勤めていました。
　幼少の頃より、父の影響でドイツに興味があり、手に入るド
イツの翻訳小説を多々読みふけっていました。それまで男子校
であり、かつドイツ関係で名の知れた上智が女性を入れる、と
云うことを知り、即、上智大学独語科を受験しました。クラス
約 50 人のうち女性は 2 人だけでしたが、クラブ「Deutscher 
Ring」で、演劇・合宿等を通し、先輩や独語の先生方と大いに
交流出来たことは、大学時代の忘れがたい思い出です。当時、
上智で教鞭を執っていらしたエリサベート／ヴィルヘゥム・ゲ
スマン先生夫妻も我々学生と密に接触して下さりました。とい
うことで、いつかはドイツに行ってみたいと、学生時代から願っ
ていました。
　ゲスマン先生御夫妻がドイツに戻り、ミュンヘンとヴァイン
ガルテン （バーデンヴュルテンベルク州） に居をかまえ、ご主
人がヴァインガルテンの PH（師範学校）で教鞭を執り、奥様
のほうはミュンヘン大学神学部のシュマウス教授等との出版関
係の仕事で、ミュンヘンとヴァインガルテンを行き来してい
らっしゃいました。
　ローマ経由でミュンヘンに到着し、まずミュンヘンに数日ゲ
スマン先生宅に滞在し、ミュンヘンの街を見物しました。街を
歩いていて、驚いたのは、当時の東京の街と比べて、塵 1つ落
ちていない、その清潔さ。それと、車が結構走っているのに、
その静かさ。警笛なぞ全く聞こえないことでした。ところが、
現在のミュンヘンの街の汚さ。至る所に塵の散乱している様は
全く嘆かわしいことです。車の量も当然、当時より全く増え、
警笛を鳴らすのも、考えられないほど増えてきました。
　当初は先生が、私がドイツに慣れるため、ヴァインガルテン
に招いて下さり、家事を手伝うかたわら、PHの聴講を許可し
て下さいました。当時の若き、将来教師となる学生達と密に接
することが出来たのは、ドイツの生活に入り込めるまたとない
いい経験でした。
　
　ドイツに行くにあたり、食べる物に関しては、全く考えてい
ませんでした。今でこそミュンヘンにさえも、日本のレストラ
ン、日本食料品店が多々ありますが、当時は全くなく、魚さえ
も、せいぜい鱒か鯖が手に入るくらいでしたが、よりによって、
海から遠く離れたミュンヘンあたりに、鯖があることには驚き
ました。すでにドイツに来ていた先輩に、Maggiが醤油に似て
いる、と教わり、さっそく買い求め、助かった記憶があります。
如何に日本人は醤油中毒であるか、と身をもって実感しました。
今ではその辺のスーパーでさえも、日本製の醤油が手に入る次
第です。魚介類をはじめ、野菜、果物も全く日本に居るのと変
わりなく、購入できます。と云う経験で、いわゆるカルチャー
ショックは、ドイツで暮らし始めた当初の、食生活以外は全く
と言っていいほどありませんでした。

2  ．現役時代のドイツでの
活動
　1964 年春にミュンヘン
に移り同じくゲスマン先生
宅に同居させていただき、
ミュンヘン大学の独文科に
籍をおきました。
　1965 年 7 月ミュンヘン
大学独文の同僚ペーター・
カピッツァと彼の両親の居
住しているハイデルベルク
で式を挙げました。主人は
東独から両親と共に逃げて
来ていたのですが、彼の姉
が東独で当時教師をしてい
ましたので、新婚旅行で東
独に行きました。東独に入
る時の検閲は今でも忘れられない経験でした。その後も何度か
東独に親戚等を訪ねる旅をしましたが、毎回国境の検閲は胸が
ドキドキする経験でした。その東独（DDR）も今はなくなり、
ドイツ統一がなされましたが、かつての東独地方には今もって、
なんとなく旅行する気になりません。
　
　ミュンヘン時代は 2人共一応学生でしたので、私は出来る限
り通訳等の仕事をしていました。其の頃は、ミュンヘンにはま
だ領事館もなく、日本人もさほどおらず、私にさえ通訳等の仕
事が入ってきました。主人はミュンヘン大学で博士号を取得し、
1967 年秋にゲスマン先生の引きで、デュッセルドルフの師範
学校に職を得ミュンヘンを引き払いました。
　1969 年 9 月に 3歳の長男と 9ヶ月の次男を連れて主人の希
望で日本に行きました。当時の主人の日本に関しての知識は、
ただ卓球のみでした。妻の故郷の日本を知りたいということで、
DAADを通し、岡山大学に職を得、1972 年の 3月まで岡山に
住みました。その間、私は 1年ほど岡山理科大学で、未熟なが
らドイツ語を教えていました。主人は 1972 年 4 月より 1975
年 3 月まで同じく DAADを通し、東大の本郷で教鞭をとりま
した。
　東京では上の息子を大森のドイツ学園に、下の息子はドイツ
大使館の敷地にある幼稚園に行かせましたが、幼稚園の送り迎
えのある日、ある経験をしました。迎えのドイツ人の母親が何
人かたむろしていて、たまたま近くに立っていた私の耳に入っ
てきた会話です。日本人の私を意識して話しているのがみえみ
えでした。「混血の子がいるから、子供達の質が落ちるわね」。
これを聞いた時には、ドイツに住んでいたときに味わったこと
の無い気持ちになりました。
　
　1975 年 4 月にドイツに戻り、その間主人は教授資格を得、
1978 年 3 月に再度、東大で教鞭をとることになりましたので、
家族揃って又日本に戻りました。息子 2人には手も掛からなく

©Enno Kapitza/2021

ドイツに生きる―ドイツで活動する日本人（2）

　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。
　第二回目にご登場頂く方は、髙宮・カピッツァ 清子さんです。高宮・カピッツァさんは、1963 年に渡独された後、日独で通訳
やドイツ語普及、また文化紹介に寄与され、1983 年には日本、アジア文化や、ドイツ語学習に関する本を多く出版している出版社
IUDICIUM Verlag GmbHをご主人とともに立ち上げられました。
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なりましたので、私は指圧学校に通い免許をとりました。
1981 年春ドイツに戻り、私は何とかしてドイツで指圧を実施
したく奮闘しましたが、ドイツの Heilpraktiker（自然療法士）
の免許を持っていないと駄目、と関係役所から言われ諦めまし
た。が、教えることは出来るということで、ミュンヘン・オリ
ンピックの施設で一年ほど指圧講座を開きました。この間主人
は職がなく、私はできる限りの、通訳・観光ガイドの仕事もし
ていました。そうするうちに、主人が 1983 年 11 月に出版社
を立ち上げましたので、経理と販売を任せられ、全く経験のな
い仕事内容でしたが、なんとかやらざるをえず、結局は 2016
年 6 月まで続きました。
　主人は日本での経験から、日本の独文・独語関係の人を対象に、
ドイツ内での最新の関係情報を集めた、“Fachdienst Germanistik“と
いう月刊誌を創刊し、DAAD（ドイツ学術交流会）が買い上げ
て下さり、ドイツ国外に DAADより派遣されている教師に送
付してました。DAADがそのうち、主人に出版社を作ったら
どうかと助言し、1983 年 11 月に出版社 IUDICIUM Verlag 
GmbH）を立ち上げたわけです。この月刊誌以外に本を作るな
ど当初は考えてもいませんでした。丁度この時期日本からの
ニュースで、出版業界は不況で多々倒産がおこっていると知り、
私は反対でしたが、やむにやまれず同意しました。
　出版社を立ち上げるにあたり、どの様な名前にするかが、ま
ず問題でした。1715 年に Christoph August Heumannが述べた
言葉、“iudicium“が主人の気に入り、IUDICIUM Verlagとしま
した。Iudicium は „Urteilskraft“（判断力）と云う意味で、法律・
政治関係の語彙だそうで、当初は法律関係の出版社と間違われ、
幾つかの、そちら方面の書籍の出版物がでました。
　主人の専門、独文・独語学が当初は主でしたが、主人の著 
„Japan in Europa“（ヨーロッパにおける日本）が出版されてから、
OAG（ドイツ東洋文化研究協会）やドイツの大学の日本学部
からの出版物が出回りだし、現在に至っています。

