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日独協会からのお知らせ 

 

✽ 2022（令和 4）年度個人維持会員継続およびご寄付等をお寄せいただきありがとうございました。 

３月に会員継続のお願いをお送りしたところ、多くの会員の皆様から今年度の会費やご寄付をお寄せいただきま

した。誠にありがとうございました。ここ数年のコロナ禍の影響もあり、財政状況も一段と厳しくなっていますが、地

道に活動を続けて参ります。対面のイベントも昨年から少しずつ行っています。 

お寄せいただいた会費やご寄付は、公益財団法人としての使命の遂行や、そのための活動を行うのに必要なド

イツ語圏からのスタッフ受け入れ等に活用させていただきます。今後とも引き続きご寄付やご支援、イベントや事務

作業へのご協力をいただけましたら幸いです。 

 

✽ 2022（令和 4）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、会員番号と 2022 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。また、個人会員の方々の会員番号 

（10桁の数字）は会報誌が封入されている封筒に記載されています。 

 

✽ ドイツ語夏期講習会、今年も開催！ 

7 月２６日～8 月 13 日までドイツ語夏期講習会を開講いたします。今夏もユニークかつ実践・実験的な、様々

な講座を予定しており、一部対面での講座も実施します。詳細は協会ウェブサイトをご覧ください。 

 

✽ 2022年上半期ドイツ語講習会開講中  

オンラインクラスと通学クラスがあります。満席になっていないクラスに関しては途中からの参加も可能です。 

体験も受付していますので、ご希望の方は事務局までお問い合わせください。 

http://www.jdg.or.jp/course 

 

✽ 協会事務所の夏休みおよび事務取扱時間 

  ８月１５日（月）～２６日（金）まで事務局は夏休みとなり、電話や eメールでの対応や事務取扱もこの間はお休み

となります。協会へのお問合せやご連絡は、８月２９日以降に対応させていただきます。 

 夏休み以外の事務所開館及びお電話でのお問い合わせ受付時間は、引き続き平日午後２時から５時とさせてい

ただきます。 

 

✽ Die Brücke ８月号は、８月１日に発行予定です。 
 



ドイツ語講習会 

2022年度上半期コース 

火～土曜日 

Deutschkurse in der JDG  

April 2022 - September 2022 

jeden Di.-Sa. 

 

独逸塾 

5/16（月）19:00～21:00 

Gesprächskreis: Neuigkeiten aus Deutschland 

Datum: Mo., 16. 5. 22, 19.00-21.00 

参加人員 33名。Die Welt （27.02.2022）掲載の 

ショルツ首相の議会演説を読む。 

1．エネルギー政策 

1）2045年に CO2をニュートラルにする。 

2）天然ガスの貯蔵量を 20億立法メートルまで高め

る。 

3）液化ガスターミナルを建設する。 

4）上昇するエネルギーコストの国民負担を軽減する

ため各種の軽減策を実行する。 

5）ドイツの国益ためだけでなく EUのための最重要

な施策を遂行する。 

2．外交施策 

1）ロシアとの対話のルートは残す。 

2）今回ほどドイツおよび EU諸国が決意を新たにし

団結したのは珍しい。 

2つめの記事は Der Spiegel （1.12.2021）掲載の

「Die Mauerseglerin（東西ドイツの渡り鳥）」 

アメリカ人 Jane Helmchen が 1961年ドイツに英語

教師としてドイツに赴任し、ベルリンの壁崩壊後の

旧東西ドイツの間の人々の心の壁を描写している。 

1）旧西ドイツと旧東ドイツの経済成長率の差は、州

選挙だけでなく互いの非友好的な日常の言動に表れ

ている。 

2）ベルリンの壁は、東ドイツからの視点では人間は

すべて平等であるとのユートピア的な世界を守るた

め建設された。 

3）東ドイツの社会主義体制は、西ドイツの資本主義

体制に問題があったにも拘わらず崩壊した。 

ドイツ語の解釈をめぐり活発な議論があった。 

（森永 成一郎） 

 

ドイツ時事問題研究会 

5/21（土）15:00～17:00 

Studiengruppe "Deutschland aktuell"  

