
架け橋

Japanisch-Deutsche Gesellschaft

日独協会機関誌

「Die Brücke架け橋」第722号 令和 4年 2月 1日発行（隔月刊）公益財団法人日独協会

22022



目　次 ページ／ Seite INHALT

新年のご挨拶 クレーメンス・フォン・ゲッツェ 1 Grußwort zum Neujahr Dr. Clemens von Goetze

協会からのご挨拶 協会事務局
レポート「第 8回ぶらドイツ」 久保 健 ２ Gruß der JDG JDG-Team

Bericht „Buradoitsu (8)“ Ken Kubo

レポート「ブルーノ・タウトの軌跡」展 柚岡 一明
ドイツ経済の動き 伊崎 捷治 ３ Bericht „Die Spur von Bruno Taut“ Kazuaki Yuoka

Tendenz der deutschen Wirtschaft Shoji Isaki

シリーズ：ドイツに生きる － ドイツで活躍する日本人（5） 

 オプハイ - 斎藤 陽子さん
4

Reihe: In Deutschland leben - Die Japaner, die zu den japanisch-
deutschen Beziehungen beitragen (5)
 Frau Yoko Saito Ophei

日独協会のあゆみ　第 3回 1991-2005 6 Chronik der Japanisch-Deutschen Gesellschaft, Teil 3 1991-2005

シリーズ：ドイツの鉄道 特別編「甲武鉄道社長三浦泰輔とド
イツ」（下） 久保 健 7

Serie: Die deutschen Bahnen und Züge, Sonderausgabe: "Taisu-
ke Miura, Präsident von Koubu-Bahn und Deutschland" (2)
 Ken Kubo

ベルリナー・ルフト「ベルリンの蚤の市」
キルステン・ホーアイゼル ８ Berliner Luft „Berliner Flohmärkte“

Kirsten Hoheisel

私とドイツ 松田 邦夫 ９ Deutschland und ich Kunio Matsuda

文化の玉手箱：映画紹介『痕跡 NSU ナチ・アンダーグラウン
ドの犠牲者』 柴澤 優 10 Kulturkiste: Eine Filmvorstellung „Spuren - Die Opfer des NSU“

 Yu Shibasawa

2021 年ドイツ流行語大賞
 小野 竜史 11 Wörter des Jahres 2021

 Tatsuhito Ono

日独Mangaコンクール 2021 優勝作品 12 Japanisch-Deutscher Manga-Wettbewerb 2021 - der Gewinnerbeitrag

協会活動 14 JDG-Aktivitäten

研修生コラム マリア・クラーセン 15 Kolumne der Praktikantin Maria Claßen

協会からのお知らせ / ドイツ関連情報 17 Mitteilungen / Informationen

表紙の言葉

「ドイツフェア」

11月末、東京駅近辺で行われていた「ドイツフェア」
に行ってきました。ベルリンと縁の深い、赤煉瓦高架
橋下のいくつかの施設が会場となっています。新橋駅
に特設されたアンペルマンショップを覗き、有楽町まで
歩いていくと、高架橋下の商業施設「Okuroji」の店の
多くが、ドイツや赤煉瓦にちなんだ商品やメニューを提
供していました。長い歴史を持つ高架下がリノベーショ
ンを経てモダンなスペースに生まれ変わり、おしゃれな
お店が軒を連ねている中を散歩するだけでもワクワク
します。一休みしたベンチの背後では、ベルリンの鉄
道についてのパネルが展示されていました。
今回の「ドイツフェア」は、日独協会が昨年 4月

にベルリンと東京の赤煉瓦高架橋の類似について投
稿した Tweetから着想を得たそうです。 9 月に主催
企業のご担当者が協会を訪問し協力を要請、それを
うけて協会では、ドイツ関連団体との橋渡し、パン
フレットへの寄稿、鉄道史に詳しい会員の久保健さ
んのご紹介など、できる限りの協力を行いました。
秋葉原の会場「mAAch ecute」には、久保さん作成の
詳細な「日独関係史」のパネルや、協会の法人会員
である日本玩具文化財団さまのご協力によって実現
した、シュタイフ社のぬいぐるみで作られた大きな
ジオラマも見ることができました。赤煉瓦沿いを散
歩しながらドイツ文化に触れ、疲れたら高架下の店
でドイツビールを飲みながら一息つくこともできる、
この「ドイツフェア」は今年も開催予定だそうです。

菊池 菜穂子

Zum Titelbild
„Deutschland Messe“

Ende November haben meine Kollegin und ich die „Deutschland Messe“ besucht, die 
in der Umgebung des Tokyoer Bahnhofs stattfand. Einige Einrichtungen unter dem 
roten Backsteinviadukt, das eine enge Verbindung zu Berlin hat, wurden als Veran-
staltungsort genutzt. Nachdem wir im Shinbashi Bahnhof den eigens eingerichteten 
Ampelmännchen-Shop angesehen haben, sind wir nach Yurakucho gelaufen und ha-
ben mit einigem Erstaunen festgestellt, dass viele der Geschäfte im „Okuroji“, dem 
Geschäftskomplex unter dem Viadukt, Produkte und Menüs angeboten haben, die Be-
zug zu Deutschland oder dem roten Backstein hatten. Das Viadukt, das eine lange Ge-
schichte hat, wurde vor ein paar Jahren renoviert und in einen modernen Raum umge-
wandelt. Es war allein schon aufregend, durch die vielen schicken Geschäfte zu 
schlendern. Hinter den Bänken, auf denen wir eine kurze Pause gemacht haben, hat 
sich eine Foto-Ausstellung über die Berliner Eisenbahn befunden.
Die Idee für die diesmalige "Deutschland-Messe" entstand wohl durch einen Tweet 
der Japanisch-Deutschen Gesellschaft im April letzten Jahres, in dem über die Ähn-
lichkeit der roten Backsteinviadukte in Berlin und Tokio berichtet worden ist. Im Sep-
tember haben uns die Veranstalter der „Deutschland-Messe“ in unserem Büro in der 
JDG besucht und uns um Hilfe gebeten. Wir haben sie mit vielerlei deutschen Organi-
sationen und auch mit Herrn Kubo, einem Mitglied der JDG, das sich ausgezeichnet 
mit Eisenbahngeschichte auskennt, bekannt gemacht, und ferner an der Gestaltung der 
Brochüre mitgewirkt.
Im "mAAch ecute" in Akihabara sind eine von Herrn Kubo ausführlich gestaltete 
chronologische Tafel zur "Geschichte der japanisch-deutschen Beziehung" sowie ein 
großes Diorama aus ausgestopften Steiff-Figuren zu sehen, das dank der Zusammen-
arbeit mit der Japan Toy Culture Foundation, einem Firmenmitglied der JDG, ermög-
licht wurde. Auch in diesem Jahr fi ndet die "Deutschland-Messe" wieder statt, bei der 
die Besucher durch die roten Backsteinstraßen schlendern, die deutsche Kultur genie-
ßen und, wenn sie müde sind, in einem der Lokale unter den Hochbahngleisen eine 
Pause mit einem deutschen Bier einlegen können.

Nahoko Kikuchi
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Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2021 wird vielen von uns als ein Jahr mit enormen Herausforde-
rungen in Erinnerung bleiben, die uns die weltweite Ausbreitung des neu-
artigen Corona-Virus auferlegt hat und der von ihr ausgehenden Bedro-
hung wir uns auch heute nach wie vor gegenüber sehen.

Die Einschränkungen des öffentlichen und sozialen Lebens haben wir 
überall gespürt. In Deutschland war die Schulpfl icht bisweilen faktisch 
ausgesetzt, Urlaube mussten abgesagt, Hochzeiten verschoben werden, 
und ganze Wirtschaftszweige konnten ihren Geschäften nicht mehr nach-
gehen. Es kam zu neuen Formen des Arbeitens und der Kommunikation. 
Die verpfl ichtende Möglichkeit zum Arbeiten im Homeoffi ce ist dabei nur 
ein Beispiel. 

Auch im Kontext des kulturellen Austauschs zwischen Deutschland und 
Japan waren die Auswirkungen der Pandemie nicht zu übersehen. Zahl-
reiche Veranstaltungen, die das 160-jährige Jubiläum der deutsch-japani-
schen Freundschaft hätten prägen sollen, konnten nicht wie geplant 
durchgeführt werden. Das große Deutschlandfest in Yokohama fi el ebenso 
den notwendigen Beschränkungen zum Opfer wie auch die Japantourneen 
renommierter deutscher Orchester, unter anderem der Berliner Philharmo-
niker, die sich für Herbst 2021 angekündigt hatten.

Um dem Jubiläum dennoch gebührend Rechnung zu tragen, haben viele 
von uns improvisiert und umdisponiert. Nicht nur der Deutsch-Japanische 
Sportjugendsimultanaustausch wurde kurzerhand virtuell ausgetragen. 
Ebenso fanden mit dem Streetdance-Wettbewerb „Mission 160“ oder dem 
Autorinnen-Gespräch „Grenzgängerinnen zwischen Deutschland und Ja-
pan“ mit Yoko Tawada und Mai Ishizawa verschiedene Projekte der Bot-
schaft nun im rein digitalen Format statt. 

Die im Zuge der Corona-Krise beschleunigte Digitalisierung eröffnete uns 
dabei neue Wege, die es als Lernerfahrung mitzunehmen gilt, wenn wir 
eines Tages wieder in den „Normalzustand“ zurückkehren. Ein rein digi-
taler Austausch aber, und auch dessen sollten wir uns bewusst sein, ist 
kein Ersatz für das persönliche Kennenlernen und die interkulturellen Er-
fahrungen, die bei einer Präsenzveranstaltung gemacht werden können. 

Wie sehr wir von dem gegenseitigen direkten Kontakt profitieren und 
auch zehren, davon konnte ich mir persönlich ein Bild machen, als es mir 
vergangenen November und Dezember aufgrund niedriger Inzidenzen 
möglich war, einige der Japanisch-Deutschen Gesellschaften zu besuchen. 

Die Pfl ege der deutsch-japanischen Freundschaft steht auch 2022 vor den 
Herausforderungen, die uns das vergangene Jahr über begleitet haben. 
Nicht zuletzt dank des großen Engagements der Japanisch-Deutschen 
Gesellschaften, den kulturellen Austausch auch in diesen schwierigen Zei-
ten lebendig zu halten, bin ich überzeugt, dass wir die Verbundenheit 
zwischen unseren Ländern noch weiter vertiefen werden. 

Ich freue mich daher darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und wün-
sche Ihnen einen guten Start in das neue Jahr 2022, verbunden mit der 
Hoffnung, dass die so wichtigen persönlichen Begegnungen bald wieder 
möglich sein werden!

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Clemens von Goetze

Botschafter der Bundesrepublik Deutschland

読者の皆様

2021年は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が大き
な困難をもたらした年として、多くの人々の記憶に残るでしょう。
そして私たちは依然として感染症の脅威にさらされています。
コロナ禍で日常や社会生活があらゆる側面で制限されて

きました。ドイツでは、学校が一時事実上の臨時休校となり、
休暇の中止や結婚式の延期、また業種によっては活動の休止
を余儀なくされたところもありました。更には新たな働き方
やコミュニケーションツールが生まれました。従業員の在宅
勤務を許可することを義務付ける措置も、その一例です。
またパンデミックの影響は日本とドイツの文化交流にも及

び、日独交流160周年を彩るはずだった多くの行事は予定通
りの開催が叶いませんでした。様々な制限措置が適用されるな
か、横浜で行われるはずだったドイツ・フェスティバルは中止
となり、2021年秋に日本公演を予定していたベルリン・フィ
ルハーモニー管弦楽団を始めとする名だたるドイツの交響楽団
も相次いで来日を断念しました。
しかしそういった中でも、なんとかこの記念すべき節目の年

を盛大に祝おうと多くの人が試行錯誤を重ね、対応を図りま
した。日独スポーツ少年団同時交流は急遽リモートで行われ、
その他ストリートダンス・バトル「ミッション160」や多和

田葉子氏と石沢麻依氏による作家対談など、当館主催のイベ
ントも完全にオンライン形式に切り替えて開催されました。
コロナ禍で加速したデジタル化は、私たちに新たな方向性

を示すものであり、今後日常を取り戻していく上で、そこで
得られた学びを生かしていくことが重要になってくるでしょ
う。しかし、オンラインだけによる交流は対面でのやりとり
やリアルイベントでの多文化交流の代わりにはなりません。
私自身、人と人が直接つながりを持つことがいかに大事な

ことであるかを、感染拡大が一旦収まった昨年の11月から
12 月にかけて複数の日独協会を訪問させていただいた際
に、身をもって感じることができました。
そして 2022 年の今年もまた、昨年に続き私たちは日独