3 ．定年後の生活
　私は 2016 年 3 月まで雑用の引継ぎで、ミニジョブとして出
版社に関与していましたが、今は、出版経営から完全に手を引

きました。「和独大辞典」の最終巻第 3巻が終了するまで、主
人はまだ出版社の仕事をしてます。私は残りの人生をもっぱら
読書で堪能しています。読むのは、勿論日本語の本です。ドイ
ツ語の本は全く読む気がしません。コロナの為に里帰りが出来
ない為、日本に住んでいる長男に諸々の本を送ってもらい、読
書が唯一の楽しみです。目下、出来る限り年に 1度は里帰りを
したいところですが、2019 年 12 月が最後の日本行きでした。
この歳になっても、なんとしても、日本の空気は年に 1度は吸
いたいものですね。
　
4 ．海外に住んでいて感じる日本の良さ、及びドイツに住む良さ
　82 歳の人生、日本とドイツに住んできましたが、どちらの
生活も私にとっては、同じといえます。日本に居ると、早くド
イツに帰りたいと感じますし、ドイツにいると日本に帰りたい
と感じます。

5  ．日本がドイツから学ぶべき事と今後の日独関係と若い人へ
の助言
　今の世の中、世界中がそれぞれコンタクトを持ち、若い人た
ちは私の若いときに比べ容易に外国と行き来ができます。政
治・経済的にはお互いに特殊な国々を除いては理解し合ってい
ると推測しますが、問題は「人種問題」です。こればかりは人
の感情問題で、政治的にも解決は出来ないと推測します。ドイ
ツではアメリカ程ではありませんが、ある地域に集中してある
ということです。ドイツに来た当初はたまにですが、ここミュ
ンヘンでも個人的に、人種的にドイツ人との違いを経験させら
れました。このところ、雑多な人種がミュンヘンでも多数住ん
でいますが、人種問題は消え去ることはないでしょう。

　長年ドイツに住んでいても国籍は日本ですが、全く問題あり
ません。結婚と同時に望めばドイツ国籍を取得出来ましたが、
そうなると日本国籍を破棄しなければなりませんでしたので、
こればかりは受容出来ませんでした。
　ミュンヘン大学病院に主人共々死後の献体手続きをしていま
すので、ドイツに永遠に留まることになります。

Die Kulturkiste
＝文化の玉手箱＝

書籍紹
介①

　終わりの見えないコロナ 2年目、せめて旅行気分だけでもと、カバーデザインに惹かれて
手に取った『ヨーゼフ・ロート　ウクライナ・ロシア紀行』。ジャーナリストとしても活躍し
たオーストリアの作家ロートが、フランクフルター・ツァイトゥングなどに寄稿した二十編
が収録されている。ドイツ語圏の作家とウクライナ？と思われるかもしれないが、ロートの
関心が自身の出自であるウクライナ、そして東欧圏へ向けられたのは自然なことであろう。

　同書でわれわれは、ロートの目を通して戦間期の東欧の姿を目にする。ジャーナリスティッ
クに書かれたものに並び、一本の短編小説とも読めるような作品も収録されている。当時の西
ヨーロッパ人にとって摩訶不思議な世界――まさに異世界――であった、かの地の国民性、精
神性、風俗といったものを様々に見せるが、真摯に、かつウィットたっぷりに筆を走らせるロー
トは、故郷を好奇のまなざしで見ていたわけでも、またこれに幻滅したわけでもなさそうだ。
自身の出自、そして文学の源泉を確かめるかのごとく、かみしめるかのごとく綴られている。
ドイツ語圏からたまには少し東へ、（本の中ではあるが）足を延ばしてみてはいかがだろうか。

100 年前の東欧へ、ヨーゼフ・ロートとともに
『ウクライナ・ロシア紀行』
 田中 洋（杏林大学外国語学部 専任講師）

『ヨーゼフ・ロート
ウクライナ・ロシア紀行』
日曜社（Sonntag Publishing)
1,600 円＋税
ISBN978-4990969639
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日独オンライン交流の可能性
～ドイツ・ホストタウン交流事業を終えて～

青木優斗、池谷來優、大久保菜々子、染矢奈樹、堤悠乃、
山本和華子、吉池美佳

（慶應義塾大学法学部ドイツ語インテンシブコース学生 五十音順）

0 ．はじめに（山本和華子）
　東京オリンピック・パラリンピックの参加国と国内のホストタ
ウン自治体の交流活動を報告する「ホストタウンサミット2021」
（政府主催）が今年 2月 20日と 21日に開催されました。政府か
ら「ホストタウンアドバイザー」を委嘱された読売新聞社の支
援を受け、その一環として、自治体のホストタウン事業を通じ
た日独交流の成果を発表する場が設けられました。発表では、
日本各地の5つの自治体を代表する12名の高校生が主役となり、
プロジェクトの集大成として、ドイツにおけるスポーツを通じた
「共生社会」と「地域活性化」に関する取り組みをヒントに日本
の自治体に提言を行いました。このプロジェクトは、コロナ禍
を受けてミーティング・取材・発表に至るまで完全にオンライ
ンで行われたものです。提言作成・グループ学習・日独の関係
者への取材においては、慶應義塾大学法学部三瓶愼一教授（ド
イツ語学・現代ドイツ研究）とドイツ語インテンシブコース所
属の 7名の学生がサポート役を務めました。本記事では、約 3
か月間に渡るプロジェクトの経過とその成果を報告し、今後を
含めた日独のオンライン交流の可能性について考察します。

1 ．事前取材について（池谷來優）
　提言作成に先立ち、私たちはオリエンテーションを行ったう
えで、国内での取材を開始しました。
　オリエンテーションはオンラインで開催され、高校生、大学
生を始めとするプロジェクトに携わる全員が参加しました。全
員の自己紹介が終わると、三瓶教授から、ドイツの地理、文化、
社会などドイツに関する全般的な解説がありました。さらに、
大学生からはドイツの「フェライン（Verein）」を例にドイツ
のスポーツ文化について説明がありました。これらのプレゼン
テーションを経て、 高校生は各々の関心に基づいて、「共生社
会」班、「地域活性化」班のいずれかに所属を決定しました。
　第 1回国内取材には、デフ（ろう者）サッカー日本代表であり、
2017 年デフリンピックにも参加された林滉大さん、新町スポー
ツクラブ小出利一さんをお招きし、ご講演いただきました。
　林さんからは、ドイツでのプレー経験も交えて、共生社会の
あり方について解説がありました。林さんご自身もドイツで健
常者とともにプレーしていたというお話を伺い、ドイツ社会は日
本と比較して障がい者に対して寛容であることを理解しました。
　小出さんからはドイツのシュポルトフェライン（地域スポー
ツクラブ）についてご説明いただきました。小出さんは群馬県
高崎市新町において、ご自身でスポーツクラブを運営されてお
り、ドイツのスポーツ文化について現地で取材された経験もお
持ちです。ドイツでは幼少期から地域の自然に親しみ、多世代
とスポーツに親しむ機会が豊富であるというお話しを伺い、提
言作成のヒントを得ました。
　その後、グループごとに複数回にわたり、自治体の担当者や
スポーツ関係者に取材を実施しました。