Datum: Sa., 21. 5. 22, 15.00-17.00 

当月のトピックスは、 

① 重兵器供与に乗り出さないショルツ首相にウク

ライナはもとより野党 CDU/CDSさらには党内

からも批判が高まっている状況 

② 2つの州議会選挙で CDUと緑の党が躍進、連邦

レベルとは異なる新たな黒（CDU/CDS）・緑

（緑の党）連携が定着するか注目されているこ

と 

③ ウクライナからの避難民に 6月から生活・医療

など社会保障、就業・就学を含む当面 3年まで

の保護措置、将来的には滞在権の供与などの扱

いが決定されたこと 

④ ロシアのガス禁輸を想定した配給体制が固めら

れていること 

⑤ デンマークを中心とする北海沿岸 4カ国などが

洋上風力発電の大幅拡充（2030年までに現在の

4倍の 60ギガワット）で合意したこと 

などをとりあげ、各種の観点から質疑応答を行っ

た。 

テーマの部ではまず「民意の汲み上げ方」につい

て、日本と異なる選挙制度、政党制度、政治教育な

ど民主主義を達成するための仕組みを検討し、中核

となる「フォルク」の概念をめぐって意見交換し

た。もう一つのテーマ「数字でみる世界の中のドイ

ツと日本」では自動車生産・販売台数、天然ガスの

輸入相手国、失業率、賃金などの比較を行った。 

（伊﨑 捷治） 

 

シュプラッハトレッフ（日独言語交換会） 

5/21（土）19:00～20:30 

Sprachtreff 

Datum: Sa., 21. 5.22, 19.00-20.30 

日独合わせて 38名（モデレータースタッフ含む）

にご参加いただきました。日本からの参加者には、

日独協会のドイツ語講座の生徒さんもいますが、ま

だ数が少ないので、ぜひ学んだ知識の実践の場とし

て活用していただければと思います。ドイツ語のネ

イティブスピーカーとの会話練習ということで初回

は緊張して参加される方も多いようですが、同じよ

うに言語学習を楽しんでいる日独の方々と交流する

うちに肩の力も抜け、大いに刺激を受けられるよう

です。 

この言語交換会は小さなグループに分かれて行

い、初級のグループではモデレーターが話題を振っ

たり、皆さんの会話のお手伝いをしています。モデ

レーターは日独合わせて 8名くらいいますが、ほと

んどがボランティアスタッフで、非常に助かってい

ます。大勢の人々をグループ分けして行うイベント

のため、様々なハプニングもつきものですが、イベ

ント担当者の研修生マリアさんと協会スタッフ芦野

さんが協力しあって対処しています。 

イベント後には毎回参加者にアンケートをとって

ご意見をいただいています。今回もレベル分けに関

するご提案や、言語交換時間に関してのご意見等を

いただきましたので、改善できる部分は取り入れて

いきたいと考えています。  

 

 

協会活動                                                         5月の活動報告 



令和４年度第 1回理事会 

5/24（Di.）11:00～12:20 

Vorstandssitzung  

Datum: Di., 24. 5. 22, 11.00-12.20 

場所：富士フイルムホールディングス株式会社 

12階第 2会議室より配信（オンライン会議） 
 
中根副会長が議長として理事会開会を宣言し、会議

を開始。 

≪報告事項≫ 

報告事項：代表理事・会長の辞任 

古森会長から辞任届が出されていることを報告。 

古森会長より辞任挨拶。事務局より花束贈呈。 
 
≪決議事項≫ 

決議事項 1：代表理事・会長の選定（案） 

古森会長が辞任するにあたり、東原理事を代表理

事・会長に推薦された旨報告。 

東原理事は、代表理事・会長の就任を承諾。 
 
決議事項 2：令和 3年度事業報告・決算（案）の承

認。（令和 3年度事業報告（案）と決算（案）は会

報誌 Die Brücke 8月号に掲載予定） 
 
決議事項 3：令和 4年度第 1回評議員会・評議員会

のご案内(案) 
 
決議事項 4：評議員補者再任・新任(案) 

（敬称略・順不同） 

再任評議員候補者は、森弘子、大島陽一、葛西敬

之、三村明夫、磯田昇、真木正昭、坂口尚史、北村

馨、大越忠光、岡田裕、大倉喜彦、平松龍文。新任

評議員候補者は藤田明、杉江真理子、安永隆則。退

任評議員は中川巌、丹治誠。 
 

決議事項 5：理事候補者再任と新任(案) 