の友好関係を維持していく上で、課題に直面しています。日
独協会の皆様の多大なるご尽力により、このような困難な状
況でも活発な文化交流が行われてきたからこそ、両国の絆は
今後一層深まっていくものと確信しております。
2022年が皆様にとって良い年になりますよう、そして交流

に欠かせない対面での出会いが近いうちに可能となることを切
に願っております。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

ドイツ連邦共和国大使
クレーメンス・フォン・ゲッツェ

新年のご挨拶
クレーメンス・フォン・ゲッツェ
駐日ドイツ連邦共和国大使

Grußwort zum Neujahr
Dr. Clemens von Goetze

Botschafter der Bundesrepublik Deutschland
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　日本に関係したドイツ人の足跡をめぐる「ぶらドイツ」。8回目を迎えた今回は、日独交流160周年記念の特別編として、ドイツ大使
館のご後援をいただき、2021年 11月 28日に JR神田万世橋駅ビルで講演会、そして万世橋駅跡周辺のレンガ高架橋の散策を行いました。

■お手本はベルリン市街線
　1883（明治 16）年、東北への玄関口として上野駅が開業し、東海道本線の起点だっ
た新橋駅との接続が求められるようになります。ただその間には市街地が連なり、交
差する道路の交通量も多いことから、高架線の建設が不可避と判断され、1882（明治
15）年に世界初の都市内を横断する鉄道高架線として開通した、レンガ造りのアーチ
橋が連なるベルリン市街線をモデルとして計画が進められます。
　東京の高架線計画は、1886（明治 19）年、日本の外務省が、欧米を模した近代的建
築物を集めた「官庁集中計画」を進めるために招聘した、ドイツ人建築技師ヴィルヘ
ルム・ベックマン (Wilhelm Böckmann)の作成したマスタープランにより、初めて地図
上に示されます。そして建築に必要なレンガは、ドイツから招聘したレンガ技師ナス
チェンテス・チーゼ (Nascentes Ziese)の指導により、渋沢栄一らを発起人として、埼玉
県深谷に日本煉瓦製造会社が設立され、製造を開始します。

■フランツ・バルツァーと東京高架線
　官庁集中計画は頓挫しますが、東京高架線計画は継続され、ベルリン市街線の工事を
担当したドイツ人鉄道技師を招聘して計画が進められます。1898（明治 31）年に来日
したフランツ・バルツァー (Franz Balzer)は測定や高架線の設計を日本人技術者と共に行
い、1902（明治 35）年に工事が開始されます。翌 1903（明治 36）年にバルツァーは帰
国しますが、日本煉瓦製造会社製のレンガを使った建設は日本人技術者により続けられ、
1910（明治 43）年に新橋駅から東京駅完成まで仮に設置された呉服橋駅まで完成しま
した。その姿はベルリン市街線と似ていることで知られており、現在も JR山手線、京
浜東北線に使われ、広く親しまれているレンガ造りのアーチ式高架線こそ、日独交流の
象徴と言えるのではないでしょうか。
　講演後、万世橋から連なるレンガ造りの高架線を前に実地説明も行いました。この区間はバルツァーの設計と同時期に設計が進
められたことからベルリン市街線との共通点も多く、ご参加いただいた方も興味深くご覧いただくことができたと思います。
　最後になりますが、当日ご参加いただいた皆様とは素晴らしい時間を過ごすことができ、また久々の対面式であり、画面越しで
は感じられない熱気をいただきました。心から感謝申し上げます、ありがとうございました。

イベントレポート 　

第8回ぶらドイツ 日本の鉄道建設に貢献したドイツ人技術者たち～昔と今～の報告
 久保　健（鉄道史学会会員　日独協会会員）

筆者講演風景

同時期に開催されていた「ドイツフェア」会場に著者
作成のパネルが展示された

コロナ禍の活動、そして2022年に向けて
 日独協会事務局
　皆様、2022年をどのように始められたでしょうか？
　昨年もコロナ禍が続く中、協会では活動の中心をオンラインに据えてドイツ語講座やイベントを継続してまいりました。5月か
ら始まった「Hör mal zu ！（ちょっと聞いて！）」セミナーシリーズでは、日独在住の識者の方々を講師に、日独の歴史、コロナ
禍での生活と予防、ドイツでの漫画の受容といった様々な側面からお話を伺い交流する機会を設け、すでに5回を開催、毎回ご好
評いただいています。また、昨年2月に始まった「Sprachtreff 」（日独言語交換会）では、日独の言語学習者がオンライン上で集
い、小グループに分かれて互いの言語で交流。こちらも軌道に乗り、毎回参加を楽しみにしているファンも増えました。11月には、
感染者数が減少したため、人数制限を設けたうえで、ドイツの食文化紹介のイベント、日本にあるドイツゆかりの場所をめぐる「ぶ
らドイツ」などの対面イベントも開催することができました。
　ドイツ語講座は一部を対面で行っていますが、ほとんどのクラスをオンラインで続行。講師陣も授業用のソフトフェアを使いこ
なし、文字の打ち込み機能を活用して生徒の発言の訂正をすぐに文字でも行うなどオンラインならではの工夫を凝らし、授業がよ
り効果的になるように努めています。また、関東のみならず日本全国、はてはアジア諸国、ドイツからの参加があり、これはオン
ラインの利点であると受け止めています。
　日独交流160周年の記念事業としては「日独Manga コンクール2021」をベルリン独日協会と共催。作者の中にある「ドイツ」
への情熱を様々な形で表現した力作が集まりました。優勝者にはドイツへの渡航費用として 10万円の旅行券が贈られた他、入賞
者全員に協賛企業・団体より賞品が贈られました。11月にドイツ文化センター 1階にて日独の入賞作品の展示会が行われ、ドイ
ツと日本のアマチュア漫画家たちが持つ両国の多彩なイメージを表現した作品を、多くの方に観ていただくことができました。
　また、対面での交流が制限されるなか、協会ではSNS（Twitter、Facebook）での情報提供や交流を強化し、協会について広
く知っていただこうと努めています。そんな中、協会のTwitter での投稿がきっかけとなり、㈱JR東日本クロスステーションデ
ベロップメントカンパニーと㈱ジェイアール東日本都市開発の両社が主催した日独交流160周年記念事業「ドイツフェア2021」
が 11月 19日～ 11月 30日の間に東京駅周辺のいくつかの施設で開催されました。当協会はベルリン・東京の市街線「赤レンガ
アーチ高架橋」の歴史的絆をテーマとすることなどをご提案、関係者・団体との橋渡しやパンフレットへの寄稿などでご協力させ
ていただきました。また、「日独Manga コンクール」1位作品を会期中に有楽町駅に展示することができました。こちらのフェア
では商業的な面だけではなく、高架橋の背景にある日独交流の歴史について地元の方々をはじめ広く認知することにも一定の成果
を上げ、今年も更に発展させて開催されると聞いています。協会では今後も広域に情報を発信することにより、他団体との新たな
繋がりや新たな活動の創造につながっていくことを目指します。
　2022年に入り、現時点ではまだコロナ禍の収束の兆しは見えませんが、当協会では地道に活動を継続していく予定です。会員
の方々の更なる活動へのご支援ご協力、各種イベントへのご参加、会報誌へのご協力等、お待ちしております。
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生誕140周年記念事業「ブルーノ・タウトの軌跡展」（熱海 2021年 10月1日～10月4日）を観る
柚岡 一明（日独協会常務理事）

　昨年はドイツの建築家ブルーノ・タウト生誕 140 周年記念の年でした。
　言うまでもなくタウトはドイツが生んだ世界的建築家であり、「日本美の再発見者」とされていま
す。2008 年に世界遺産に登録された「ベルリンのモダニズム集合住宅群」は現存する 6ケ所の団地
／住宅街の総称で 1920 年～ 1930 年頃に建設され、その多くはワイマール共和国のころの建築物。
当時の低所得者層の生活環境の改善が背景にあったとされています。特に有名な馬蹄形の建物グロー
スジードルング・ブリッツアパートはタウトとマルティン・ヴァ－グナーの設計によるもの。
　タウトは1933年ナチの迫害から逃れるため日本に来日し3年半滞在しましたが、日本では本格的な建
築設計の仕事を得られませんでした。トルコ政府の招きにより転地し、1938年に同地でこの世を去ります。
　1936年（昭和11年）、アジア貿易で財を成した日向利兵衛が相模湾を望む高台に別荘「日向別邸」を竣工。
この木造２階建母屋の前庭に擁

ようへき

壁を兼ねた鉄筋コンクリートの人工地盤が造られ、タウトにその地下室の細
長い空間部分のインテリアの設計を依頼しました。日本での彼の足跡を残す唯一の貴重な室内構造物となっ
ています。日向利兵衛の死後、「日向別邸」は企業の保養所として建設当時のままに52年に渡って使われ、
さらに篤志家が買い取り熱海市に寄贈される数奇な過程を経て、奇跡的に当時の姿のまま残りました。
　このタウトが熱海に残した重要文化財「旧日向別邸」を熱海市が大修築によって、2022 年４月に
再公開するのを記念して、昨年 10 月に「熱海ブルーノ・タウト連盟」主催で「ブルーノ・タウトの
軌跡展」が熱海起雲閣・音楽サロンにて開催されました。会場にはタウトゆかりの地、ベルリン、
旧日向別邸、少林山達磨寺洗心亭、京都桂離宮、トルコの写真パネルや文献の展示、生け花展、映写会、講演会などが開催され、
見ごたえあるイベントでした。ドイツ大使館、公益財団法人日独協会、ぐんま日独協会などが後援し、コロナ禍にも関わらず多く
の方々が来場されました。10 月 3日にはお茶の水女子大学名誉教授でタウトの著書で知られる田中辰明氏による講演会が開催され
ました。定員オーバーとなるほど関心が高く、講演内容も理解しやすく、大変好評でした。
　「熱海ブルーノ・タウト連盟」の矢崎英夫代表は、「約3年の改修期間を経て４月完成予定ですので、東京からも多くの方にお越し頂きた
い」と熱く語っておられました。当協会は同連盟の活動を支援し、「ぶらドイツ」実施の候補地として具体的な共同活動を検討しています。

ドイツ経済の動き　第 73 回

スタートした新政権
伊崎 捷治（日独協会理事　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）

ドイツでは昨年 12 月、新たな政権が誕生しました。社会民主党（SPD）、緑の党（Die Grünen）および自由民主党（FDP）の 3党
の連立で、各党のシンボルカラーが赤、緑、黄色であることから「信号政権（Ampelkoalition）」とも呼ばれます。スムーズな交通
整理ができるか、進んだり止まったりするのか、4年間注目していきたいと思います。

  男女同数、若手が活躍する内閣
新たな内閣は首相を含めて 17 名（岸田内閣は 21 名）の閣僚で構成され、これまでよりも 1名多くなっています。従来の内務省
から住宅不足や不動産価格の上昇などの問題を扱う部門を切り離して住宅・都市開発・建設省を新設したことによります。
17 名の閣僚のうち男性は 9名、女性は 8名ですが、首相を除けば男女同数となります（岸田内閣は 18 名対３名）。平等な社会を

めざす政権として範を示したものといえるでしょう。
最も年長の首相（63歳）を含む閣僚の平均年齢は 50.4 歳（就任時）で、岸田内閣の61.8 歳（同）よりも11歳以上若くなっています。
最も若いのはベアボック外務大臣とシュピーゲル家族大臣で、ともに40歳の女性です。ちなみに、国民全体の平均年齢は 44歳です。
閣僚のうち、連邦大臣経験者は 4名、連邦議会議員ではないのは 3名、それ以外の 10 名は議員の中から選ばれました。旧東ド

イツ地域出身者は 2名、メルケル政権では約 3分の 2がキリスト教徒といわれていましたが、今回は自らキリスト教徒と表明して
いる大臣が約半分にとどまっているようです。エツデミール農業・食糧大臣はトルコ系でイスラム教徒です。

  大臣までの道のり
注目したいのは政治家としての各大臣の経歴です。ドイツの政治家には早くからその道を選んだ人が多く、今回就任した大臣に
もその傾向が如実に表れています。計算してみたところ、新大臣たちがはじめて党員になった時の年齢は平均 20.8 歳（入党年が不
明のラウターバハ保健大臣を除く）でした。早い人は 16 歳で入党しており、リントナー財政相、ハイル労働・社会相、エツデミー
ル農相、ガイヴィッツ建設相の 5名です。10 代で政党員となったのは合わせて 10 名、20 代の 4名も含めると 8割以上になります。
こうした人たちは自分の選挙区の青年部で理想とする社会について議論するなどの活動を開始し、選挙区の連邦議会立候補者の選
出などに携わり、地域支部さらに州支部などの役員として経験と実績を積み、全国本部の役員選出や政策立案などにも直接参画す
るようになります。大臣に選ばれるのはそうした人たちの中でも選りすぐりの政策通といえるでしょう。