2 ．ドイツ取材について（大久保菜々子）
　5つの団体・組織に取材に応じていただくことができました。
1．マールブルク市庁舎様　
2  ．ドイツ青年障がい者スポーツ協会会長兼ドイツ障がい者ス
ポーツ協会副会長 Lars Pickardt様

3．ヴッパータール市カヌー・フェライン会長 Guido Wrede様
4  ．Hammer SpVg の経営責任者兼チームマネージャー
　Gerald Stoffers様
5．Saarlouiser Gymnasium am Stadtgarten 高校
　Sabine Blatt校長先生
からお話を伺いました。
　主な取材方法は Zoomで、時差にも関わらず、中にはドイツ
時間早朝 4時から対応して下さったこともありました。こうし
たオンラインによる取材の実現は、コロナ禍での恩恵と言える
かもしれません。荒西様による通訳のおかげで、言語の壁を超
えた意見交換が実現しました。
　ドイツにおける学校教育や街のバリアフリー化、障がい者ス
ポーツの現状を伺い、共生社会班は「自分とは異なる人々」へ
の理解・交流機会・支援が日本人に欠けているのではないかと
考察しました。その上で、どうしたらすべての住民が自らのア
イデンティティやルーツを尊重する形で包摂されるかという観
点から、提言を考えました。
　また、国内取材を経て、地域活性化には「スポーツを通じた
世代間交流の促進」が必要だと考えた地域活性化班は、ドイツ
人が幼少期からフェラインに所属することで地域に居場所を
持っていたり、家族で自然を活かしたスポーツを楽しんだりす
るという話から、こうした「スポーツを通じた人々の交流」か
ら郷土愛が生まれるという仮説のもと、提言を考案しました。
　各班の具体的な提言内容は次の通りです。

3 ．共生社会班提言（堤悠乃）
　共生社会班は、「スポーツを通じた共生社会の実現」を大きな
テーマとし、バリアフリーな街づくり（A班）、地域のコミュニティ
の形成（B班）、教育（C班）の 3つの視点から提言しました。

　A班は、ドイツのバリア
フリー化支援補助金の対象
の広さに着想を得て、①ス
ポーツに関連する施設・制
度のバリアフリー化、②バ
リアフリーな雇用制度の確
立の 2 点を提言しました。
①は、点字・やさしい日本
語で書かれたパンフレット

の作成、外国人や障がい者が一緒にプレーできるコースの開設、
ジェスチャーボードの導入などを制度として確立するもので
す。②は、地方自治体が地域の特別支援学校と企業を結び付け、
特別支援学校に通う生徒向けに企業説明会を開催したり、障が
いを持つ子どもたちが、その両親や親戚の勤務先で働くことが
できる環境を整えたりすることを目的としています。
　B班は、ドイツのフェラインに着想を得て、すべての人を包
摂するスポーツコミュニティの形成を提言しました。自治体の
スポーツ課が主体となって、部活動で活動する生徒、地域住民、
個人運営のクラブの利用者などを集め、統合型地域スポーツク
ラブで定期的にスポーツを行うというものです。また自治体の
交流推進課が外国人移住者向けに広報活動を行って、コミュニ
ティへの参加を促し、地域に住む多様な人々がスポーツを通じ
て交流する機会の創出を提言しました。
　C班は、ドイツでのインクルーシブ教育の普及に着想を得て、
①社会的マイノリティへの理解を深めるための副教材の制作、
②障がい者スポーツを行う際に必要となる器具の貸し出しとイン
ストラクターの派遣を提言しました。①は、市内の小中学生を対
象とする副教材を制作・発行し、共生社会について主体的に考
える機会を授業内に設けようというものです。②は自治体が障
がい者スポーツ用器具を購入して市内の小中学校に貸し出し、
さらに専門的なインストラクターを派遣することで、生徒が授業
で本格的な障がい者スポーツを体験できることを目指しました。
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4 ．地域活性化班提言（吉池美佳）
　地域活性化班は、7つの
提言を、「施設」、「企画」、
「発信」の 3 つに分類し、
発表しました。
　まず、「施設」について
は、「世代間交流が生まれ
る施設を設けること」と
いう提言を考えました。
高校生の暮らす自治体に
はさまざまな公共施設がありますが、そこで行われている交流
は限定されています。ドイツのように、幼い頃からフェライン
に所属し、他世代との交流が盛んになれば、地域に自分の居場
所が生まれます。そのような状況を生み出すため、家族内交流
やそれ以外の交流を増やす施設の設置を提言しました。
　「企画」に関して、「自治体と学校が連携して行う地域活性化・
共生社会に向けた教育」、「子供を対象とした地域イベントの開
催」、「高校生主体のポッドキャスト」という 3つの提言を考え
ました。「教育」という面では、高校生に地元の現状や課題を
理解してもらうために、学校で講演会を開催すること、そして、
ドイツのプロイェクト・タークをヒントに、学校で障がい者擬
似体験の機会を設けること、この 2点を挙げました。「子供向
けの地域イベント」は、幼少期に地域と自分との繋がりを得る
ことが郷土愛を育むという、長期的な解決策です。一方で「ポッ
ドキャスト」は、高校生が自治体の抱える問題について気軽に
話し合い、それが直接的に問題解決に繋がる可能性があるとい
う点で、短期的な解決策です。
　「発信」については、「施設利用アプリ」、「想いの共有サイト」、
「高校生とスポーツ団体の相互作用」の 3つの提言を考えまし
た。「施設利用アプリ」を通して、自治体はイベントの情報を
発信することができ、利用者はそれを受けて施設を活用するこ
とができます。そのようにして、地元の人々、企業が相互に影
響しあい、地域の活性化が促進されます。「想いの共有サイト」
は、議論の文化（Streitkultur）を参考にしたバリアフリーな交
流サイトを想定しています。このサイトで、人々は市民的勇気
（Zivilcourage）を持って発言していくことで、地域内の交流活
性化に貢献できると考えました。「相互作用」では、スポーツ
団体がイベント情報を高校生に提供し、高校生がイベントの広
報担当として働くことで、さまざまな世代に対してスポーツイ
ベントに参加してもらうよう呼びかけるというものです。

5 ．本プロジェクトで得た知見（染矢奈樹）
　本プロジェクトにおいて、慶應義塾大学法学部ドイツ語イン
テンシブコースの大学生は、参加高校生のサポートをするだけ
でなく、自らの知見を深めることができました。
　日本各地の高校生と大学生が議論を重ねたことは、複数の自
治体の現状に関する情報交換を促し、日本における「共生社会」
と「地域活性化」のより多角的な考察につながりました。これ
は、ミーティングから発表までがすべてオンラインで実施され
たことの大きな利点であったといえます。本プロジェクトでは、
ドイツの共生社会ホストタウンである山形県鶴岡、東根、岡山
県真庭、長崎県島原、宮崎県延岡の 5市からの高校生が一堂に
会しました。したがって、それぞれの自治体が有する独自性や
直面する課題を高校生が自ら観察し、その見聞を共有したこと
で、プロジェクトの参加者はさまざまな視点から「共生社会」
と「地域活性化」という目的のために今後どのような方策をと
る必要があるかを検討することができました。
　この経験は、慶應義塾大学で主に法律学や政治学という学問
空間において知識を吸収し議論を展開するドイツ語インテンシ
ブコースの学生にとって非常に貴重なものとなりました。私た