再任理事候補者は、賀久哲郎、三坂弥生、ゲオル

ク・ケイ・ロエル、恵谷英雄、柚岡一明。新任理事

候補者として、古森会長が後藤禎一を推薦。 
 
決議事項 6：監事候補者再任(案)  

再任監事候補者は、大久保明、松田邦夫。 
 
決議事項 2、4、5、6は、今回の理事会で承認後、6

月開催予定の評議員会で決議事項案として上程。 
 
決議事項 7：代表理事と業務執行理事の選定（案） 

代表理事が東原敏昭、業務執行理事が中根猛、恵谷

英雄、柚岡一明。 
 
決議事項 8：会長、副会長、常務理事の選定（案） 

会長は東原敏昭、副会長が中根猛、恵谷英雄、常務

理事が柚岡一明。 
 
決議事項 9：会長と業務執行理事の職務権限(案) 
 
決議事項 10：各委員会の構成（案）  
 

決議事項 7、8、9、10については、今回の理事会で

承認後、6月開催の評議員会で承認された後に開催

する予定の書面理事会で決議する旨説明。 

決議事項 11：定款の誤記訂正（案） 

誤：第 13章役員及び理事会 正：第 14章役員及び

理事会 

上記全ての決議事項は全員一致で承認されて終了。 

（注）６月の書面評議員会にて、新たに退任評議員

として三村明夫、新任評議員に出原悠が議題に加わ

りました。 

評議員の葛西敬之氏は 5月 25日に永眠されまし

た。心よりご冥福をお祈りいたします。 

（柚岡 一明） 

Glück auf 皆さん！ 

～マリアの故郷 Recklinghausenを紹介します～ 

5/27（金）19:15～21:00 

Glück auf, zusammen! - Maria stellt ihre 

Heimatstadt Recklinghausen vor - 

Datum: Fr., 27. 5.22, 19.15-21.00 

研修生マリアさんの故郷レックリングハウゼンの

名所や常連のお店、美味しい食べ物や文化について

教えていただきました。マリアさん行きつけのギリ

シャ料理屋さんのフレンチフライとカレーソーセー

ジ、お友達のお母さんが営んでいる素敵なカフェの

朝食メニュー、いつも買うお花屋さん、大好きな博

物館など、街の名所を地図とたくさんの写真や動画

を見せながら紹介してくれたので、マリアさんと一

緒に街を散策しているような気持ちになりました。 

 かつて炭鉱業で栄えた街には今もその影響が色濃

く残っているのが印象的でした。「Kumpel」や

「Glück auf!」といった炭鉱の街ならではの言葉が

今でも残り、炭鉱施設が現在はカフェやホールなど

として使われているのも興味深かったです。かぎた

ばこは、火気厳禁の炭坑内でもたしなめるものとし

て人気だったそうです。マリアさんによると、カレ

ーソーセージの発祥はベルリンでなくルール地方だ

とか。真相はいかに？ 

 観光地としてはなかなか取り上げられることのな

いルール地方ですが、見どころがたくさんあるとわ

かりました。 



会員懇談会サロン  

「ドイツの大学 -昔と今-」 

5/30（月）19:00～21:00 

Mitgliederstammtisch 

„Deutsche Universitäten: früher und heute“ 
Datum: Mo., 30. 5. 22, 19.00-21.00 

今回は東北大学卒業後に国会図書館に勤務され、 

1989年に在外研究員としてドイツ国際教育研究所に

勤務された木戸裕氏に講演をお願いしました。ヨー

ロッパには中世から創設された大学が多く、イタリ

アのボローニャ大学は 1088年頃、英国のオックス

フォード大学は 1167年、ケンブリッジ大学は 1209

年、ウィーン大学はルドルフ 4世により 1365年、

ドイツのハイデルベルク大学は 1386年に設立され

たそうです。校内には学生牢が併設されていて、学

生が何か問題を起こすとこの牢に入れられました

（牢は 1778年から 1914年まで存在しました）。ま

た、これらの大学では、神学､法学、医学、学芸（後

に哲学）は全てラテン語で学ばれていました。従

い、先ずラテン語を学んで大学に入学したのです。

ドイツの大学と学校との違いは、 

 学校：既成の知識を学ぶ 

 大学：学問を未解決の問題として取り扱い、その

為に常に研究を続ける 

という点でした。また、下記のような点にも言及さ

れました。 

・ヨハンゴットリープ・フィヒテ（1762～1814）の

大学論：「学問を学ぶのは、学んだことをそのまま言

えるようにしておく為でなく、学んだことを人生の

来るべき場合に備えておく事」 

・ドイツの大学と日本の大学入学制度の比較： 

（独）入学試験なし。代わりにアビトゥ―ア試験に

合格して大学入学資格を取得。 

（日）各大学が入学試験を実施、成績を見て入学許

可。 

（金谷誠一郎） 

ドイツ関連の催物  

(Veranstaltungen mit Deutschlandbezug)  
 