  最大の課題は財政政策
パンデミックの克服は新政権でも当面の最大の課題に挙げられています。連立3党がまとめた協定書は178ページに及びますが、
そこに示された政策についてはドイツ産業連盟（BDI）が①計画・認可手続きの近代化・簡素化、②競争力あるイノベーション政策、
③競争力あるエネルギー価格、④持続可能性・人権も視野に入れたルールに基づく自由貿易など、全体としては近代的な国家をめ
ざしているとして、まずまずの評価をしています。
これに対して、ドイツ労働組合連合会（DGB）は一部に不満を示しながらも、①最低賃金の引き上げ、②年金受給開始年齢（67 歳）・

年金水準（48％）の維持、③子ども基本保障・ハルツ IVの門戸を広げる国民手当の導入、④すべての国民に対する最善の教育機会、
⑤気候保護などの方針を歓迎しています。
しかし、両者が共通して示している疑問は、増税に封印をしつつ 2023 年にはコロナ以前の健全財政に戻るとする一方で、コロ

ナ対策、気候保護・エネルギー、デジタル化、社会保障など多額の資金を一体どこから調達するのかという点です。
リントナー財政相は早くも各大臣に対して節約の号令をかけていますが、それぞれ重視する政策が異なるだけに、３党連立政権
の行方が注目されます。

左から熱海ブルーノ・タウト連盟矢崎
英夫代表、お茶の水女子大学名誉教授
田中辰明氏、筆者



4

1 ．ドイツとの出会い
　50年以上前、日本が 1964
年の東京オリンピックを契機
に奇跡の戦後復興を遂げ、
大いなる躍動を感じていた
時代、私は薬剤師の資格を
取ったばかりで、来るべき社
会への好奇心が強い時期で
した。近所に乳幼児を抱え
た国際結婚カップルが引っ
越してきたのをきっかけに、
私の片言のドイツ語が役に
たち、また私の母が来日浅い
ドイツ人の若いママの「日本
のおかあさん」となりました。
　ヨーロッパの片隅にある小
さな国ドイツ（当時はそう思っ

てました）が急に身近な存在となり、彼女の「ドイツのMutti」の
花屋で研修したいとの希望が徐々に膨らみました。そこは、デュッ
セルドルフより40kmほど離れた片田舎、Dülkenという小さな町
の花屋で、4人の子供と祖父母が同居するドイツの典型的な３世
帯大家族、大変賑やかな研修生活となりました。オランダ国境に
近いこの地で過ごした年寄りからは戦前・戦後のドイツ社会の変
動を聞かされ、また嫁姑などの葛藤、子供へのしつけの厳しさ、
日常生活の中にある信仰の重みなどを体験できました。
　ここでの一年間の暮らしが後々の私のドイツ生活に大きな影
響を与えました。花屋の研修でドイツの四季折々の行事習慣を
体験し、同年代グループの仲間もでき、未知のものへの関心が
日々募り、ドイツ社会で日本の資格を活かしてできることはない
か、そのような具体的な夢が膨らみ始めた矢先、自分の娘と同
じ道を辿る気配を察した「ドイツのMutti」の説得によって一旦
は日本への帰国。しかし、ドイツへの想いが募り、ついには日
本の家族、知人や友人たちと永遠の決別までして、ドイツ永住
の道を選択しました。1970 年のおひな祭りの日、横浜港を船出。
涙にくれていた船上で一人の日本人留学生との出会いがその後
の人生に大きな影響を与えました。この青年は欧州留学後に日
本の高齢者社会研究の第一人者となり、ドイツでの邦人社会に
高齢化を考える支援団体「竹の会」を立ち上げる際、その後の
活動の推進力となりました。その時は思いもよらないことでした。

2 ．カルチャーショック
　最初のショックはドイツの気候、冬の枯れの並木道、来る日
も来る日も重たくのしかかる雲間からのわずかな木漏れ日、そ
んな 11 月の憂鬱な気候でした。ジャガイモと石炭が隣り合わ
せで山のように積み上げられている地下室、噛めば歯が折れそ
うにもなるキャベツ、棚には瓶詰めの野菜、果物がずらりと並
び、しぼんだリンゴ、なぜかこれが生鮮果物なのか不思議でし
た。この地では冬は何も育たず地下室が唯一の保存場所、全て
は春を待たねばならなかったのです。時間が経つにつれて理解
でき、納得を繰り返す中で、徐々にですがすべての体験を楽し
く感じられるようになりました。
　この地では日々の生活に祈りがあり、１年間の催事が宗教的
背景からくるものであること、ドイツ人が好む規則正しい１週

間の生活リズム、例えば月曜日朝一番の主婦の仕事が靴磨き
だったことが印象的でした。
　このような体験により文化の違いは言葉、風土、宗教、歴史
が育んで出来上がってきていることがわかり、「体験する」そ
れが異文化理解への第１歩であると実感しました。
　子育ても日本とでは大きなギャップがあり、子供に対する厳
しい大人の目や厳格な社会的ルール。例えば安息時間には子供
の遊ぶ声はタブー、赤の他人の子供でも叱ることが常識、夜遅
い時間に子供を連れて帰宅するのを見られると怖い目で睨まれ
ます。それも郷にいれば郷に従えで生活するコツを覚えました。
　次にドイツは「資格社会」であることです。私は50歳近くなっ
てドイツ薬剤師国家資格を取得し、翌日にはそれまで一緒に仕
事をしていたベテランの薬剤師技術アシスタント（PTA）の同僚
が、処方箋なしで睡眠薬が欲しいとの客の注文に初めて私のア
ドバイスを求めてきました。この変化で驚きとともにApprobation
（国家認定資格）の重みを知り、ドイツは「資格社会」であるこ
とを実感しました。時々まわって来る夜勤の日の責任と緊張感は
言い尽くせないものがありました。一方、たった一言二言の日本
語の説明のために遠方から私の薬局を訪ねてくる同胞の方々の
存在には勇気付けられ、異国で暮らす安心感と共有できる言葉 /
文化について考えさせられた25年間でした。

3 ．「竹の会」の取り組み
　ある日、私は一つのエッセイに出会いました。ニューヨーク
で国際結婚した某女性を看取った時の体験談が書かれたもの
で、自分の老後の姿と重なり、いても立ってもいられない焦燥
感を覚えました。ドイツに永住している同胞高齢者の「孤独死」
が問題となっていた時期でもありました。
　このエッセイに関心を寄せた数人の仲間と一緒に「高齢化」、
「介護」をテーマとした相互支援グループ「竹の会」（正式名 :
ドイツ非営利公益登録社団法人 デュッセルドルフ交流サポー
トセンター竹）を 5年の準備期間を経て 2007 年に立ち上げま
した。同時にドイツの社会福祉団体「ディアコニー※」
（Diakonie） との具体的な交流が始まりました。「ディアコニー」
が地元デュッセルドルフのオーバーカッセル地域に高齢者シル
バーセンターを建
設したのを契機
に、外国人である
私たちが高齢者と
して当地で生きる
場合に理想的な環
境を求められると
確信し、その目的
達成のために、組
織的な登録団体と
してドイツ社会と
融和しながら、世
代を超えたネット
ワークを作り、会
員相互の支援活動
をしていくべきだ
と考えました。高齢者シルバーセンターのドイツ人入居者との
交流イベント「あじさい祭り」を開催しました。このイベント

ドイツに生きる―ドイツで活動する日本人（5）　オプハイ - 斎藤 陽子さん

　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
本人を紹介しています。高齢化社会は日本国のみならず、海外在留邦人社会においても大きな課題です。今回は、ドイツにおける在留
邦人社会の高齢化対策とドイツ社会との地域交流を目指す民間組織「竹の会」を立ち上げ、現地での草の根交流に精力的に取り組ん
でいる Ophei‐斎藤さんにお話をお伺いしました。

植樹祭（2012 年）：竹の会とディアコニーの共同事業提
携５周年記念「桜の樹・植樹祭」。
左より、トゥプス地区長（デュッセルドルフ市）、ヴィー
ンス氏（ディアコニー高齢者センター）、リッシャ－牧
師（地区教会）、リンツ本部長（ディアコニー）、トイ
リンガー議員長（高齢者審議会）、著者、相馬首席領事
（デュッセルドルフ総領事館）

竹の会、日独功労賞を受賞（2018年）：デュッ
セルドルフ総領事公邸にて水内在デュッセ
ルドルフ総領事と。
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を通じて日本人コミュニティにドイツ高齢者福祉活動について
紹介したところ、双方から驚くほどの反響を頂きました。現地
日本人学校児童達と施設入居高齢者との定期交流も始まりまし
た。今では「竹の会」の活動がドイツにおける外国人社会との
統合モデルケースとして認識されるまでに育ちました。「竹の
会」の活動にはドイツ人ボランティアや当地の日本人医師も参
加しています。日本政府のドイツにおける在留邦人の高齢化社
会の実態調査にも協力いたしました。
　具体的には毎月1度の相談日の実施、折紙グループのボラン
ティア奉仕、イベントなどの活動プログラム企画に参加、ボラン
ティア人材の動員、また日本人の介護士養成学校研修生の受け
入れも実行しました。「ディアコニー」施設内に日本人ベッドを
確保し、在宅介護その他のサービスを利用しやすい環境作りに取
り組みました。施設内で和食の提供も夢ではなくなっています。
　デュッセルドルフ市高齢者審議会とも協力関係をもち、地域
社会福祉連合会（公・民各種社会福祉事業所、教会、行政など
重要機関で構成されている組織）に正式加入し、永住邦人社会
の待遇の改善・優遇についても訴えています。
　ドイツ以外にロンドン、パリ、アムステルダムなどの都市にも
在留日本人社会の高齢化、いわゆる「老後の生活保障」、「高齢化」
と「介護保障」などの問題が顕在化しており、それぞれに支援
団体が組織化されています。「竹の会」はこのような組織とも連
携を深めて、具体的には各地の行政との取り組み・交渉状況な
どの情報共有も図っています。日本でも高齢化社会についての
国際シンポジウムに講演者を推薦し、情報提供をいたしました。
　日独交流 150 周年記念の 2011 年のベルリン大使館での日独
功労賞の受賞や 2018 年デュッセルドルフ総領事館からの日独
友好親善団体として功労賞の受賞は草の根交流でスタートした
「竹の会」の会員を大いに勇気づけました。
　2020 年、恒例の５月の「あじさい祭り」の企画を進めてい
たところ、コロナ禍によってロックダウンなどで活動が大きく
制限されました。「竹の会」の活動は一変しました。厳しいコ
ロナ禍の規制下で、市中でのマスク不足対策として、会員総出
で手ぬぐいの手作りマスクを作り、介護施設のスタッフ、近隣
の高齢者の方々へ提供、あるいは高齢の「竹の会」会員の孤立
を防止するため、必須のスマホ／タブレットの使い方を指導、
医療講演開催やドイツ語情報によるコロナ感染対策情報、また
ワクチン接種情報など正しく日本語で迅速に会員へ伝達する
ニュースレターを頻繁に発行しています。90 歳の会員同士が
初めてスマホを手にし、交信できるようになったというニュー
スは他の会員をも大いに勇気づけました。今はただただ 1日も
早いコロナ感染の終息を願うばかりです。

4 ．日本の良さ、ドイツの良さ
　一時帰国で日本に帰った時にホッと感じること、それが正に日
本の良さではないかと思います。融通無碍の暗黙のルール、寛容さ、
無言の中にある阿吽の伝達、人への思いやりとか気遣い、控えめ
を美とする文化、列車を待つ人たちの無言の整然さ…！秩序とモ
ラルが社会の日常生活の中に徹底された姿ではないでしょうか？
　ある時、私は自分の人生の思い
出をトランクにつめてお互いに語り
合う「日独共同の思い出トランクプ
ロジェクト」に参加しました。私と
ドイツ人がチームとなり、これまで
の人生で大切にしてきた思い出の
品物をトランクに詰めるというイベ
ントです。参加者を前にそれら有形
無形の文化を相互に取り出し説明
したり、また聞くことで交流と理解
を深めることが出来ました。抽象的
な表現になりますが、異なる文化／
環境の中で暮らした日独の二人が

見つけたものは宗教的違いであれ、土地柄からくるものであれ時
の経過とともに祭事があり、人の一生に伴うそれぞれのけじめの
行事などなど。なんとも多くの共通点があったことでした。その後、
このイベントは様々な組織で紹介され、推奨されています。
　日本でのホッとした数週間の滞在が過ぎるとドイツが恋しくなり
ます。これは先の日本の良さと表裏一体のもの、ルールで守られ
ている安心感、言葉にして初めて伝わる明確な世界、個人の主張
行動が尊重され認容される完成された社会に魅力を感じるのです。
　子供の頃から考え、発言する力をつける教育が個性を育て、そ
れぞれの個で出来上がっている社会の強さがドイツにはあるよう
に思います。社会的にはこうしたそれぞれの違いと良さがあって
も自然を愛でる心、先祖を敬う心、人と共に生きることの喜び、
人をいたわる気持ち、愛する気持ちなどなど…長くこの地に住め
ばすむほど「人」として生きることの喜びが同じなのが嬉しいです。
　さらに一言追加が許されるなら、グローバルな世界が開けるに
従い日本文化研究も進みデジタル公開あるいは展示による日本再
発見をする機会が増えています。改めて歴史の中から日本人が育
んできた美術工芸のセンスのよさと高い精神性に感動しています。