ちは、日本の地方自治体のあり方の多様性を認識しただけでな
く、「共生社会」や「地域活性化」に関して、内側から社会の
現状を把握して課題を克服する方法を模索する高校生の姿か
ら、多くのことを学んだと感じています。

6 ．日独オンライン交流の可能性（青木優斗）
　COVID-19 は社会のデジタル化を加速させ、場所にとらわれ
ないオンライン交流を普及させました。本事業は、国境を超え
て恩恵を享受する貴重な経験でした。
　ドイツという異国の歴史・文化・言語に触れた参加者たちは、
第 1に多様な視点を持つことができました。それが他者への寛
容に繋がり、そのような人々が増えることが共生社会化を促進
します。第 2に、ドイツの事例をただ模倣するのではなく、自
分の生活する地域に適した提言を形作ることができました。社
会の見方が変わり、今後、海外へ赴いた時にも、驚嘆するだけ
ではなく、それを自分たちの地域に応用する方法を考えること
ができるようになったと思います。
　また、ドイツでも人口減少・少子高齢化が進行しており、「地
域活性化」「共生社会」の実現は日本と共通の課題です。ドイ
ツの取材先で、日本のバリアフリー化をドイツ人も学ぶべきだ
と話す方がいたように、今後は日本の事例をドイツに紹介する
といった双方向の学びを続けることができれば両国の課題解決
に資するはずです。
　一方で、時差やデジタル教育格差等、オンライン交流には課
題が山積していることも事実で、本事業もスタート段階では困
難を伴いました。高校生の多くがビデオ会議はおろか、PC・
Wi-Fi環境を整備することやメールでのやりとりに慣れるとこ
ろからのスタートで、試行錯誤の連続でした。なかなか連絡が
取れずに計画が遅れることも少なくありませんでした。もちろ
ん参加者には前向きな姿勢があったからこそ、少しずつ成長へ
と繋がり、国内外から希少な知見を集め、提言をまとめ上げる
ことができました。とはいえ、新しい形の異文化交流の長所を
理解した上で、いかに他国との交流を深めるかという難題を前
に、私たちはまだまだ時代への適応力が必要なようです。

7 ．終わりに（青木優斗）
　さて、発表直前まで修正を繰り返した提言については、首長
の方々から「ドイツの実例が分かりやすく参考になる」「皆さ
んの学びを生かしたい」等、前向きな感想を頂き、1つの成果
として高校生の自信にもなったと思います。
　今回は「地域活性化」「共生社会」の実現に焦点を当てまし
たが、日本は少子高齢化に伴うさまざまな社会課題を抱えてい
ます。これからますます時代の変化への「適応力」を求められ
るがゆえに、自治体の皆様にはぜひ高校生のアイデアを施策に
取り入れて頂きたいと思
います。「地域の将来」を
切り拓く若者が、「ドイツ
（＝海外）」に目を向けて
取材を行い、地域に即し
て「創造した」提案を一
部でも採用することは、
地域内部からの主体的な
活動をさらに促すことと
なり、それ自体が地域活
性化への入り口となるの
ではないでしょうか。
　最後にこの場をお借り
して、ご支援いただきま
した皆様に心より御礼申
し上げます。 2021 年 2 月 26 日　読売新聞
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2018 年末に新しい授業のアイデアを探していた私は、出版社のカタログで、著名な作家アドルフ・ムシュクの『Heimkehr nach 
Fukushima』(2018)というタイトルを見つけました。このセンシティブな問題をドイツ語で表現していることから、日本でドイツ
語を学ぶ学生にもこの本に興味を持ってもらえるのではないかとすぐに思いました。そして文学の領域に踏み込み、本を最後まで
読んだとき、私は、シラバスにこの小説を入れようと決意したのです。

"温室効果ガスを排出しない "エネルギーとしての原子力発電や放射能の科学的説明と、このテーマが文学的に扱われていること
の両方に興味を持ちました。しかもヨーロッパのこの偉大な作家は、日本と福島の現在に精通しているだけでなく、その過去を振り
返り、さらには福島と広島を結びつけています。なぜなら、放射能汚染は、結局のところ、2011 年に始まったことではないからです。
一方で私は、このテーマに興味を持つほどの学生は、背景や 2011 年に起こったこと、現在の状況についてよく知っているだろ

うと思っていましたが、残念ながらそれは全く逆でした。これは正直なところショックでした。
又、この本はドイツ語を知っている人だけでなく、もっと多くの人に読まれるべきだと考えていた私は、2019 年の 10 月ごろ、

偶然にもこの本を翻訳した野口薫さんと知り合う機会がありました。野口さんは、出版を打診したいくつもの出版社から「問題の
過敏性」やこの種の本の「販売力の低さ」を理由に出版を何度も拒否されていたため、翻訳原稿をずっと引き出しの中に眠らせて
いるのだと言っていました。その話を聞いてこのままではいけないと思いました。
そこで私は、大学院生の美濃部遊さんを誘って、三人で何度も議論し、いろいろ調査をし、浮

き沈みを繰り返しながら、ようやく、2021 年 4 月、出版社の e-Booklandから日本語版の小説を
出版することができました。また、私自身も「福島」だけでなく、原発事故の影響を受けた地域の
概要を知ることも前から計画していたので、2021年 2月に常磐線などで3日間海岸線を旅しました。
途中で撮影した写真も本の中に入っています。
小説のあらすじは以下の通りです。

ドイツ人の建築家パウル・ノイハウスは、古くからの友人のケンイチと妻ミツコからの招待に応じ
て日本を訪ねる。福島第一から40キロ離れたある村の村長で、ミツコが小父さんと呼ぶセイゾー・
イリエが、ノイハウスに彼を訪ねるように頼んでいたのだ。エリアは汚染され、住民は離村を余
儀なくされていたが、一年後、政府は、除染された村に住民がもどることを望む。しかし人々は
恐れている．村長はここに芸術村を作って新しい希望を目覚めさせるために、ノイハウスを呼び
たいと考えている．ノイハウスはミツコと一緒に福島に旅をする．そして二人は逆らい難く惹か
れ合う。パウルとミツコの恋の未来だけでなく、汚染された福島の美しい未来も可能であろうか？

私は、この小説が多くの若い人に（むろん年配の人にも！）読まれることを願っています。も
しかしたらそれは、日本人がこの小説から新たな認識を得、外国の視点を受け入れ、批判的な検
証を通じて、問題をタブーにすることなくオープンな議論を行うきっかけになるかもしれませ
ん。そしてそれは、被災地福島の町だけでなく心の復興にもつながり、「福島」を「帰郷」の地、
「再生」の地、「復活」の地、「希望」の地にすることが出来るのではないかと思います。

"アートは見えるものを再現するのではなく、見えるようにする。"

Die Kulturkiste
＝文化の玉手箱＝

書籍紹
介②

『フクシマへの帰郷』 アドルフ・ムシュク著
 エヴァ・ビリック（東京外国語大学 世界言語社会教育センター / 特任講師）

『フクシマへの帰郷』
ネットストア「アマゾン」にて、オン
デマンド（ペーパーバック）の購入可。
出版社：eブックランド 
ISBN-13：978-4865212280
定価：1,980 円