影山香苗 2022 ピアノリサイタル 

－伊藤宏恵さんを迎えて－ 

ピアニスト影山香苗さん（日独協会会員）のコンサー

トが開催されます。 

プログラム：ショパン（３つめの新練習曲） 

      シューマン（女の愛と生涯 Op.42）など 

日程：2022年 8月 8日(月） 18:30開演 

会場：ルーテル市ヶ谷ホール 

主催：ピタゴラス音楽出版 

090-2909-0763 / mozart250@ab.cyberhome.ne.jp 

後援：（公財）日独協会 

 

美術展： 

ゲルハルト・リヒター展 

ドイツを代表するアーティスト、リヒターの大規模

個展。ホロコーストを題材に作られた作品『ビルケナ

ウ』が日本で初公開されます。 

会期：2022年 6月 7日(火)〜2022年 10月 2日(日) 

会場：東京国立近代美術館 

（東京都千代田区北の丸公園 3-1） 

問合せ：050-5541-8600（ハローダイヤル） 

 

ルートヴィヒ美術館展 20世紀美術の軌跡 

－市民が創った珠玉のコレクション 

ケルン市が運営する、20 世紀から現代までに特化し

た世界有数の美術館から 152点が公開されます。 

日程：2022年 6月 29日(水）～9月 26日(月） 

会場：国立新美術館 企画展示室 2E 

   （東京都港区六本木 7-22-2） 

問合せ：050-5541-8600（ハローダイヤル） 

 

その他： 

ハンブルク・ドイツ劇場専属俳優 原サチコ氏による

ドイツ演劇レクチャー／ワークショップ 

ワークショップでは、ハンブルク・ドイツ劇場で上演

中の大ヒット作品「リチャード 3 世」のテキストを

使用。上演映像の一部を見たり発声ワークショップ

を行う他に、ドイツ演劇の特徴、最近の動向について

もお話いただきます。 

日時：2022年 7月 12日(火） 13:30～16:30 

会場：対面での開催。申込された方に会場のご案内が

あります。 

※要事前申込（定員あり） 

お申込：

https://eipro.jp/sophia/events/view/EU20220712 

主催：上智大学ヨーロッパ研究所 03-3238-3902 

 
 

I n f o r m a t i o n e n   



 

（公財）日独協会が開催する催物のご案内です。会員以外のご参加も歓迎ですので、お気軽にご参加下さい。 

申込方法は次の通りです。 

①  E-Mail、オンラインフォームもしくは FAXにて、会員の方は会員番号（ブリュッケ送付の封筒に記載されて
います）を、会員以外の方は氏名と連絡先（電話・メールアドレス）を記載の上、ご送付下さい。（E-Mail
の場合は件名に必ず「●●●●（催し物名）の申込」とお書きください。） 

※頂いた個人情報は、当協会のイベント開催以外に利用することはありません。 

② 会場を明記していない催物はミーティングシステム ZOOMを使ったオンライン開催となります。 

③ 特に記載のないものは事前申込制・先着順の受付となります。 

日独協会の概要及び催物最新情報はホームページでもご覧頂けます。 ☛ http://www.jdg.or.jp   

E-mail：jdg@jdg.or.jp  Tel. : 03-5368-2326（受付時間 月～金 14:00～17:00） Fax. : 03-5368-2065 

  

◇夕涼み散歩 ～天空の庭へ～◇   

日時：2022年 7月 8日（金）18:00～（約 2時間） 

集合：中目黒駅南口改札を出て、改札を背にして左側「東口 2」の出口付近で集合し、18:00に出発します。 

スタッフが小さなドイツ国旗を持っています。（集合場所詳細はウェブサイトに写真付きで掲載予定） 

ルート：中目黒駅～目黒川沿い～目黒天空公園 （歩行距離は 3～4 キロとなります。天空公園で解散します。
公園の最寄り駅は東急東横線の池尻大橋駅ですが、中目黒や渋谷にも歩ける距離です） 