5．今後のこと
　コロナ禍で周囲から
は労わり、ねぎらいの
言葉を聞いて、自分自
身が高齢者であること
に唖然とするこの頃で
す。答えは一つ、安心
してこの地で暮らす環
境を作ろうと歩んでき
た「竹の会」の歴史を
次世代に引き継いでい
くことです。そして私
自身の限られた時間は
組織にこだわらず国の違い、文化の違いを超えて人と人との交
わりの中で互いを理解し、リスペクトできるような地域活動を
続けていければいいなと思います。そしてちょっぴり 80 歳の
手習いもいいかなと…。でも健康体保持が当座の目標です。

6 ．今後の日独関係の発展に必要なこと、若い人たちへのアドバイス。
　半世紀に及ぶデュッセルドルフ市との日独友好関係、また千
葉県との姉妹都市提携によって、介護現場のスタッフの双方向
の人的交換・実習などへ発展していくことを切に願っています。
　当地の日本食ブームは最高潮、どの街に行っても SUSHI と
いう文字が、そしてラーメン屋の前は長蛇の列、アニメがもた
らす日本文化に目を見張ります。彼らの関心事がやがては市民
間の日独友好へと発展している日々を感じます。
　若者たちの共通の武器は新しいものへの挑戦、未知の世界へ
の夢、そんな夢を日本の青年たちにも持って欲しいと思います。
どんな動機でもいい、関心を持つ事、継続と積み重ねが足跡と
なり必ず人の豊かさになっていくと信じます。
　地球はどんどん狭くなりデジタル化で一瞬のうちに地球の裏側
の情報が得られ、またビジュアルでそこにいる気分にもなれる時
代です。でも人の息使いを感じることはできないのです。若者に
は世界の人の呼吸を、感性を自分の目で見る機会を求めてほしい。
挑戦と学びのある日々であってほしい！それは相互理解への第１
歩であり個の大切さと自分のルーツを知る事でもあります。

注：「ディアコニー」（Diakonie）：ドイツ連邦で認定された６つの社
会福祉事業団の１つ。高齢者、青少年、 家族、健康、労働分野など
社会福祉全域に亘る事業を展開、当該団体はプロテスタント系であ
るが、公益性を重んじ活動は信仰の自由、超国籍、超世代が基本で
あり、万人に対してオープン。デュッセルドルフ市内に 2000 人の
スタッフと約 1300 人のボランティアを抱えている。

思い出トランクプロジェクト（2014
年）：ドイツ人のプロジェクト・パー
トナー、ロンスベルク・パイル女史（折
り紙マイスター）とトランク制作作業

デュッセルドルフ市長主催のコロナ禍ボランティ
ア感謝会（2020 年）：ガイゼル市長を囲んで。（郷
土博物館庭園にて）左より榎本（お隣会）、オプ
ハイ（竹の会）、 ロンスベルク・パイル（折り紙マ
イスター）、平松（竹の会）、鹿沼（竹の会）
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 10 月　鎌倉バス旅行。「ドイツ学術交流会（DAAD）」で日本に来日したばかりの奨学生、
日本人大学生、協会の Junioren-Stammtisch参加者、DAAD友の会会員ら約 90 名が
参加。鶴岡八幡宮を出発し、源氏山公園、銭洗弁天を経て大仏へ抜ける約 2時間の
「大仏ハイキングコース」を歩くうちに日独の参加者が打ち解け、帰りのバスでは
互いの連絡先を交換する様子があちこちで見られた。

 
 7 月　大使公邸でのガーデンパーティ。ハース大使が会員を招待。人数制限があったものの当日は

事前にハガキで申し込みをした220名がつめかけ、会場入口で1人 1人が大使の握手による
心温まる歓迎を受けた。このパーティは翌年以降も形を変えつつ不定期に開催されている。

 
 2 月　 事務所移転。ドイツ語講座（週 3日）やシュタムティッシュ（月3種）をより快適に行う

ため、当時の事務所の別館に移動。「外部騒音も少なく、全体として 2坪近く面積も増え
るので、催物により多くの会員が参加可能となる」。新住所：東京都千代田区大手町 2 -7 -1日本ビル別館 1313区

 
 4 月　樋口廣太郎氏が会長に就任。当時、アサヒビール株式会社代表取締役であった樋口氏が会長に

就任。「（旧）日本 DDR文化協会役員もつとめ、かねてよりドイツには深い尊敬と親しみを抱い
ておりますが、何よりも、私たちの会社がつくっているビールはドイツの文化そのものであり
ます」（会長就任の挨拶より抜粋）

 
 4 月　事務所移転。「従前に比べ約25％ほど広くなり、ドイツ語講習会にも利用される会議室にはスライド

式のホワイトボード、AV機器を設置。」JR四ツ谷駅に近く、上智大学の並びにあり、向かいに「肉の
ハナマサ」があったので、会合の買い出しなどにも便利だった。新住所：東京都千代田区麹町5 -1 NK真和ビル9階

 
 5 月　会報誌 通巻 500 号。通巻 500号を記念しフルカラー印刷。「500号に当り思い起こすのは、創刊以来 339号までの

30年間、乏しい財源から無駄な頁を避け、戦後日独交流の資料的価値ある月報を殆ど一人で作られた故小島副会長
の汗と、「Die Brücke」創始者たる報道界重鎮の故江尻副会長の知恵である」と花井清編集長が編集後記に記している。

 10 月　日独交流成田山詣で。毎年恒例となっていた、ドイツからの留学生との合同遠足だが、この回は千葉県日独協会
の協力もあり総勢 150 名の参加となった。新勝寺の見学のあとは両国のビアホールで交流会。ドイツ人留学生が
カノン、参加していたグリュックアウフの会のドイツ炭鉱マン賛歌の歌などの交歓が行われ大いに盛り上がった。

 

 5 月　協会ウェブサイト開設。当時は協会内でウェブサイトの更新や作成が行えなかったため、会員の安藤功氏がデザ
インし、アップデートなども担当してくださっていた。

 
 7 月　日独協会再建 50 周年記念事業　ヨハネス・ラウ大統領歓迎会。7月 1 日　16

時～ 18 時　帝国ホテル「光の間」参加者約 400 名。ドイツ側からの申し入れ
により秋篠宮・同妃両殿下が臨席。次第にはラウ大統領、園田副会長、独日協
会連合会ブロックドルフ会長の挨拶の他、箏演奏、慶應ワグネルソサイエティの
演奏などが含まれていた。当局の保安指導下、厳正な受付が行われ、来賓案内
等には事務局および実行委員 40 名が従事した。

 
 6 月　古森重隆氏が会長に就任。富士フイルムホールディングス株式会社社長であった古森氏が会長

に就任。「私はかつてデュッセルドルフ日本商工会議所副会頭を務める機会を与えられ、ドイツ
における日本企業の縁の下の力持ちとなって活動しましたが、今回、再び日独の友好関係の増
進に携わることができましたのは、何か不思議なめぐりあわせでご縁のように思われます。」（会
報誌 7/8 月号「会長就任のご挨拶」より）

 
 「日本におけるドイツ年 2005/2006」
 4 月　ケーラー大統領、皇太子殿下（現天皇陛下）の臨席の下、「世界遺産・博物館島

ベルリンの至宝展」のオープニングとともに「ドイツ年」が正式に開幕。様々
なイベントが開催される中、JG（青壮年部）企画の「ドイツの魔女」、「ドイツ
ハム・ソーセージ」、「バイエルン国王ルートヴィヒ 2世」などたくさんのテー
マでセミナーを開催。

 8 月　タンデム合宿。「ドイツ年」の事業のひとつにドイツ人研修プログラムがあり、約
100 人のドイツ人の若者が日本各地の研修場所に送られる前に、1週間那須高原
で日本語研修を実施。これにあわせ協会の JG（青壮年部）の有志 24名が研修に合流、午前中は小グループに分か
れて言語学習、午後以降は、着付け体験、盆踊参加、餅つきやバーベキューなど、盛りだくさんのプログラムだった。

1991年
（平成3年）

鎌倉バス旅行

1911 年 10 月 30 日に日独協会が設立されてから昨年で 110 周年。これを
記念し、数回にわたって、過去の会報誌に掲載された情報を中心にしなが
ら協会のあゆみを振り返ります。今回は、1991 年から 2007 年までを取り
上げました。主なトピックと編者が面白いと感じた事項のみを挙げていま

すが、ここに掲載した事柄以外にも、毎月開催される例会や、定期開催される講演会、1966 年に発足した青壮年部によるシュタム
ティッシュなど、様々な催し物が行われていました。

1911-2021
第 3回　1991-2005

日独協会のあゆみ

樋口会長

ガーデン・パーティ（右端がハース大使）

ラウ大統領ご夫妻と秋篠宮ご夫妻

古森会長

那須のタンデム合宿

1993年
（平成5年）

1994年
（平成6年）

1995年
（平成7年）

1996年
（平成8年）

1997年
（平成9年）

2000年
（平成12年）

2002年
（平成14年）

2003年
（平成15年）

2005年
（平成17年）
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甲武鉄道社長三浦泰輔とドイツ（下）
久保 健（鉄道史学会会員　日独協会会員）

■ベルリン市街線をモデルとして
三浦泰輔が甲武鉄道社長を務めた1891（明治24）年から1906（明

治39）年は、現在のJR山手線や京浜東北線となる、新橋駅から東
京駅を通り、秋葉原、そして北の玄関口である上野駅までを結ぶ
東京市街線構想が具体化した時期と重なっている。東京市街線は
計画当初より、交通量の多い道路との平面交差を避けるため、高
架線による敷設が想定されており、世界で初めて都市部を高架線で横断したベルリン市街線(Berliner Stadtbahn)をモデルとした。
ベルリン市街線は現在のベルリン東駅(Berlin Ostbahnhof)から、西端のシャルロッテンブルク(Charlottenburg)駅まで、11.2kmにわ
たる路線で、レンガ造りのアーチ式高架橋と道路との交差部分は鉄橋で構成されている。1875（明治8）年より工事が開始され、
1882（明治15）年に完成と、三浦泰輔のドイツ留学期間である1874（明治7）年から1880（明治13）年までとほぼ重複しており、ベ
ルリンに住む外交官の実兄、青木周蔵へ会いに訪れた際、延びていく高架橋を目にする事もあったと思われる。東京市街線の建設は、
ベルリン市街線建設に関係したドイツ人技術者指導のもと進められることとなり、1898（明治31）年にプロイセン邦有鉄道のフラ
ンツ・バルツァー (Franz Balzer)が招聘され、設計や測量を開始している。

■飯田町からの延長と高架線構想
バルツァーの設計開始と時を同じくして、甲武鉄道も飯田町から万世橋への延長を計画立案しており、1899（明治32）年7月に「万

世橋停車場工事方法書」を作成した。この計画書には万世橋停車場大体図として、道路には鉄橋をかけ、神田川沿いの限られたスペー
スにレンガ造りのアーチ式高架橋を建設し、万世橋へと延びる概略図が示されている。当計画書はベルリン市街線をモデルにした
と推測されるが、本稿を記すにあたり可能な限り調査しても、バルツァーからの助言など関連を示した記録を確認することはかな
わなかった。ただ三浦泰輔は、甥の証言によると、東京のレストランで言葉が通じず困っていたドイツ人の通訳を鮮やかにされた
とあり、東京圏の鉄道関係者として、ドイツから来た鉄道技術者であるバルツァーと、何らかの関係を持つことは自然の流れと感
じられる。さらに日本では前例のないレンガ造りの高架橋を、概略とは言え、アーチの径間や高さなど具体的な数値を定め図示した、
完成度の高い計画書を甲武鉄道単独で作成したとは考えにくく、経験者であるバルツァーの協力があったものと推測される。そし
て何よりも、万世橋付近の高架橋とベルリンのヤノヴィッツ橋の類似した姿こそ、バルツァーとの関係性の深さを強くうかがえる
のではないだろうか。今後新たな資料の発見により、両者の関係性がより鮮明になることを期待したい。