ドイツ×ボードゲーム=!? (2)
ドイツ語学習に活かせそうなゲーム３選

伊吹 和真（三修社編集部）

本誌の読者には「ドイツ語を遊んで学べる」ゲームなどを紹介したら喜ばれるのではないかと思い、今回は学習系ゲームを紹介してみましょう。

まずはScrabble。クロスワードのように縦横に読める単語を作って得点を競うゲームです。長い単語だと点数が高かったり、高得点を得られ
るマスがあったり、わりと単語力に左右されず楽しめるゲームです。私は英語版しか持っていませんが、ドイツ語もぜひやってみたいものです。
次に紹介するのはdas große Spiel der Verben。動詞の人称変化を練習するゲームです。カードには動詞が書いてあり、3つのさいこ

ろを振ります。さいころには「現在」「過去」など時制が書かれたもの、「私」「君」「彼」など人称代名詞が書かれたもの、「疑問文」「感嘆
文」など文型が書かれたものがあります。この３つの組み合わせで、たとえば、カードが「gehen」で、さいころが「過去」「君」「平叙文」
だったら、こたえは「du gingst」になります。解答の冊子もあるので、先生役がいなくても自分たちでチェックできるのもいいですね。
もう一つ、これはフランス語のゲームなのですが、optimo! というのがあります。「5文字」「動詞」「子音で終わる」など3枚のカー

ドの条件にあった単語を考えるカードゲームです。残念ながら他言語では展開していないみたい。フォントも色使いもおしゃれで、フ
ランスらしさに嫉妬してしまいます。

番外編として、発音記号に慣れ親しむ「IPAカード」などいかがでしょう。これは、
慶應大学言語文化研究所の先生方が作られた国際発音記号を学ぶためのキットです。マ
ニアック！

これらのほかに、すごろくやモノポリー（ドイツ版やドイツ各都市版もあります）など、
比較的ルールが単純、あるいは日本語でプレーしたことがあるゲームで「進む」「カー
ドを引く」「君の番だよ」など一部ドイツ語を使ってみるのもいいですね。
今度、ゲームで覚えるドイツ語という企画を考えてみようかな。
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「一度はドイツに住んでみたい」
そんなふうに考えている人は、きっと大勢いらっしゃるのではないでしょうか。でも、どうすればいいのかわからない、という
人も多いと思います。
このたび出版された『移住者たちのリアルな声でつくった 海外暮らし最強ナビ【ヨーロッパ編】』は、ヨーロッパで暮らしたい

人が、はじめの一歩を踏み出せるようにと願って作りました。暮らし方の形はさまざま。就職や
留学以外にも、方法はたくさんあります。ビザを取らなくても長めに滞在できる国もあります。
いろいろな可能性を示すことで、ヨーロッパ暮らしへの心の距離をグッと縮めたいと思い、この
本を編集しました。
私は、自分がドイツに暮らして新たな価値観に触れることで、心がとてもラクになりました。

「あ、こんなこともできるんだ」「こんな考え方もあるんだな」と知って、これまでの凝り固まっ
た世界から解放されたのだと思います。いくつもの価値観や選択肢を知ることは自分の世界を広
げ、人生を豊かにしてくれると感じています。そして自分だけではなく、周囲にも新しい風を吹
き込むことにつながっていくと思います。だから、海外に出る人が増えてほしいのです。
この本では、日本人が暮らしやすい、あるいは暮らしたいと思う、ドイツを含めたヨーロッパ
8カ国を厳選し、現地在住の日本人ライターが執筆しています。暮らしがテーマなので、表向き
の華やかな内容ばかり連ねているわけではありません。仕事や住まいの見つけ方、治安、食事や
教育事情など、現地でサバイブしていくためのリアルな情報を盛り込みました。日本人の体験談
もたくさん掲載しています。私も一部の章を執筆しています。
じつは、本書の制作がスタートしたのは、新型コロナウイルスが出現する前のことでした。とこ
ろが、ほどなくしてヨーロッパもコロナウイルスによる甚大な被害に見舞われ、先が見えない中で
本書の制作にもいったんストップがかかりました。でも、この状況が永遠に続くことはない、いつ
かは事態も変わるはずと現地情報のアップデートを続けて、ようやくこのたび出版されたという経
緯があります。だから、もしいま海外が遠いと感じていらっしゃる方がいても、どうかあきらめない
でください。状況は変わります。願いを持ち続けてさえいれば、何かの形できっとそれは叶うのです。

Die Kulturkiste
＝文化の玉手箱＝ 書籍紹

介③

ドイツに住みたいあなたへ
『移住者たちのリアルな声でつくった 海外暮らし最強ナビ【ヨーロッパ編】』 久保田 由希（フリーライター）

『移住者たちのリアルな声でつくった 
海外暮らし最強ナビ【ヨーロッパ編】』
久保田由希＆山田静編
ISBN978-4777823284
辰巳出版　1,700 円＋税
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Der tragische Fall von Ayano Mutsuko
Marvin Albert （Praktikant der JDG）

Die süd-west-deutsche Stadt Trier an der Grenze zu Luxemburg ist vielen ein Begriff , da sie einerseits die älteste Stadt 
in ganz Deutschland ist, welche vor 2000 Jahren bereits im römischen Reich existierte und andererseits als die 
Geburtsstadt von dem Philosophen Karl Marx bekannt ist. Leider ist diese Stadt bei Leuten, welche zu Japan in 
Beziehung stehen auch für ein tragisches Ereignis in den 80er Jahren bekannt.

Die 1956 in Okayama geborene Studentin Ayano Mutsuko ging, nachdem sie ihr Germanistikstudium abgeschlossen 
hatte, im Jahre 1981 an die Universität Trier, wo sie als fl eißig und begabt galt, um dort zu promovieren. In Briefen an 
ihre Eltern beschrieb sie oft das Leben in Deutschland, wie es sich zu Japan unterscheidet und wie sehr sie die deutsche 
Sprache liebte. Zwei Jahre nach Beginn ihres Auslandsstudiums wurde Frau Ayano auf ihrem Weg zur Universität Opfer 
eines Raubüberfalls. Ein polnischer Schaustellergehilfe versuchte ihre Handtasche zu entwenden, und als sie sich zur 
Wehr setzte, trat der Täter mehrfach auf sie ein, an welchen Verletzungen sie wenige Tage später im Krankenhaus 
erlag. Der Täter konnte erst einen Monat später gefasst werden, als er seine Tat in 
einer anderen Stadt wiederholte, woraufhin er zu einer lebenslangen Haftstrafe 
verurteilt wurde. 

Die lokale Bevölkerung war erschüttert durch diese Gräueltat. Im folgenden Jahr wurde 
eine Gedenkstele am Tatort aufgestellt und nach Wunsch von Ayanos Eltern gestaltet. 
Die Inschrift auf der Stele besagt: „Sie liebte Deutschland; ein Leben voller Hoff nung 
fand an dieser Stelle ein gewaltsames Ende; 17. November 1983 – ihre Freunde“.

Ihre Eltern gründeten daraufhin 1985 den Mutsuko-Ayano-Fonds, eine Organisation, 
welche japanischen Studierenden den Aufenthalt und Stipendien an der Universität 
Trier verleiht und schon über 50 Studenten half und promovierte Germanistikprofessoren 
hervorgebracht hat. Unter anderem Tamura Kazuhiko, welcher an der Kwansei-Gakuin-
Universität tätig ist und Hayashi Akiko, welche an der Gakugei-Universität Tokio, mit 
der die Universität Trier seit 1998 einen Partnervertrag unterhält, beschäftigt war. 
Außerdem wurde 2008 eine in der Nähe liegende Straße nach ihr benannt. Diese 
Leistung der Eltern würdigte der damalige Präsident der Universität Trier mit den 
Worten: „Viele Partnerschaften und Freundschaften sind entstanden und das Ziel, den 
Austausch von Studierenden und das gegenseitige Verständnis zu vertiefen und unsere 
entfernungsmäßig so weit auseinander liegenden Länder nahe zusammen zu bringen“.