会費：無料。集合場所までの交通費は自己負担でお願いします。 

※ 申込不要  

※ 雨天、悪天候、異常気象の場合は中止。中止の場合は協会のウェブサイトに当日午後 3時までに記載します。 

※ 熱中症対策、蚊よけ対策などは各自でお願いします。 
 

夕暮れ時からお散歩スタート。両側に粋なお店が並ぶ目黒川沿いを北上します。最後に、都会に浮かぶ「天空

公園」に上がり、夕闇に沈みゆく東京の夜景を楽しむ予定です。お申込み不要です。集合時間に集まった後、散

歩スタート。途中で抜けるのも自由です。歩きやすい靴を履いてきてください。歩きながら密になる際にはマ

スク着用をお願いします。観光案内などは一切なく、ただ一緒に散歩するだけの会です。 

 

◇ドイツ時事問題研究会◇                                  世話人：伊崎捷治 理事、新井修三 氏 

日時：2022年 7月 16日（土）15:00～17:00 申込期限：7月 14日（木）18:00  会費：無料 

テーマ：毎回参加者の提案をもとに次回のテーマ（複数可）を決定  定員：20名 

申込：事前にメールで参加申し込みをいただいた方に世話人から「招待」メールをお送りします。 
 

参加者がドイツの政治、経済、社会などの分野で関心を抱いた事柄や テーマを持ち寄り、相互の情報交換

やディスカッションを通じて経緯や背景を探り、日本との比較も踏まえながら、ドイツの現状や動向について

理解を深めます。 これまでに難民問題、エネルギー問題、日独の生産性の違いなどについて討論しましたが、
これからもコロナ危機の克服、経済再活性化、ドイツが EUの強化や持続可能な発展などに果たす役割など、ホ
ットなトピックスを採りあげていきます。 

◎ 本イベントは世話人の伊崎捷治氏に直接お問合せ、お申込下さい。  

Tel.：080-1137-5111 E-mail：isakis(a)snow.ocn.ne.jp ※ (a)は＠に書き換えてください。 

 

◇独逸塾：「ドイツのニュースを楽しむ会」◇                  世話役：森永成一郎 氏 

日時：2022年 7月 18日（月）19:00～21:00 （18:30からオンライン上で開場） 申込期限：7月 15日（金） 
会費：無料 
 

ドイツのニュースを取り上げ、読むだけでなく、背景となるドイツ事情を学ぶ独逸塾。ドイツ語初級文法を

一通り終えた方向けで（新聞記事には間接話法が多用されるため、接続法も習得されているとなお良いでしょ

う）、「お試し参加」、聴講のみも可能です。新しく参加希望の方は、協会（ jdg@jdg.or.jp ）から世話人配布の
資料をメールで送ってもらってください。  

 

◇会員懇談会サロン◇                    世話役：金谷誠一郎 理事、佐藤勝彦 理事 

講演タイトル：1960年前後のドイツの状況とアルト歌手ゲルトルーデ・ピッツインガーの人と音楽について   

講師：伊藤光昌氏                             

〒160-0016東京都新宿区信濃町 18 マヤ信濃町２番館  
電話 03-5368-2258（イベント）03-5368-2326（代表） FAX 03-5368-2065  
Website : http://www.jdg.or.jp E-Mail : jdg@jdg.or.jp 

公益財団法人日独協会 

Japanisch-Deutsche Gesellschaft 



日時：2022年 7月 27日（水）19:00～20:30  会費：無料  定員：50名 

申込方法：お名前、（公財）日独協会の会員番号、メールアドレス、電話番号を記入の上、金谷誠一郎理事まで

メールでお申込みください。  

金谷理事メールアドレス：skanaya(a)a2.rimnet.ne.jp ※ (a)は＠に書き換えてください。 

申込いただいた方に、招待メールをお送りします。 

 