■高架線工事開始と三浦泰輔自慢のドイツ風駅舎
万世橋停車場大体図が提示された翌年1900（明治33）年に飯田町から万世橋までの
建設免許が下付され、1904（明治37）年に御茶ノ水まで開通した。万世橋までは1905（明
治38）年に工事が開始されるも、翌1906（明治39）年に甲武鉄道は国有化され、以降
は国鉄により工事が続けられている。万世橋までの路線構造は、先述の大体図とほぼ
一致していることから、甲武鉄道時代に定まっていたものと思われ、まず1908（明治
41）年に御茶ノ水から、万世橋駅開業までの仮駅となる昌平橋駅が、日本初となるレ
ンガ造りの高架駅として開業している。三浦泰輔は自伝もなく、また没後に自宅が戦災
で焼かれてしまい、関係資料が失われているため、残された記録は限られているが、
この昌平橋駅はドイツの駅をモデルとしており、甲武鉄道唯一のハイカラな駅舎として
生涯の自慢にしたとの証言が残されている。昌平橋駅は、1912（明治45）年に万世橋

駅開業により廃止されるが、都会の中で時間が止まったかのように、現在も神田郵便局の目の前に残され、商業施設に活用されている。
三浦泰輔がかつてドイツ留学時代に目にし、甲武鉄道社長として建て、誇りとしたレンガ造りの姿を、ぜひ目にしていただきたく思う。

■そして高架橋は日独の架け橋に
甲武鉄道は国有化により解散したが、甲武鉄道友の会と名付けられた同窓会が毎年

10月1日に行われ、全国より東京に集まったそうで、三浦泰輔の人柄がうかがえる。
三浦泰輔は1915（大正4）年3月に死去したが、万世橋駅からの路線延長は続けられ、
1919（大正8）年に東京駅まで全通し、三浦泰輔とバルツァーが作った高架橋が結ば
れた。材質はレンガからコンクリートへと変化したが、連続性を保った美観が考慮さ
れ、表面をレンガで覆った造りに仕上げられている。御茶ノ水から昌平橋駅を通り、
新橋まで連なるレンガ造りのアーチ式高架橋こそ、両者の思いをつなぐ日独の架け橋
と言えよう。この高架橋を通じ、日独の交流のあゆみと三浦泰輔の功績が末永く語り
継がれるよう、顕彰碑の設置などを願いつつ、本稿を終わりとしたい。

特別編

イ ツ の 鉄ド
シリーズ

道 交日 独 鉄 道 流 史

万世橋停車場大体図

レンガアーチが連なる万世橋駅跡

三浦泰輔自慢の昌平橋駅跡
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ベルリンの蚤の市
キルステン・ホーアイゼル
（ベルリン独日協会理事）

何度も読み返したためにボロボロになってしまった、ロベ
ルト・メーレの小説「守られた男たち」を夫が手に取って、「そ
ろそろ捨てたら？」と聞いてきました。私は断固反対し、ペー
ジが揃っていないこの本をまた本棚に戻しました。「じゃあ、
次に蚤の市に行った時に、この本が良い状態で見つからない
か、探してみよう」と夫が提案しました。
私はすぐに賛成しました。週末にベルリンで行われる蚤の市

に、特に暖かい季節に行くのは、楽しいからです。朝食をたっ
ぷり食べて出発しますが、地区の蚤の市、クリエイティブ蚤の市、
骨董・古本蚤の市などの
選択肢があります。骨董・
古本蚤の市がボーデ博物
館で行われるなど、素敵
な場所が会場になること
もあります。ここでは、
過ぎ去った時代のレコー
ド、古いマイセン磁器や
トーネット社の椅子など
とともに、古本も手に入
れることができます。
ベルリンは若い街なので、クリエイティブ蚤の市には、手

刷りの Tシャツや珍しいアクセサリーを売る地元のデザイ
ナーが集まります。大きな蚤の市には市街電車で行くことが
できます。例えば街で一番長い歴史を持つ「6月 17 日通りの
がらくた市」もその一つです。
東駅前で行われるアンティーク・マーケットでは、古い切

手、硬貨、ポストカードの種類が豊富です。掘り出している
と突然、1920 年頃の街の様子が描かれたポストカードに「あ
なたのヒルデ叔母さんより」などとジュッタリン体（1911 年
にルートヴィヒ・ジュッタリンによって考案された筆記体）
で書かれているものを見つけ、なんとなく不思議な気持ちに
なります。「このヒルデおばさんというのは誰だろう？」と私
が考えているその隣の出店では、最近の政治について議論さ
れています。ベルリンの蚤の市は、そこに住む人々の一般的
なムードを伝えてくれもするのです。もちろん今はそんな緩
い空気ではありません。パンデミックの中、蚤の市でも、マ
スクの着用や対人距離のルールなどの特別な予防措置が取ら
れているためです。
とはいえ、そのために気分が滅入ることはありません。ここ
で皆と過ごす時間があまりに楽しいからです。お腹がすけば、
“ボクスィ”マーケット（フリードリヒスハイン地区のボック
スハーゲナー広場のマーケット）周辺には、お手頃価格のブ
ランチを提供するカフェがたくさんあります。まずは心地よい
お店に座って、ブランチを食べながらすぐにその日の戦利品
を吟味し、価格交渉が妥当だったかについて意見交換します。
なぜなら、価格交渉は全ての蚤の市につきものだからです
が、一定のエチケットがあります。価格を値切りすぎることは、
売り手が現実離れした価格をふっかけるのと同じように不適
切な行為です。そんなことがあれば、優しく微笑んで次の出
店に移るのが得策でしょう。1つの品物に対し 5から 10 ユー
ロの交渉は、それでも可能だと言えます。まとめていくつか
の品を買えば特に交渉可能となります。
今日は私の愛読書は見つかりませんでしたが、窓辺に飾る
ための美しい陶器の人形を手に入れました。

Berliner Luft

Fernsehturm

Bier

Siege
ssäule

Berliner Flohmärkte

Kirsten Hoheisel
 (Vorstandsmitglied der DJG Berlin)

Als mein Mann neulich meine arg ruinierte, da viele Male gelese-
ne Ausgabe des Romans „Die geschützten Männer“ von Robert 
Merle in der Hand hielt, fragte er mich, ob ich diese nun endlich 
wegwerfen wolle. Ich widersprach energisch und stellte das Buch 
mit seinen losen Seiten wieder ins Bücherregal. „Na gut, dann 
schauen wir das nächste Mal auf dem Flohmarkt, ob wir eine 
bessere Version deines Buches finden“, lautete sein Vorschlag.
Darauf ging ich sofort ein. Denn Flohmarktbesuche am Wochen-
ende in Berlin machen einfach Spaß, vor allem während der war-
men Jahreszeiten. Nach einem ausgiebigen Frühstück zieht man 
gemeinsam los und hat die Auswahl zwischen Kiezflohmärkten, 
Kreativflohmärkten, Antik- und Büchermärkten. Oft in Verbin-
dung mit einer schönen Kulisse, wie etwa der Antik- und Buch-
markt am Bode-Museum. Antiquarische Bücher kann man hier 
ebenso günstig ergattern wie Schallplatten aus vergangenen 
Jahrzehnten, altes Porzellan aus Meißen oder Thonet-Stühle. 
Da Berlin eine junge Stadt ist, tummeln sich auf den Kreativmärk-
ten auch Berliner Designer, die handgedruckte T-Shirts oder aus-
gefallene Schmuckstücke anbieten. Die großen Flohmärkte sind 
mit der S-Bahn zu erreichen, wie zum Beispiel der wohl älteste 
Flohmarkt der Stadt: der Trödelmarkt an der Straße des 17. Juni. 
Wer danach sucht, findet auf dem Antikmarkt am Ostbahnhof 
ein breites Sortiment an alten Briefmarken, Münzen oder Post-
karten. Es ist schon etwas geheimnisvoll, wenn man beim Stö-
bern plötzlich eine Postkarte mit einer alten Stadtansicht um 
1920 in der Hand hält: „Es grüßt dich deine Tante Hilde“, steht 
da in Sütterlin (eine im Jahr 1911 von Ludwig Sütterlin entwickel-
te Schreibschrift). Wer mag sie wohl gewesen sein, diese Tante 
Hilde, denke ich, während am Nachbarstand über tagespoliti-
sche Fragen diskutiert wird. Denn Berliner Flohmärkte liefern 
auch immer ein allgemeines Stimmungsbild seiner Bewohner. 
Verständlich, dass diese momentan nicht entspannt sind, denn 
auch auf Flohmärkten gelten in Zeiten der Pandemie besondere 
Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel das Tragen einer Maske 
und das Abstandsgebot.
Die Laune lassen wir uns dennoch nicht verderben, dafür ist die ge-
meinsame Zeit hier zu schön. Als sich der Hunger meldet, finden wir 
am Flohmarkt rund um den „Boxi“ (Flohmarkt Boxhagener Platz im 
Stadtbezirk Friedrichshain) mehrere Cafés, die zu günstigen Prei-
sen Brunch anbieten. Sitzt man erstmal in einem gemütlichen Etab-

lissement, kann man beim Brunch 
gleich seine ergatterten Waren begut-
achten. Und darüber diskutieren, ob 
der Preis gut ausgehandelt wurde. 
Denn Handeln gehört zu jedem 
Flohmarktbesuch dazu. Allerdings 
gibt es eine gewisse Etikette: Den 
Preis stark herunterhandeln ist 
ebenso unpassend, wie ein unrealis-
tisches Preisangebot des Verkäu-
fers. Hier geht man am besten mit 
einem freundlichen Lächeln zum 
nächsten Stand. Eine Handelspanne 
zwischen fünf bis zehn Euro sind pro 
Ware aber durchaus möglich. Vor al-
lem, wenn man mehrere Dinge kauft.

Mein Lieblingsbuch habe ich heute nicht gefunden, dafür aber 
eine schöne alte Porzellanfigur für unser Fensterbrett. 

電話ボックスなどの意外な場所
が、古本交換所となっている例も

ツォイクハウス前のアート・マーケット
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ドイツ縁はみんな父からの贈り物
松田 邦夫（日独協会監事）

社会人になってドイツとの関わりが増えましたが、自ら進んで「ドイツの森」に分け入った自
覚はありません。今回、いくつかのトリビアと共に振り返ったドイツとの縁は、全て亡き父から
受け継いでいたことに気付きました。父自身もそのことを認識していなかったと思いますが。

１. プラモデル
父は、私が子供のころ、休みの日によく艦船、戦車、戦闘機などのプラモデルを作ってくれた
ものです。終戦から十数年しか経っておらず、テレビ番組の相当部分をアメリカ製の西部劇や戦
争物が占めていた時代にあって、それは男の子を持つ家庭の一般的な光景だったことでしょう。
数多あるモデルの中で、子供心にも圧倒的に「かっこいい」と思われたのは、ドイツのもので
した。同じ年頃の友達の好みもそうでしたし、今も、プラモマニアの聖地である新橋のタミヤ
プラモデルファクトリーに行けば、商品棚のかなりのスペースはドイツ物で占められています。

昨年 11 月に日本に寄港したドイツ
海軍のフリゲート艦「バイエルン」は、
もちろん見学に行きました。同艦が
1997 年に別のフリゲート艦「ブレー
メン」とともに寄港したときは、ブレー
メンの方に乗船して乗組員と交歓もし
ました。真珠湾攻撃時の海軍司令長官
を血縁に持つ妻と内外軍事施設によく足を延ばしているのも、元はと言え
ば、子供時代のプラモデル作りに端を発しているようです。

２. ドイツリート
私が中学生のころ、父が誕生日に、フィッシャー＝ディー
スカウが歌ったシューベルト 3大歌曲集のレコードを買っ
てくれました。旧制中学でドイツ語を（多分少々）齧った
父としては、多少のノスタルジーがあったのではないで
しょうか。私の「ドイツ語」との出会いも、音楽好きになっ
たきっかけも、このレコードにあります。今も大切にして
いるこの 3枚組セットには、定価 8千円と書かれています。
ちょうど半世紀前に、当時のサラリーマンの給料からすれ
ば目が飛び出るほど高かったに違いないこのプレゼントを
贈ってくれた父の愛情を、改めて噛みしめます。

３. リーメンシュナイダーの彫刻
父は晩年、仏像彫刻と絵画の製作に情熱を傾け、その出
来は、玄人はだしでした。仏像の腕前は、法事に来られた
お坊さんから「うちのお寺に譲って貰いたいくらいですわ」
と言われるほどで、この才能は私が父から全く引き継がな
かった部分です。父が彫った仏像の数体は、いまもわが家
のあちこちに鎮座しています。
その影響もあってか、私は中年になってから、宗教こそ違え、ティルマン・リーメンシュナイ
ダーの木彫宗教像やルーカス・クラナーハの宗教画を鑑賞するのを趣味とするようになりまし
た。一人で車を駆って、彼が彫った像のあるバイエルンの田舎の小さな教会をいくつも訪ねま
した。お気に入りかつお勧めは、ミュンヘンのマインフランケン博物館にある彼の作品群です（1
月には、福田緑さん撮影によるリーメンシュナイダーの像の写真展が東京で開かれていました）。