1999 verkündete Prof. Hilaria Gössmann, bei welcher auch ich selbst bereits 
Vorlesungen und Seminare für mein Studium in der Japanologie besucht habe, am 11. 
Deutschen Japanologentag, dass Ayano Mutsukos Tod ein entscheidender Faktor für die 
Etablierung des Faches Japanologie an der Universität Trier gewesen war. 

綾野睦子の悲劇的な死
マヴィン・アルバト（日独協会研修生）

ルクセンブルクとの国境にあるドイツ南西部の都市トリーアは、2000 年前のローマ帝国時代、すでに存在していたドイツ全土
で最も古い都市として、また、哲学者カール・マルクス生誕の地としても有名です。 残念ながらこの街は、日本と関係のある人に
とっては、1980 年代に起きた悲劇的な出来事で知られています。

1956 年に岡山で生まれた綾
あや

野
の

睦
むつ

子
こ

さんは、ドイツ文学を大学で学んだ後、1981 年にトリーア大学に留学しました。そこで彼女
は博士号の取得に十分な勤勉さと能力を示していました。彼女は両親への手紙の中で、ドイツでの生活、日本との違い、ドイツ語
がどれだけ好きかということをよく書いていました。留学開始から 2 年後、綾野さんは大学に行く途中で強盗に襲われました。ポー
ランドの興行師の助手が彼女の手提げ袋を盗もうとし、彼女が抵抗したので、彼女を何度も蹴ったのです。それから数日後、彼女
は病院で亡くなりました。犯人は 1 か月後にやっと、別の都市で同じ犯罪を繰り返したところを捕まり、終身刑を宣告されました。

地元住民はこの残虐行為にショックを受けました。翌年、犯行現場に、綾野さんのご両親の意向に沿ってデザインされた記念碑
が設置されました。石碑には次のように書かれています。「彼女はドイツを愛していました。希望に満ちた人生はこの場所で暴力的
な終わりを迎えました。 1983 年 11 月 17 日　彼女の友人一同」。

彼女の両親はその後、1985 年に「綾野睦子基金」を設立しました。これは、トリーア大学の日本人学生に住居と奨学金を提供す
る組織であり、すでに 50 人以上の学生を支援し、ドイツ研究の博士を輩出してきました。その中には、関西学院大学の田

た

村
むら

和
かず

彦
ひこ

教授、
トリーア大学が 1998 年からパートナー協定を結んでいる東京学芸大学の林明子助教授（現在は中央大学教授）がいます。さらに、
その近くの通りは 2008 年に彼女にちなんだ名がつけられました。トリーア大学の当時の学長は、次のように述べて、両親の功績を
称えました。「多くのパートナーシップと友情が生まれ、それらは学生の交流と相互理解を深め、遠く離れた我々両国を近づけました。」

僕も日本学の講義やセミナーに参加したことのある、ヒラリア・ゲスマン教授は 1999 年、第 11 回「ドイツの日本学者の日」
に綾野睦子の死がトリーア大学の日本学科創設の決定的な要因であった、と発表しました。
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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
6/19 ㈯　15:00 ～ 17:00
Studiengruppe "Deutschland aktuell"
Datum: Sa., 19. 6. 21, 15.00-17.00
当月の主なトピックスは① 1900 年代の
初めにドイツ軍がナミビアで行ったジェ
ノサイドに対する補償交渉の動向②政府
与党が大企業の取締役に占める女性の割
合を定めることで合意したこと③自動車
部品のボッシュ社がドレスデンに最新鋭
の半導体製造工場を完成させたこと④児
童労働・強制労働・環境汚染企業などか
ら調達した企業に罰則を課すサプライ
チェーン法が連邦議会を通過したこと⑤
対ロシア・中国政策をめぐる NATO首
脳会議の議論などについて背景要因を含
めて報告。椎名さんからは VW社の排
ガス不正をめぐる新たな訴訟や賠償の動
き、新井さんからは CDUが大勝したザ
クセン・アンハルト州議会選挙の結果と
秋の議会選挙への影響についてそれぞれ
報告いただき、意見交換を行った。
個別テーマでは前月に続いてドイツの
「持続可能な発展戦略」で、ドイツと日
本の取り組みの相違などを伊崎から説
明、質疑・意見交換を行った。
終了後の懇親会では、佐藤さんから東京
オリンピック・パラリンピックをめぐる
日独の世相の相違について報告いただ
き、議論を続けた。（伊崎 捷治）

シュプラッハトレッフ（日独言語交換会）
6/19 ㈯　19:00 ～ 20:30
Sprachtreff
Datum: Sa., 19. 6. 21, 19.00-20.30
Sprachtreffは、1対1の「タンデム」とは異
なり、グループでお話するイベントです。そ
のため、1対1の会話に不安がある方もお
気軽にご参加いただくことができます。語学

レベルが B1以下のグループにはお話をサ
ポートするスタッフが一人ずつおりますので、
ドイツ語にまだ自信がない方も大歓迎です。
6月の Sprachtreffでは、ドイツと日本の
状況を互いに伝え合う場面がよく見られ
ました。ドイツでの感染状況や政府のコ
ロナ対策は耳にすれども、現地に生活し
ている人々がどんな思いを抱いているか
までは、直接話してみないとわからない
ものだと感じました。こうした「生の声」
を聴くことができる機会としてもご利用
いただければと思います。
また、会員の方は参加が無料となってお
ります。興味があれば是非お気軽にご参
加を！（伊藤 退助）

独逸塾
6/21 ㈪　19:00 ～ 21:00
Gesprächkreis: Neuigkeiten aus Deutschland
Datum: Mo.,21. 6. 2021, 19.00-21.00
参加人数 25 名。先月に続きシュピーゲ
ル誌の現代の英雄の最終回を読む。テー
マはドイツで革新的なベンチャー企業が
生まれない原因の分析。
1． ドイツ人は完成品に目を奪われ未完
成品の将来性に関心がない。例えば
素晴らしい自動車を発明してもホイ
ルキャップがなければ文句をつける
がアメリカでは逆に素晴らしいホイ
ルキャップを提示するだけで将来見
込みのある車と期待が寄せられる。

2． ドイツの投資家が長期的な視野に欠
ける。有名なドイツの投資家サムベ
ル兄弟さえリスクマネーを確実な不
動産に投資していることでもわかる。
バイオテクノロジー分野はドイツの
金融機関からも消極的に扱われドイ
ツの政治からも疎まれている。

3． ベンチャー企業向けのリスクマネー
が少なすぎる。米国では数百億ドル
規模でスタートアップのためのリス
クマネーがあり更に補助金に近い国
防高等研究計画の公的資金も用意さ
れている。