◇Sprachtreff◇                    担当：マリア・クラーセンさん、芦野淳子さん 

日時：2022年 7月 30日（土）日本時間 19:00～20:30 ドイツ時間 12:00～13:30  定員：30名程度 

会費：（公財）日独協会会員：無料 ／ 一般：2,000円 

申込み：協会ウェブサイトのオンラインフォームからお申込みください。 
 

Sprachtreff はオンラインで開催している語学交換会です。レベルごとに少人数のグループに分かれておしゃ
べりをします。会話時間は日本語とドイツ語 30 分ずつですので、両言語平等に話すことができます。（上級は
テーマと言語の時間指定はありません）。また、B2レベルまでのグループにはコーディネーターが付くので、ト
ークに行き詰って場がしらけてしまうという心配もありません。どうぞお気軽にご参加ください。 

参加条件：ある程度ドイツ語で会話ができる方（目安：A1.2以上） 

 

Wir laden Sie ganz herzlich zu unseren kommenden Veranstaltungen ein und bitten Sie, sich wie folgt anzumelden:  

1. Bei einer Anmeldung per Fax (03-5368-2065), E-Mail ( jdg@jdg.or.jp) oder Online-Formular geben Sie bitte Ihren Vor- 
und Nachnamen, Telefonnummer und ggf. E-Mail-Adresse an. (Schreiben Sie bitte bei einer E-Mail in die Betreffzeile 
„Anmeldung für XXX“) 

3. Wenn kein Veranstaltungsort erwähnt ist, findet die Veranstaltung online statt.  

Falls Sie nach der Anmeldung nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, bitten wir Sie, die JDG möglichst frühzeitig 
darüber zu informieren, da ansonsten eventuelle Stornokosten anfallen. 
Informationen zu den aktuellen Aktivitäten der JDG finden Sie jederzeit auf unserer Internetseite (http://www.jdg.or.jp). 
E-Mail: jdg@jdg.or.jp  Tel.: 03-5368-2326（Mo.-Fr. 14.00～17.00 Uhr） Fax.: 03-5368-2065 

 

Abendspaziergang zum Garten des Himmels “Tenkuu Kooen“ 

Datum: Freitag, 8. Juli 2022, 18.00-20.00 Uhr  

Treffpunkt: Wir treffen uns am Ausgang „Higashi-guchi 2 – Ostausgang 2“ des Bahnhofs Nakameguro ein paar Meter auf der 
linken Seite der Fahrkartenkontrolle. Unsere Mitarbeiter können Sie daran erkennen, dass sie eine kleine Deutschlandfahne 
hochhalten. (Einzelheiten zum Treffpunkt werden mit Fotos auf unserer Website veröffentlicht.) 
Route: Wir starten am Ausgang „Higashi-guchi 2 – Ostausgang 2“ des Nakameguro Bahnhofs und spazieren entlang des 
Meguro-Flusses zum Tenkuu Kooen (ca. 3-4 Kilometer). Dort lösen wir uns auf. Der Bahnhof Ikejirioohashi (Tookyuu Tooyoko-
Linie) ist dem Tenkuu Kooen am nächsten gelegen, aber die Bahnhöfe Nakameguro und Shibuya befinden sich ebenfalls in 
Laufreichweite. 
※ Kostenlos. Die Kosten für den Transport zum Treffpunkt sind selbst zu tragen. 
※ Keine Anmeldung erforderlich. 
※  Achten Sie bitte darauf, Vorkehrungen gegen Hitzschläge zu treffen. Auch Insektenspray gegen Mücken ist  

empfehlenswert. 
※ Bei Regen oder schlechtem Wetter wird die Veranstaltung abgesagt. Wenn die Veranstaltung abgesagt wird, wird dies bis 

15 Uhr des Veranstaltungstages auf der Website der JDG bekannt gegeben. 
 

Pünktlich zur Abenddämmerung beginnen wir unseren Spaziergang. Entlang des Meguro-Flusses an dessen Seiten sich nn 
Läden aneinanderreihen, wandern wir in Richtung Norden. Zuletzt gelangen wir zum „Garten des Himmels“ Tenkuu Koen, der 
inmitten der Großstadt erscheint. Dort genießen wir den Anblick der Tokyoter Skyline, die langsam eins mit der Nacht wird.   

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Spaziergang beginnt kurze Zeit nach der Versammlung am Bahnhof. Es steht Ihnen 
jederzeit frei, früher zu gehen. Achten Sie bitte auf bequemes Schuhwerk und auf das Tragen einer Maske, wenn Sie sich eng 
bei anderen Personen befinden. Eine touristische Führung erfolgt nicht. Wir werden lediglich miteinander spazieren gehen. 
 