このところ恒例にしていた「ミュンヘン経由でザルツブルク音楽祭訪問」の楽しみがコロナ
で暫く途絶えているのを残念に思っていますが、今後も思いがけないきっかけでドイツ縁が広
がり、深まるのを楽しみにしています。

「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。File21

シリーズシリーズ

著者プロフィール：当協会会員。1958年姫路生まれ。80年に日銀入行後、ザールブリュッケン、フランクフルトなどで計4年半ドイツに
滞在。2013年からセントラル短資FX代表取締役社長。

ニュルンベルクにて（2019 年）

【トリビアその１】
ニーダーザクセン州のムンスター（ウムラウト付き

のミュンスターとは別）という小さな街に「戦車博物
館」があります。ドイツ滞在中、ここを訪ね、何十年
も前に父と作った模型の実物が多数陳列されているの
を見たときは、何とも懐かしい感情が湧き起こってき
ました。ここを訪ねたことがある日本人は、日独協会
の会員でも少ないのではないでしょうか。

【トリビアその2】
ドイツ留学時代、フライブルクでエーリヒ・ヴィルケという老チェリス

トにチェロを学んでいました。レッスンが終わるといつも、「女房には内
緒だぜ」と片目を瞑ってシェリー酒を注ぎ、私と「チーン」と乾杯してか
ら飲むのを楽しみにしておられました。ある日、「若いころは、トスカニー
ニの指揮でバイロイトで演奏したもんだ」と仰ったのを長年確かめる術が
ありませんでしたが、後年ウィーンの本屋で見付けた「バイロイト祝祭管
弦楽団」という本の中で、確かにバイロイトの常連だったことを確認しま
した。トスカニーニも元はチェリストなので、私はトスカニーニの孫弟子
とも言えないこともありません（言えないか）。百年近く前の自分のこと
が極東で文字になっているとは、泉下のヴィルケ氏も全く想像外でしょう。
もう一つ、フリッツ・ヴンダーリヒという日本でも知られる不世出の

テノール歌手について、どの文献にも「友人宅で階段から転落して頭蓋
骨を骨折し、35歳で亡くなった」と書かれています。ヴンダーリヒとヴィ
ルケ氏はフライブルク音大仲間としても親しく、共演した CDもありま
す。ある日、「君はドイツ人じゃないから言ってもいいと思うが、あい
つは友だちの家でロシアン・ルーレットをやってて死んだんだ」と驚愕
の事実を知らされたのも、シェリーを飲みながらのことでした。

【トリビアその3】
リーメンシュナイダーが生きたヴュルツブルクの大学で私が 2001 年に行った講演の記録は、約

4万件あると言われる日銀のウェブサイトで唯一のドイツ語のコンテンツだそうです。
講演から 2年後に長崎に赴任しました。長崎は、ヴュルツブルク出身で江戸時代末期の日本医学

に大きな足跡を残したシーボルトが暮らし、また子孫を残した町でもあるため、私にとってもドイ
ツ縁の一つの到達点のように感じました。

大切なドイツ縁の品々
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2000 年から2007 年にかけて、ナチ・アンダーグラウンド（Nationalsozialistischer Untergrund, NSU）というドイツのネオナチ組織が、
移民（の背景を持つ人物）を標的にテロ活動を行いました。2019 年の映画『痕跡（Spuren - Die Opfer des NSU）』は、その被害者遺族
へのインタビューをもとにしたドキュメンタリー映画です。当初は事件が怨恨などによる個別の殺人事件と見なされ、家族や友人が犯
人と疑われた問題をはじめ、遺族の悲しみやドイツ政府への不信感、その背景に人種差別があったのではないかとの見解などが語られ
ています。今回は会員の柴澤優さんに、映画の感想を書いて頂きました。

『痕跡　NSUナチ・アンダーグラウンドの犠牲者』 柴澤 優（日独協会会員）

2021年 11月 6日渋谷のユーロスペースで“痕跡　NSUナチ・アンダーグラウンドの犠牲者”を小野先生とドイツ語仲間の3人で観
に行きました。観に行った理由は、ドイツ語仲間が「ドイツ映画が上映されるので、観に行かない？」と声をかけてくれたからです。
今までの私は、ドイツ映画＝アウシュヴィッツ収容所の実情を伝えるものとばかりにそれに関するものだけを観てきたので、自分にとっ
てこの作品は新鮮でした。
この映画は、2000 年から 07 年にかけて 8名の主にトルコ系移民の殺害など、ドイツのネオナチ・グループが引き起こした NSU
事件の遺族を取材したドキュメンタリーです。命を奪われた兄や父、夫の思い出を語る遺族の声に静かに耳を傾けながら、社会が
共有すべき問題を浮き彫りにした作品です。監督は、トルコ生まれの女性ドキュメンンタリー作家アイスン・バデムソイさんです。
映画を観て私が率直に感じたことは、どの遺族も家族のことを、とても愛しているということです。正直、今の私が遺族になったら、

どうなのだろうと少し考えてしまいました。家族を愛していることを堂々と口に出して伝えることができる姿が少し羨ましくも感じました。

被害者たちは主にトルコ系で、事件が起きるまでは、ドイツ人同様にドイツで生活をしていました。が、一瞬にして変わってし
まいました。多くのドイツ人とは異なるルーツを持っているというだけで。
日本でも異なるルーツを持つ人々に対する差別行為は随分と前から起きています。１つ例を挙げると、在日コリアンをターゲッ
トにしたヘイトスピーチです。川崎などの在日コリアンの人々が多く住む地域で行われています。NSU事件との違いは、殺人は起
きてはいないというだけです。ターゲットに対して精神的苦痛や恐怖を長期にわたり与える点は同じです。そして、この日独で起
きている民族差別問題の共通点は、政府の対策が不十分だと思われることです。
映画の序盤、ある遺族が「メルケル首相は、事件の真相を明らかにすると約束をしたのに果たしていない。なぜ家族が殺された

のかわからないまま、裁判を終わらせる気だ。」と泣き叫んでいました。このことについては、上映後に行なわれたトークセッショ
ンでも、監督が同様の発言をした上で「2021 年 9 月に行なわれた選挙で、キリスト教民主・社会同盟が第 1党にならなくて良かっ
た。」と仰っていて、正直驚きました。日本では、メルケル首相＝素晴らしい人としてクローズアップされることが多い上、政界引
退を発表してからも、ドイツ国民から高い支持率を得るなど、日本の政治家よりも国民から人気がある印象です。だからこそ、遺
族や監督の批判は意外でした。

上記のメルケル首相批判を踏まえて、1つ思うことが、監督も仰っていましたが、
ドイツでは現在、NSU事件についての取り上げ方が不十分だということです。メ
ルケル首相は難民を積極的に受け入れ、かの有名なリヒャルト・フォン・ヴァイ
ツゼッカー元大統領の“過去に目を閉ざす者は、現在にも盲目になる”という演
説を現代に息づかせている 1人です。それに加えて、ドイツは 2021 年の世界報道
自由度ランキングでも 13 位に位置していて、決して NSU事件を取り上げること
は難しくなく、AfD（ドイツのための選択肢）などの極右といっても過言ではない
政党が勢いづく今、取り上げるべき内容ではないかと強く感じました。それと同
時に、報道の自由度ランキングがドイツよりも低く、メディアによる政権への忖
度の問題が議論されている日本だったら、どうなってしまうのかと思いました。
ドイツで起きた NSU事件について、映画を観て、決して対岸の火事だと考える
べきではないと思いました。他国で起きている良いことも悪いことも、どこかで
つながり、自国でも起きていると感じます。臭いものに蓋をするのではなく、目
をそむけず知ること、調べることが、自分たちにできる大切なことだと思いました。

2000 年から2007 年にかけて、ナチ・アンダーグラウンド（Nationalsozialistischer Untergrund, NSU）というドイツのネオナチ組織が、

映画映画映画紹介紹介紹介紹介
Die Kulturkiste

＝文化の玉手箱＝

事務局からのお願い

自転車をご寄付いただけませんか？
事務局では、近場へのお使い用に自転車を必要としています。もし会員の方で、まだ使える安全な自転車をお持ちで、もう使う
予定がない、という方がいらっしゃったら、その自転車をご寄付いただけませんでしょうか？できれば事務所まで乗って持ってき
ていただけると助かります。まずは事務局にご一報ください

イスラーム映画祭公式ホームページより

『痕跡　ＮＳＵナチ・アンダーグラウンドの犠牲者』
原題：SPUREN - DIE OPFER DES NSU
監督：アイスン・バデムソイ
制作国：ドイツ
上映時間：81 分
紹介：イスラーム映画祭実行委員会
この映画は、2021 年 11 月 6 日から 11 日まで渋谷
ユーロスペースにて開催された「イスラーム映画
祭６」にて紹介されました。
http://islamicff.com
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2021年ドイツ流行語大賞の紹介：Wellenbrecher（ヴェレン -ブレッヒャー）
小野 竜史（編集員）

　毎年ドイツ語協会（Gesellschaft für deutsche Sprache）が発表するドイツの流行語大賞、2021 年の流行語は「Wellenbrecher（ヴェ
レンブレッヒャー）」でした。「Welle（波）を brechen（壊す、打ち消す）する人やモノ」という意味で、ふつうは港の岸壁などを
保護する「消波ブロック」、いわゆるテトラポッドなどを指します。しかしここ数年は「コロナ流行の波を打ち消す対策、それを主
張・指揮する人」という意味でも使われています。2020 年の「Corona-Pandemie（コロナ流行）」に続き、2年連続でコロナに関す
る言葉が大賞になりました。今後これらの言葉がドイツ語の中に定着せず、流行語
で終わるよう、Wellenbrecherが効を奏すのを願うばかりです。
　ちなみにWellen と brechenについては、”Treffen sich zwei Wellen, sagt die eine, ich 
glaube, ich muss gleich brechen.”というジョークがあります。ふつうに考えると「二
つの波が出会った。一つの波が言うには「もうすぐ崩れそう」。」というくらいの意
味なのですが、brechenには「（悪酔いなどで）嘔吐する」という意味もあり、その
場合の波のセリフは「もう吐きそう」ということになります。
　言葉遊びはそのくらいにして、流行語の第 2～ 5位には、次のような言葉が選ば
れました。コロナ流行を思わせる言葉だけではなく、夏の気象災害と、年末のショ
ルツ政権発足にかかわる言葉がならんでいます。

2  ．SolidAHRität（ゾリダアアリテート）：洪水にみまわれた Ahr（アール）川流域の被災者への連帯（Solidarität）。元々は被災地へ
の救援プロジェクトの名称とのこと。
3  ．Pflexit（プフレグズィット）：厳しい労働条件や低賃金などの理由により、看護・介護（Pflege）の現場から職員が離職していな
くなる（exit）現象。
4  ．Impfpflicht（イムプフ -プフリヒト）：コロナ対策のワクチン接種（Impf）の義務（Pflicht）。
5  ．Ampelparteien（アムペル -パアタイエン）：各党のシンボルカラーが赤・緑・黄であることから信号（Ampel）連立と呼ばれる
連立政権を組む、社会民主党（SPD）、緑の党（Die Grünen）、自由民主党（FDP）の 3政党（Partei）。

他の流行語と審査講評は、ドイツ語協会ウェブサイト（https://gfds.de/wort-des-jahres-2021/）で読むことができます。またスイスでも、
公用語ごとに流行語が発表されており、こちらのウェブサイト（https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/aktuell/news/detailansicht-news/
event-news/wort-des-jahres-2021/）で見ることができます。ドイツと同じく、コロナ流行にかかわる言葉がならんでいます。



優勝作品紹介
昨年、日独交流 160 周年記念事業として、ドイツ大使館後援のもと、当協会
とベルリン独日協会共催の「日独Manga コンクール 2021」を実施しました。
テーマは「遠くて近い日独関係」。今回、優勝作品を公開いたします。

②③④

⑥⑦⑧
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作品名：日本の中の「ドイツ」　　作者：北口みきさん
作者コメント：ドイツに行くには片道12 時間以上も飛行機に乗らなければならず、なかなか気
軽にはいけない遠い国ですが、実は身近な国内にもドイツを感じられる場所があるということを
伝えたくてこの漫画を描きました。ドイツ兵たちが残したものに囲まれていると、日本にいるの
にまるでドイツに来たような気がしてきます。少しお堅い内容になってしまいましたが、この漫画
を通じて日独交流の歴史に興味を持つ人が増えてくれたら嬉しいです！

「日独Mangaコンクール」の入賞者には下記ご協力団体・企業よ
り賞品をご提供いただきました。ご支援に心より感謝いたします。
富士フイルムホールディングス株式会社、一般財団法人日本玩
具文化財団、日本緑茶センター株式会社、エア・ウォーターア
グリ＆フーズ株式会社（旧：大山ハム株式会社）（順不同）