4． ドイツ人のベンチャー企業への認識
不足。大企業が成し遂げられない素

晴らしいことをベンチャー企業がで
きるとの認識がドイツに欠けている。

ビオンテック社の今後の活動
1． ライセンス契約は行わず他社を吸収
するが大手には吸収されない独自の
道を歩む。免疫療法会社と自身を位
置づけ。

2． 癌の治療薬についてはより大きな有
効性についての臨床試験の段階。
2023 年から 24 年の承認を目指して
いる。

3． 全世界のコロナ感染を抑え込むビオ
ンテック社のワクチン開発は人類を
救った現代の英雄にふさわしい業績
と考えられる。（森永成一郎）

オンライン読書会 " ドイツ " を読もう！
語ろう！ Lesen und Reden
6/26 ㈯　16:30 ～ 18:30
Lesen und Reden
Datum: Sa., 26. 6. 21, 16.30-18.30
Lesen und Reden 第 2回では、19 世紀初
頭のナポレオン戦争から第 2次世界大戦
までの「激動の」ドイツ近現代史を概観
しました。神聖ローマ帝国の中から（オー
ストリアが切り離されて）初めて統一ド
イツ国家が誕生し、その国家体制が、立
憲君主制から議会制民主主義、一党独裁
まで目まぐるしく変化した時代です。社
会の急速な近代化の中で人々の生活も大
きく変化し、戦争に翻弄された時代でも
あります。ドイツ連邦共和国の連邦制や
連邦議会選挙の 5パーセント条項のよう
に、この時代に出来た制度や歴史的経験
は現在のドイツのあり方に少なからず直
接的な影響を与えています。メッテルニ
ヒやヴィルヘルム 2 世の歴史的評価か
ら、「〇〇 macht frei」というフレーズの
バリエーションまで、今回も硬軟織り交
ぜた、様々な質問と感想を頂きました。
今後もドイツ史に関心のある方、「語り
（合い）たい」方のご参加をお待ちして
おります。

※上記イベントは全てオンライン開催

Tokyo, 20. Juli 2021

Sehr geehrter Herr Präsident Dr. Volker Stanzel,
Liebe Mitglieder und Freunde des Verbandes der Deutsch-
Japanischen Gesellschaften,

In großer Trauer nehmen wir von den schweren Hochwasserschäden 
in Deutschland und Belgien Kenntnis, wo es viele kostbare Leben zu 
beklagen gibt. Wir sind zutiefst berührt von den vielen Verletzten 
und immer noch zahlreichen vermissten Menschen. 
Im Namen der Japanisch-Deutschen Gesellschaften sowie der 
Freunde unserer Gesel lschaften in Japan möchte ich den 
Hinterbliebenen der Opfer dieser schweren Katastrophe mein tief 
empfundenes Beileid ausdrücken. 
Ich möchte auch meine innigen Gebete für die Genesung der von der 
Katastrophe Betroffenen und für einen frühestmöglichen 
Wiederaufbau der betroffenen Gebiete zum Ausdruck bringen. 
Ich spreche unser aller tief empfundenes Mitgefühl und Beileid aus.

Landesweiter Verband der Japanisch-Deutschen Gesellschaften 
Gemeinnützige Stiftung Japanisch-Deutsche Gesellschaft
Präsident Shigetaka Komori

Präsident Komori bekundet seine Anteilnahme angesichts der Überschwemmungen
u.a. in Deutschland und Belgien

ドイツ及びベルギー等における洪水被害に関する古森会長のお見舞いメッセージ

2021 年 7 月 20 日　東京

独日協会連合会
フォルカー シュタンツェル会長
独日協会連合会の皆様

拝啓
　ドイツ、ベルギーを中心に発生した洪水被害によ
り、多くの尊い人命が奪われ、多くの負傷者が出ま
したこと、また多くの方々が行方不明になられたこ
となどの事態が発生していることの報に接し、大変
心を痛めております。
　日独協会と日独協会関係者を代表して、犠牲にな
られた方々及びそのご遺族に対して、心から哀悼の
意を表します。
　また、被害に遭われた方々の御快復と被災地の一
日も早い復興を心からお祈りいたします。
ここに謹んでお見舞いとお悔やみを申し上げます。

敬具
全国日独協会連合会
公益財団法人 日独協会
会長 古森重隆 
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　日本に点在するドイツゆかりの土地や、ドイツ人の足跡をめぐる「ぶらドイツ」。7回目を迎えた今回は、2021 年 5 月 9 日に、
東京都青梅市を東西に横断する青梅線をテーマにオンラインで開催しました。

■青梅鉄道の社長三浦泰輔
　青梅線は、青梅鉄道により 1894（明治 27）年に開業します。開業時、青梅鉄道の
社長を務めた三浦泰輔は、ドイツ公使青木周蔵の実弟になり、兄のいるドイツへ留学
後、プロイセン邦有鉄道から派遣されたドイツ人技師の指導のもと運営されていた九
州鉄道へ赴くなど、ドイツとの接点が多い人物です。席上、三浦泰輔は、青梅鉄道に
も蒸気機関車をミュンヘンのクラウス社から合計 5両導入し、さらに後年、大日本麦
酒株式会社の社長に就任するなど、ドイツの文化を日本へ伝え、事業を通じ、広く根
付かせたことを紹介しました。ただ残された記録も少ないこともあり、その功績はま
だ知られていないようです。今後多くの人に認知されることを願ってやみません。

■世相に合わせて変わる青梅線
　青梅鉄道は石灰石の輸送や採掘を通じ、順調に発展します。1924（大正 13）年に青
梅鉄道本社として建てられ、現在も使用されている青梅駅舎はその象徴と言えるでしょ
う。地上 3階・地下 1階建ての鉄筋コンクリート製で、バウハウスの影響を受けた、当
時最先端の建物になります。また昭和に入った頃から、青梅鉄道は吉野梅郷や御嶽神
社参拝といった観光客誘致にも乗り出します。1929（昭和 4）年に建てられた御嶽駅舎
は、御嶽神社にちなんだ寺院風建築になるなど、観光客を意識した造りになっています。

■ドイツの青梅線　リューベラント鉄道
　ドイツ中東部、ブロッケン山の麓のハルツ地方で、石灰輸送を行うために建設されたリューベラント鉄道（Rübelandbahn）は、沿
線の趣も青梅線と似ているため、今回紹介をしました。ただ青梅線と異なり、リューベラント鉄道は、途中に峠越えがあるため勾
配がきつく、2本のレールの中央に歯型のレールを敷設し、車両の床下に設置した歯車とかみ合わせて登る、アプト式を世界で最初
に採用して開業します。このリューベラント鉄道のアプト式には、日本の国鉄の技師も視察に訪れており、碓氷峠の鉄道建設時に
参照され、同じアプト式が採用されるなど、日本の鉄道へも大きな影響を与えています。 
　最後になりますが、当日ご参加いただいた皆様には、素晴らしい時間を過ごすことができましたこと、心から御礼申し上げます、
ありがとうございました。またお会いできますことを楽しみにしています。

イベントレポート 　

第 7 回ぶらドイツ ～青梅線編～（5 月 9 日オンライン開催）
 久保　健（鉄道史学会会員　日独協会会員）

今も使用されている青梅駅駅舎

寺院風が特徴的な御嶽駅駅舎

　2021 年は日独交流 160 周年の年にあたり、その記念事業と
して、ドイツ連邦共和国大使館後援のもと、（公財）日独協会
とベルリン独日協会の共催で、「日独漫画コンクール」 を開催い
たします。 両国において漫画文化は関心を共有できる分野であ
り、今や世代を越えた情報・文化交流の手段となっています 。
　我々の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。

　漫画を愛する皆さんは、そ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。
　それにはまず、日々の生活や歴史、文化など、ドイツまたは東
京をよく知る必要があるでしょう。それもコンクールの狙いです。
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。

応募者要件：
　成人部門：20 歳以上の個人またはグループ
　ハイティーン部門：13 歳～ 19 歳の個人またはグループ
　ローティーン部門：12 歳以下の個人またはグループ
　（2021 年 8 月 31 日現在の年齢）
　※日本在住の方対象
　　ドイツ在住の方はベルリン独日協会へ応募ください。