Sprachtreff 
Datum:  Samstag, 30. Juli 2022, 12.00-13.30 Uhr deutscher Zeit (19.00-20.30 Uhr japanischer Zeit) 
Beitrag:  Deutschsprachige Teilnehmer・Mitglieder der JDG Tokyo: kostenlos 

           Alle anderen: 2,000Yen  

Anmeldung: Über das Online-Formular auf unserer Website 

Der Sprachtreff schafft eine einmalige Plattform für sprachinteressierte Leute jeden Alters, die Deutsch bzw. Japanisch lernen 
und sich über unterschiedliche Themen unterhalten möchten. Es werden maximal 30TN zugelassen, um die Gruppen klein zu 
halten. Wir bitten darum, sich zum Sprachtreff anzumelden, wenn ihr bereits in der Lage seid, euch aktiv an Gesprächen zu 
beteiligen, also etwa die Stufe A1.2 erreicht habt.  

Die Oberstufe ist im Allgemeinen frei bei Themenauswahl und Sprachwahl. Die Gruppen bis B1 Niveau werden von unserem 
Moderatorenteam mit interessanten Themen und sprachlicher Hilfe unterstützt. 
Die Japanisch-Deutsche Gesellschaft freut sich auf eure Teilnahme!  



ドイツ語
夏期講習会
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（公財）⽇独協会主催 第70回



 大学での専攻や趣味、もしくは何らかの理由でドイツ語学習を始め、継

続されている方は大勢います。しかし、ドイツ語をビジネスキャリアに活

かす道はなかなか探しづらいと考えられています。  

本セミナーの講師、樋上雅之さんは大学卒業後、日本でお仕事をしなが

ら大学時に学んだドイツ語学習を本格的に再開し、その語学スキルを使っ

てドイツ語圏での就職を実現、オーストリアやドイツでキャリアを積まれ

ました。今回は、ご自身の経験を踏まえながらキャリア形成の様々な事例

や、ドイツ語スキルの磨き方、キャリアアップへのつなげ方などについて

具体的にお話しいただく予定です。 

 

日時： 2022年 8月 6日（土）17:00～19:00（開場は 1６:45）※ 質疑応答含む 

会場： （公財）日独協会セミナールーム（東京都新宿区信濃町 18 マヤ信濃町 2番館） 

講師： 樋上雅之さん 

＜プロフィール＞ 大学でドイツ語を第二外国語として学習。卒業後、海運会社で外航船舶の運航

に携わった後、外資系損保に転職する一方で、30歳頃よりドイツ語学習を再開、日独協会でのイベ

ント参加を中心にドイツ語のスキルアップを図る。40 歳でオーストリアの現地保険ブローカーに

就職、ドイツの保険ブローカーと併せ合計 7年間、ドイツ語圏でのキャリアを築く。帰国後は保険

会社にて国際業務に携わる。日独協会加入歴は約 30年。 

「皆さまの夢の実現のために少しでもお力添えができれば、と考えています。」 
 

会費：無料  

定員：30名（要事前申込・満席になり次第受付を終了いたします） 

申込：指定オンラインフォーム（下記リンクもしくは右記の QRコードからアクセスく

ださい。）からお申込みください。受付された方には事務局から登録確定のご連絡をメー

ルでお送りします。 

申込オンラインフォーム：https://forms.gle/Kyz7HU48NfsyQAK18 
 

（公財）日独協会主催セミナー 

予定している内容： 

・ドイツ語スキルを使ったキャリアパスの考え方 ・現地企業それとも日系企業？ 

・ドイツ語それとも英語    ・ドイツ語スキルの磨き方 

・コネクションや採用情報へのアクセス法  ・日独協会のドイツ語講座やイベント紹介 

※ 内容は若干変更や追加になる可能性があります。 

公益財団法人 日独協会 
Japanisch-Deutsche Gesellschaft 
東京都新宿区信濃町 18番地マヤ信濃町 2番館 

Tel.：03-5368-2326 (平日午後 2時～5時) E-Mail：jdg@jdg.or.jp 

URL: http://www.jdg.or.jp 

https://forms.gle/Kyz7HU48NfsyQAK18