①②

⑤⑥

13



14

11 月 12 月の活動報告

ドイツ語講習会　2021 年度下半期コース
火～日曜日
Deutschkurse in der JDG Oktober 2021 - März 2022
jeden Di.-So.
第４回 Hör mal zu!  「ドイツにおける日本マンガの受容と日
本マンガのドイツ語翻訳あれこれ 」
Hör mal zu! (4) Die Aufnahme japanischer Manga in Deutsch-
land und ihre Übersetzung ins Deutsche
11/8 ㈪　17:00 ～ 19:00
Datum: Mo.,8.11.2021, 17.00-19.00
講師：大塚萌 先生　千葉大学　国際教養学部特任助教
　参加者34名。日独交流160周年記念事業「日独漫画コンクー
ル・展示会」の併催事業。もともとドイツには国産マンガ市場
がなく、日本の翻訳マンガブーム（1998 年）を『ドラゴンボー
ル』と『美少女戦士セーラームーン』が牽引した、特に少女マ
ンガ需要が高いのが特徴であるとの説明。「セーラームーン」は、
少女向けのコンテンツが不足していたドイツにおいて新しい
ブームを生み出し、駅のキオスクなどでも販売が当たり前に
なったことから定着。日本の既刊作品の翻訳が落ち着き、日本
の新刊を翻訳する段階に入っている。
　後半は実際の翻訳で起きる問題を説明。マンガはイラスト部
分と文字部分で成立。文字のみのメディアと比べ、マンガには
下記 3種類の文字情報があるため複雑になる。
　①セリフ：マンガの中では、登場人物たちのセリフは主に「ふ
きだし」と呼ばれる専用スペースに配置。
　②イラスト中の看板やポスターなどに描き込まれた文字。
　③オノマトペ：マンガに特徴的な要素として擬音語や擬態語
を文字で表現。物語中で起こっている音や登場人物たちの心情、
その場の雰囲気などを表す。
特徴的な実例
　①文字でもありイラストでもある部分はそもそも翻訳すべき
か、オノマトペはどのように翻訳するか 。
　②独特な文化をどう訳するか、ドイツに生存しない「セミ」
の鳴き声の翻訳は？
　③言語の特徴によって訳しづらい部分をどう訳すか、人称代
名詞を含んだ翻訳など。
　上記について具体例を挙げて説明。特に後半の翻訳につては
参加者から多くの質問があり時間を延長しての開催、日独翻訳
の観点からも興味深い講演となった。 （柚岡 一明）
 

独逸塾
Gesprächkreis: Neuigkeiten aus Deutschland
11/15 ㈪ 　19:00 ～ 21:00
Datum: Mo.,15.11.2021, 19.00-21.00
　参加者 26 名。2021 年 10 月 5 日の Die Welt紙の、ノーベル
物理学賞をドイツ人 Klaus Hasselmannが受賞した記事を読む。
受賞理由は気候変動は人間の活動が原因だと証明した点。ドイ
ツはここ 2年間でノーベル物理賞、化学賞を計 4名を輩出し
全員がマックスプランク協会に属している。ドイツ人の発明、
発見の底力を感じる。ファイザー社のコロナワクチン開発者ト
ルコ系ドイツ人経営者シャヒーン氏とツルジ氏両名とシュピー
ゲル記者との対談も読む。
1）現状問題のデルタ株はファイザー社のワクチンを 3回目
接種すれば十分コントロール可能。
2）デルタ株は変異株であり「スーパー突然変異」ではない。
3）ワクチンの量は十分確保しており生産体制に心配はない。
4）5～ 11 歳までの子供用ワクチンが承認待ちである。
5）ワクチンはアフリカでも生産できる体制を作る。
　ノーベル物理学賞の記事で「ブラックホールの形成が一般相
対性理論予測の裏付であることの発見」の意味が議論となった
方程式を使い計算によってブラックホールが相対性理論から自
然に導かれる存在であることを証明した。アインシュタイン自
身は 1939 年の論文でブラックホールの存在を否定していたと
のことから計算結果による発見は画期的である。 （森永 成一郎）

12/20 ㈪　19:00 ～ 21:00
Datum: Mo.,20.12.2021, 19.00-21.00
　2021年9月11日のDer Spiegel誌の「新型コロナの恐怖を我々
は持たなくなるだろう」の後半を読む。
・バイオンテック社の挑戦
1）5 ～ 11 歳までのワクチンの承認待ち（2021 年 11 月 2 日
正式認可）。
2）子どものワクチンの容量は少なくて済む。
3）ワクチンの生産量に問題はなく、来年は月に 5億回分の
生産がヨーロッパで達成される。
4）マラリアの薬を開発しており 2022 年に治験開始予定。
・バイオンテック社の企業風土
癌の研究を行っていた会社がワクチンに全力を傾けることはリ
スクでもあったが、勇気を出して取り組み報われた。
・感想
同社が当初の計画どおり順調に成長していることが感じ取れ
た。時価総額も約 9兆円とバイエル社の 1.5 倍規模へ。またト
ルコ系ドイツ人科学者兼事業家のドイツ語の表現の豊かさにも
感動した。 （森永 成一郎）
 

ドイツ時事問題研究会
Studiengruppe "Deutschland aktuell"
11/20 ㈯　15:00 ～ 17:00
Datum: Sa.,20.11. 2021, 15.00-17.00
　当月の主なトピックスは SPD、緑の党および FDPの連立交渉
の争点、CDU再建の動向、新興フリックスバス社による米グレ
イハウンド社の買収、2021 年再生可能エネルギー付加金の大幅
引き下げ，好調な労働市場と専門職不足、製造業による 2019
年の気候保護関連投資額が 2009 年の 2倍に大幅増加、州公共
機関の賃上げ交渉の動向、経済諮問委員会による経済見通しな
どをとりあげ、背景、意味合いなどを紹介し、質疑応答を行った。
　今月のテーマは「メルケル首相－締めくくりの主要国歴訪と
残された課題」で、新井さんからメルケル首相が在任中に各国
との間に築いてきた関係、今回の訪問で各国首脳との間であ
がった話題、残された課題などについて報告いただいた。さら
に、メルケル首相の功績、今後のドイツの行方などについて、
活発な意見交換を行った。 （伊﨑 捷治）

12/18 ㈯　15:00 ～ 17:00
Datum: Sa.,18.12.2021, 15.00-17.00
当月の主なトピックスは
①　コロナ感染と連邦・州による対策の動向、連邦議会・連邦
参議院による感染防止法改正の可決
②　SPD、緑の党、FDP3党の連立基本合意とショルツ内閣の成立
③　ベアボック新外相のフランス、EU、NATO訪問と G7 外相
会議出席
④　ショルツ新首相のポーランド訪問時の話題
⑤　リントナー新財政相のフランス訪問と対仏関係の課題
⑥　EUが計画する 3,000 億ユーロの対途上国インフラ・水素
液化・医療支援のねらい
⑦　年内に予定される原発 3基の停止と電力供給への影響
などをとりあげ、質疑応答を行った。
今月のテーマでは、①「連立協定に見る新政権の政策」と題し
て、新井さんから連立交渉での争点および気候変動・電気自動
車・住宅建設・最低賃金など主な合意事項と内容を紹介いただ
き、質疑、②伊崎から新政権の閣僚のプロフィール・課題など
を紹介した。また、③二片さんから「ジェトロ白書に見る日独
関係」と題して、最新のデータに基づいて産業・貿易関係と動
向を報告いただき、活発な意見交換を行った。 （伊崎 捷治）
 

シュプラッハトレッフ（日独言語交換会）
Sprachtreff
11/20  12/18 ㈯　19:00 ～ 20:20
Datum: Sa.,20.11.2021, / 18.12.2021 19.00-20.20
11 月は日独合わせて 24 名、12 月は 17 名の方々にご参加いた
だきました。12 月は年の瀬ということもあり、通常よりも少
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人数での開催となりましたが、参加者の方々には変わらず楽し
んでいただけたようで何よりです。
そして 11 月には、新たなモデレーター、ノラ・カンドゥッスィ
（Nora Kandoussi）さんが来てくれました！日独協会で現在研修
生及びドイツ語講座講師としてご活躍いただいているマリア・
クラーセン（Maria Claßen）さんのお友達です。お二人とも日
本語能力及びコミュニケーション能力が非常に高く、
Sprachtreffの大きな支えとなっています。ノラさんは今後も定
期的に Sprachtreffでモデレーターをしてくれますので、参加者
の方々はぜひお楽しみに！
また、最近のグループ分けは、日本人とドイツ人が 2名ずつと
モデレーターが 1人を目安に行っています。この程度のグルー
プ規模が、多くの参加者の方々やモデレーターにとって最も話
しやすい人数なようです。アンケート等のご意見をもとに改善
を続けていきますので、お気づきの点がございましたら、お伝
えいただければ幸いです。ご参加お待ちしております。
 （伊藤 退助）
 

ドイツ・オーストリアの秋の味覚、
フェーダーヴァイサー / シュトルムを味わおう 5
Neuer Wein, alte Tradition -Federweißer stürmt Tokyo-
11/21 ㈰ 1 回目 14:00 ～ 15:00　2 回目 16:00 ～ 17:00
協会セミナールーム
Datum: So.,21.11.2021, ①14.00-15.00　②16.00-17.00
Ort: Seminarraum der JDG
　参加者1回目13人、2回目12人。昨年はオンラインでの開催
でしたが、今年は久々の対面試飲会となりました。感染予防の
ため、参加者人数を制限し、同じ内容で 2回行いました。
　発酵途中を味わうため、今しか味わえないフェダーヴァイ
サー（オーストリアではシュトルム）の赤白の試飲のおともに
ドイツ風の軽食盛り合わせ、そしてドイツのパスタ「シュペッ
ツレ」作りを実演していただき、熱々を皆さんに味わっていた
だきました。ベーコンとチーズのコクが効いたシュペッツレは
絶品で大好評！酸味があり、微炭酸のフェダーヴァイサーとの
相性もバッチリでした。お料理を準備、ご提供いただきました
のはドイツレストラン「カッツ・ロイファー」（溝の口）の石
切山さんご夫婦です。美味しい時間をありがとうございまし
た！久々の対面イベントで、スタッフも準備や後片付けの勘が
鈍っており、バタバタしましたが、参加者の皆さんが楽しんで
くださっていたようでうれしかったです。
　「カッツ・ロイファー」さんのサイト↓
　https://katze-laeufer.jimdofree.com/

 

第 8 回　ぶらドイツ特別編 日独交流160 周年記念講演会と散歩
「日本の鉄道建設に貢献したドイツ人技術者たち〜昔と今〜」
Buradoitsu: Deutsche Ingenieure, die zum Bau der japanischen 
Eisenbahnen beitrugen
11/28 ㈰　13:00 ～ 15:00
Datum: So.,28.11.2021, 13.00-15.00
このイベントの詳細レポートは本誌 2ページに掲載しています。

第 5 回 Hör mal zu!  （オンライン）
観光だけじゃないよバイエルンは
〜電気自動車の普及と市民社会の変化〜
Bayern ist nicht nur ein Land des Tourismus. Elektrofahr-
zeuge und die Veränderung der Zivilgesellschaft
12/6 ㈪　17:00 ～ 19:00　日本時間
Datum: Mo.,6.12.2021, 17.00-19.00
講師：ミュンヘン・ジェトロセンター所長　高塚一（たかつ
か はじめ）氏
参加者 32 名。南ドイツ・バイエルン州はミュンヘン、ニュル
ンベルク、レーゲンスブルク、ロマンティック街道など豊富な
観光資源を持ち、世界各地から観光客が押しかけている。
一方、同州はドイツの主要な産業集積地のひとつで、地元企業
のみならず、外国からの投資が活発。州政府はスタートアップ
企業を積極的に支援している。特に電気自動車の産業集積地と
して脚光を浴びている。高塚所長には電気自動車の急速な普及
に伴う社会や雇用の変化、ビジネス活動、さらにコロナ禍での
一般社会の変化、総選挙後の連立政権の動きなど幅広い分野で
最新の状況を講演頂いた。
解説項目：
1．州における新型コロナウイルスの最新動向と経済への影響
2．州にとっての自動車産業の重要性、2021 年 9 月、ミュンヘ
ンで初開催された「IAAモビリティ」見本市開催、連邦政府の
支援策、充電施設の普及状況・充電施設への政府の支援、ドイ
ツ自動車メーカーや部品メーカーの EV対応状況
3．欧州、ドイツ、バイエルン州における日本企業の投資
4．州のスタートアップ企業の状況・特徴。日本企業とバイエ
ルン州スタートアップ企業の協業の可能性
5．総選挙後の連立政府の動きと日独関係の変化
　参加者からは感染者の東部への集中、州越えの人流の制限、
英国の EU離脱後の日本企業の投資先の変化、EV 化による政
府の支援策と労働界の反応、失業予測、新政権による日独関係
の変化などの具体的な質問が投げかけられ、各々講師より丁寧
に説明を頂き、大変好評だった。希望多数により後日講演資料
を配布。
　2022 年も Hör mal zu!を開催します。ご期待ください。
 （柚岡 一明）
 