受賞： 入賞者の中から 1名に両国間旅費補助として旅行券 10
万円を授与。

　　　さらに各部門の入賞者に協賛企業から賞品を授与。

作品の形式：A4 サイズ 8ページもしくは 16 ページ
　　　　　　（表紙を含む）、白黒（表紙のみカラー可）
応募受付：紙媒体（コピー）あるいは電子媒体による応募受付

（応募用紙をウェブサイトからダウンロードして記
入、ご提出ください）
作品各ページ裏面に氏名記入

応募締切：2021 年 8 月 31 日（当日消印有効または当日受信）
審査員： （公財）日独協会、協賛者および関係者
送付先：
　＜郵便＞〒 160-0016
　　　　　東京都新宿区信濃町 18 番地 マヤ信濃町 2番館
　　　　　公財財団法人　日独協会
　　　　　要明記：「漫画コンクール 2021」もしくは
　　　　　　　　　「Manga-Wettbewerb 2021」
　＜メール＞協会メールアドレス　jdg@jdg.or.jp

詳細・応募用紙ダウンロード：
日独協会の下記ウェブサイトを参照ください。
http://www.jdg.or.jp/event/Mangawettbewerb2021_j.html

授賞式展示会：OAGハウス 2021 年 11 月 15 日～ 11 月 21 日
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■ドイツ人研修生の受け入れには、入国管理局が発行する「在
留資格認定証明書」が必要だ。数々の書類をドイツにいる本人
からも取り寄せてから品川の入国管理局に出向くのだが、とに
かく人が多く待ち時間が長い、申請方法は日本人が日本語で読
んでも難解、と外国の方々の苦労を体感する。現在はそれにコ
ロナまでもが加わり、建物に入れる人数が制限されているため、
整理番号の順番になるまで、皆外でひたすら待つ。
どの国に住むにしろ「外国人として」そこに住むことには苦労や煩雑
な手続きがつきものだ。それでもなお「日本に滞在したい」強い理由
があって皆ここにいるのだろうな、などと考えを巡らせていると、審
査官と外国の方の「国に帰りたくないの？」「仕事から逃げてきたの？」
という会話が聞こえてきた。「外国人」という弱者の足元をみる悪徳
業者も多いのだろう。「受け入れ先としての責任」も感じさせられる。
こんな風に苦労して取得した現研修生マヴィンさんの在留資格認定
証明書だが、長引くコロナ禍の影響で現時点（7月19日）では彼の
入国許可が下りていない。彼の研修は10月末までの予定だ。（菊）
■高宮・カピッツァ氏の寄稿を読んで：ずいぶん前になるが、
駅の窓口で切符を買おうと並んでいたら現地の人に割り込まれ
たことがあった（私の場合は北部の方だった）。残念ながらこれ

は決して珍しくはない光景だ。その国で過ごした幼少期、そし
て大人になってからも、外見について侮蔑的な言葉を浴びせら
れたり、露骨な（そう、実に露骨だった）差別的対応をとられ
たことは幾度となくあった。が、こうした人間がいる一方で、公
平・公正な人間も少なからずいるのは確かだ。「並んでくださ
い！」と、割り込んできた男性を一喝した窓口の方が忘れられ
ない。（彼女のそれが単に立場上なされたものなのか、個人の信
条によるものなのか知る由もないが）なくなることのない差別に
対して、せめてぴしゃりと言い放つ人間でありたいと思う。（田）
■パンデミックの中、7月23日東京オリンピック・パラリンピック
2020が開幕しました。平和の祭典と言われ、選手同士の交流や、
外国からの訪問者とこれを迎える日本人との交流の場であるはず
でした。テーマの東北復興も道半ばです。スポーツは人々に夢や
希望を与え、地域社会を結び付け、活気をもたらす存在です。“ウィ
ズコロナ”の中、SNSなどを通じてステイホームで各国のチームや
選手を声援しましょう。祭典後のコロナ感染拡大への戦いに打ち
勝つ勇気をもらうチャンスと位置づけましょう。まずは困難を克服
して参加した全ての選手にエールを送り、無事にプレーでき、多
くの人から共感を得られるオリンピックであることを祈ります。（柚）

編
集
後
記

日独協会後援の催し物
(Veranstaltungen unterstützt von der JDG）
■女声コーラス“グリューン”コンサート
「爽やかな風のように」指揮：藤田 明（日独協会会員）
日時：2021 年 9 月 14 日（金）18:30 ～
会場：サントリーホール
演奏曲目：女声三声の為のミサ曲 作品187　ラインベルガー作曲
Ave Maria シューベルト作曲
Der Mond ist aufgegeben ドイツ民謡　他
問合せ：Tel. 090-2172-5053（五十嵐）048-668-0780（五明）
詳細：http://www2.odn.ne.jp/gruen_musik06

■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：ヨーロッパ・ピアノ協会事務局
　　　　Info@europe-piano.com
詳細：http://www.europe-piano.com

その他ドイツ関連の催物
（Veranstaltungen mit Deutschlandbezug）
企画：NPO法人ホロコースト教育資料センター
2021 年夏 オンライン 4日間
「人権・平和教育を考えるスタディツアー」
8 月 13 日：オリエンテーション＆ワークショップ

 「アウシュビッツからの問い」
8月 14 日：ベルリン「テロのトポグラフィー」
8月 21 日：ベルリン「テロの抵抗記念館」
8月 22 日：ディンスラーケン「ドイツ国際平和村」
第二次世界大戦時のナチズムとホロコーストの歴史、そして現
代の世界における人道支援を教材に、各施設の職員や専門家の
話を聞き対話しながら学びます。
定員：先着 30 名
詳細・申込み：https://www.npokokoro.com/20210813
演劇
ワタナベエンターテインメント Diverse Theater
フリードリヒ・デュレンマット作『物理学者たち』
スイスの劇作家・小説家・推理作家のフリードリヒ・デュレン
マットの代表作でもある二幕の喜劇。
「物語の舞台は、サナトリウム『桜の園』の精神病棟。そこに
入所している 3人の患者－自分をアインシュタインだと名乗る
男、自分をニュートンだと名乗る男、そして「ソロモン王が自
分のところに現れた」と言って 15 年間サナトリウムで暮らす
メービウスと名乗る男－三人は「物理学者」であった。
そのサナトリウムで、ある日看護婦が絞殺された。」
日程：2021 年 9 月 19 日（日）～ 26 日（日）
会場：本多劇場（下北沢）
公式サイト：https://physicists.westage.jp
問合せ：ワタナベエンターテインメント　
TEL　03-5410-1885（平日 11:00 ～ 18:00）

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

■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。

■事務局夏休み
事務局は 8月 16 日（月）から 27 日（金）まで夏休みをい

ただき、事務所も閉めます。この間メールでいただいたお問い
合わせにつきましては、8月 30 日（月）以降、順次対応させ
ていただきます。なにとぞご了承願います。

■ 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
『第二次世界大戦下の欧州邦人（ドイツ •スイス）』
著者：大堀 聰（おおほり そう）氏 
銀河書籍 定価（本体 1,200 円 +税）
　当協会でもセミナーの講師を務めていただいたり、会報誌に
もご寄稿いただいている大堀氏の
『心の糧（戦時下の軽井沢）』、『日本
郵船  欧州航路を利用した邦人の記
録』、『第二次世界大戦下の邦人（イ
タリア編）』に続く 4作目です。
　一作目のイタリア編を読み終えた
読者にとって待望のスイス・ドイツ
編です。今回も著者の精力的な長期
の調査と関係者への緻密なインタ
ビューから描き出される戦時中の欧
州邦人の境遇に思わず引き込まれま
す。処女作『心の糧』はすでに第三
刷を迎えたそうですが、本作もこの
時代に関心を持つ方々には必読です。
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