ベルリン便り「オンラインクリスマス会」

12/23 ㈭　17:00 ～ 19:00
Datum: Do.,23.12.2021, 17.00-19.00　参加者 17 名
　12 月 23 日に、日独協会元研修生でベルリン在住のヴィラー
トあこさんに、今のベルリンの様子を聞くことができ、おしゃ
べりもできるイベント「ベルリン便り」の「オンラインクリス
マス会」に参加させていただきました。
　お話を聞いて特に驚いたのは、ドイツは 26 日もクリスマス
（！）ということでした。（25 日は „1. Weihnachtsfeiertag（クリ
スマス 1日目）“、26 日は „2. Weihnachtsfeiertag（クリスマス 2
日目）”。）
　ご家族と食卓を囲み、伝統料理を食べ、また 2日目のクリス
マスには別の親戚の家に行き、食卓を囲んだりもするというお
話に、「日本のお正月に近い感じがしますね」という感想もあり、
なるほど確かに！と思いました。
　またクリスマスの食事やお菓子も、ガチョウの丸焼きをはじ
め、気になる食べ物を沢山紹介していただきました。
Vanillekipferl（バニラキプフェル）や、クリスマスマーケット
でいい匂いをさせている Gebrannte Mandeln（ゲブランテ・マ
ンデルン）は、レシピがインターネット上にも沢山掲載されて
おり、おうちでも作れるとのこと。今年のクリスマスの時期に
は、お菓子作りにチャレンジし、ドイツのクリスマス気分を味
わってみようかなと思いました。 （小林 さとこ）
 

※上記イベントは全てオンライン開催。記載時刻は日本時間。
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読書はいかがですか

マリア・クラーセン（日独協会研修生）

　読者の皆さん、こんにちは。年末年始はいかがお過ごしだったでしょうか。ご家族と
一緒に過ごされたのでしょうか。私は、家族と一緒に穏やかなクリスマスとお正月を過
ごしました。久しぶりに本を読んだりする時間もありました。読書は私の一番好きな趣

味だと言っても良いでしょう。なぜかというと、想像力を自由に働かせるからです。それに、自然とたくさんの言葉が身に付くので、
自分が想像したことも豊かに表現できるようになるのです。小説やポエムなどを読んだら、精神的に成長するだけではなく、実際
に活用できる知識も数多く得られると思います。
　さて、冬休みのある日にお茶を飲みながら本を読んでいた時、ふと思い浮かべました：初めて日本語で本を読んでみた時のことを。
そのとき読んでみた本は、「名探偵コナン 55巻」でした。私はずっと前から名探偵コナンが好きで、いつか日本語で読んでみたい
なと強く思っていました。そこで十年前ぐらいにデュッセルドルフの小さな日本の本屋さんで念願の本を手に入れました。今は、
それをまるでドイツ語のように読めるのですが、その時は、思ったよりも難しくて、単語や表現文型などを調べることで精いっぱ
いでしたので、ただの5ページを読むのに一週間ぐらいかかってしまいました。それでも非常に楽しくて、もっともっと読み続け
たい気持ちが湧いてきました。なお初めて読み終えた本は、「青空」という非常に悲しい小説で、それを読んでいた時、いつも鉛筆
でルビを付けたり、語彙の翻訳をメモしたりしておきました。その後すぐ江戸
川乱歩の「二銭銅貨」という短編推理小説を一気に読み、次の本に移ってしま
いました。何かの不思議な病気にかかったようにもう止められなくて、それ以
来日本語でも読書依存です。
　皆さんもよく読んでいらっしゃるのでしょうか。ドイツ語で読んでみたこと
があるのでしょうか。難しくて、できそうもうないので止めておこうと思って
しまう人も多いかもしれません。確かに、外国語で本を読んだりするのに勇気
と忍耐力が必要なのかもしれませんが、それよりももっと大切なことがありま
す。それは、読書を楽しんで夢中になることです。自分の母語にも、読めても
ちゃんと理解できていない単語がたくさんあるのです。なので外国語で読むと
きにも、全部正確に理解できているか、一度出てきた単語をちゃんと覚えてい
るかと自分を責めないで、ただ小説で広がる世界に深くダイブしましょう。

Maria Claßen (Praktikantin der JDG)

Hallo zusammen, liebe Leser und Leserinnen! Ich hoff e, Sie hatten einen wunderbaren Start ins Neue Jahr. Vielleicht 
haben Sie ja mit Ihren Familienmitgliedern gefeiert? Ich selbst jedenfalls habe zusammen mit meiner Familie eine 
angenehme Weihnachtszeit und eine schöne Silvesternacht verbracht und sogar seit Langem mal wieder die Zeit 
gehabt, ein Buch zu lesen. Lesen ist meine absolute Lieblingsbeschäftigung, weil man seiner Phantasie freien Lauf lassen 
kann und man außerdem wie im Vorbeigehen eine Menge neuer Worte und Redensarten aufnimmt, die man sogleich 
nutzen kann, um die Dinge auszudrücken, die man sich in seinem Kopf ausmalt. Wenn man Romane, Gedichte oder 
anderes liest, hilft es einem nicht nur dabei, geistig an Reife zu gewinnen, sondern man lernt auch allerhand Nützliches. 

Als ich an einem der Tage in den Winterferien so da saß und teetrinkend ein Buch gelesen habe, fi el mir plötzlich ein, 
wie ich das erste Mal versucht habe, ein Buch auf Japanisch zu lesen. Bei dem Buch, das ich damals gelesen habe, 
handelte es sich um den fünfundfünfzigsten Band von "Detektiv Conan". Ich habe Detektiv Conan schon immer heiß 
und innig geliebt und wollte es immer einmal auf Japanisch zu lesen versuchen. Also ging ich vor ca. 10 Jahren in 
einen der japanischen Buchläden in Düsseldorf und kaufte mir dort den langersehnten Manga. Mittlerweile macht es 
für mich fast keinen Unterschied mehr, ob ich auf Japanisch oder Deutsch lese, aber damals war es viel schwerer als 
gedacht, weil ich fast jede Vokabel und viele Grammatikformen nachschauen musste. Darum habe ich fast eine 
Woche gebraucht, um läppische 5 Seiten zu lesen. Trotzdem hat mir das Lesen damals viel Spaß gemacht und in mir 
wuchs der Wunsch, mehr und mehr zu lesen. Das erste Buch, das ich durchgelesen habe, hieß „Aozora“. Es war ein 
furchtbar trauriger Roman. Während des Lesens, habe ich mir immer über die Kanji Lesehilfen geschrieben und die 
Übersetzungen der Vokabeln in ein kleines Buch notiert. Im Anschluss daran habe ich Edogawa Ranpos kurze 
Kriminalgeschichte „Nisen dōka“ verschlungen. Danach war es als hätte mich eine mysteriöse Krankheit erwischt und 
ich konnte einfach nicht mehr aufhören, zu lesen. Seitdem bin ich auch auf japanisch eine Leseratte. 

Lesen Sie auch gerne? Haben Sie einmal versucht, ein Buch auf Deutsch zu lesen? Ich vermute, dass einige von Ihnen 
wohl denken, dass es viel zu schwierig ist, auf Deutsch zu lesen, und Sie deshalb lieber gar nicht erst anfangen. Es 
verlangt einem in der Tat einigen Mut und viel Geduld ab, wenn man auf einer Fremdsprache liest, aber ich denke, 
dass es etwas viel Wichtigeres als das gibt. Und zwar die Begeisterung am Lesen. In der eigenen Muttersprache gibt 
es auch viele Wörter, die man zwar lesen kann, aber eigentlich gar nicht genau versteht. Deshalb muss man sich auch 
keine Gedanken darüber machen, ob man beim Lesen auf einer Fremdsprache alles ganz genau verstehen kann, oder 
ob man sich jede neue Vokabel auch wirklich gemerkt hat. Lasst uns einfach tief in die Welt, die sich dort in den 
Büchern für uns ausbreitet, hineintauchen und sie genießen!

研修生のコラム

マリアの
日記
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お知らせ
Mitteilungen

■事務局での事務取扱時間と冬休み
　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。

■アルバイト募集
　経理・出納の補佐（アルバイト）を募集しています。出勤は週
3日程度。 経験は問いませんが、人数が少ない事務所内で庶務
的業務などもお願いするため、柔軟に対応できる方、スタッフや
会員と円滑にコミュニケーションが取れる方を希望しています。
お問合せ・応募は柚岡（ゆおか）一明常務理事まで。
電話：03-5368-2326　　メール：jdg@jdg.or.jp

■お料理動画公開中
次期研修生マヴィン・アルバトさんによる「ドイツのおばあ
ちゃん直伝レンズ豆のスープ」料理デモンストレーション動画
を協会YouTubeチャンネルにて公開中です。お料理だけでなく、
最新設備の整ったドイツのキッチンも見ることができます。
https://youtu.be/DEWLecxz7BI

Die Brückeの誌面を改善します
　編集部では、会員の皆様に興味を持っていただけるよう誌面作りをしてきましたが、内容を盛り込もうとしたあげく読者にとっ
て読みづらくなっていることに気づきました。そこで 4月号からは、余白、文字の大きさ、改行間隔を広げ、協会の活動報告や
会員の動向、交流、投稿にこれまでよりも重きを置いていく予定です。
　イベント等の活動報告に関しては、なるべく参加者に執筆いただく予定です。また、おすすめのドイツ語圏の映画・本・音楽
などの文化に関する紹介やレビュー、ご自身とドイツもしくは日独協会との関わりを紹介する連載「私とドイツ」、表紙の写真
とそれについての紹介記事も会員の皆様からの投稿やご提案をお待ちしております。興味がある方は執筆前に編集部にご相談く
ださい。事務局から執筆をお願いすることもあります。ぜひお引き受けいただければと思います。
　会報誌に広告掲載やチラシの封入をご希望の場合も編集部までご相談ください。料金、部数等ご案内いたします。

日独協会機関紙「Die Brücke 架け橋」第 722 号　　2022 年 2 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

■前号で紹介された福田緑さん撮影によるリーメンシュナイ
ダー写真展（国分寺の司画廊）を訪問者第一号として訪れま
した。深い思索と悲しみを表情に湛えた彫刻群には、こうし
た素晴らしい写真によっても心を打たれますが、実際に目に
して得られる感動もひとしおです（本号中の拙稿ご参照）。私
事ですが、本号で久保氏が紹介された日本の鉄道とドイツと
の縁は、父まで 3代にわたる国鉄ファミリーの血を受け継ぐ
者として、興味深いものでした。そこで触れられた新橋駅前

の広場に置かれている蒸気機関車 C11 型 292 号機は、機関
士だった祖父が実際に姫路第一機関区を本拠に日々乗ってい
たもので、祖父は本機が坂を上る時に出す音の癖まで覚えて
いました。郷里を離れて久しい私の心の拠り所として、銀座
界隈の待ち合わせは、少々遠くてもここに決めています。（松）
■松田氏のコラム、興味深く読ませていただきました。こ
のコラムに出ている町や、ベルリンからのレポートにある
のみの市にコロナ後に訪問したいと考えています。（金）

編
集
後
記

ドイツ関連の催物

（Veranstaltungen mit Deutschlandbezug）

オンライン展示会

「日独交流 160 年軍事協力を越えて」
ドイツ大使館とコンラート・アデナウアー財団が制作したオン
ライン上の歴史博物館。日本とプロイセンが国交を結んでから
現代にいたる軌跡を、たくさんの写真、資料、動画で詳しく解
説しています。
https://germanyinjapan160.com

企画展

「どうぶつかいぎ展」
『動物会議』は、ドイツの作家エーリヒ・ケストナーの小説。
動物たちの視点から、戦争を続ける人類をユーモアたっぷりに
皮肉った絵本です。作品を通じて送られたケストナーのメッ
セージを 8人のクリエイターがアート作品として表現します。
日程：2022 年 2 月 5日㈯～ 4月 10 日㈰
会場：Play! Museum 
（東京都立川市緑町 3-1 GREEN SPRINGS W3）
電話：042-518-9625

「世界のブックデザイン展」
2021 年 6月に発表された「世界で最も美しい本 2021 コンクー
ル」の受賞図書とともに、日本の「造本装幀コンクール」をは
じめ、ドイツ、オランダ、スイス、中国で開催されたコンクー
ル入賞図書を加えた約 130 点が展示されます。
日程：2022 年 4 月 10 日㈰まで
会場：凸版印刷株式会社 印刷博物館
　　　東京都文京区水道 1丁目 3番 3号 トッパン本社ビル
電話：03-5840-2300

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