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表紙の言葉
人生初のドイツ旅とシュパーゲル

2011 年の 5月に、初めてドイツを旅しました。
ベルリンとライプツィヒに滞在した旅の目的は

大きくふたつで、ひとつはこの年にライプツィヒ
で行われた、作曲家グスタフ・マーラーの記念フェ
スティバル、そしてもうひとつが旬を迎えるシュ
パーゲルを満喫することでした。

ドイツの食文化といえばビールとブルスト、そし
てブロートとばかり思っていましたが、季節の味で
あるシュパーゲルが、どれほど愛されているかを知っ
たのはドイツ語を学びはじめてからです。せっかく
の旅行ですから、存分にこれを楽しもうと、ほぼ毎
日のように食べました。付け合わせもシュニッツェ
ル、シンケンやサーモンとさまざまです。新鮮さと
日本のとはまったく違う太さに驚き、噛めば野菜の
甘さと旨味が口中にあふれます。なるほど、この時
期これ以外の食材など不要とさえ思えます。

この旅からもう 11 年、わが家ではシュパーゲル
専用のピーラーとトング、そして専用の鍋まで揃え
てしまいました。日本でも人気が出てきたのか、3
月から 7月ころまで、さまざまな産地のシュパーゲ
ルが楽しめるようになり、この時期毎週のように食
卓に載せています。残念ながら、ドイツでのような
安価ではとても入手できませんが、ビールにも白や
ロゼのワインにもよく合う季節の味を楽しみなが
ら、つぎのドイツ旅行に思いをはせています。

金康 公彦（日独協会会員）

Zum Titelbild
Meine erste Reise nach Deutschland und der Spargel

Meine Frau und ich reisten im Mai 2011 zum ersten Mal nach 
Deutschland.
Die Sieben-Nächte-Reise nach Berlin und Leipzig hatte vor al-
lem zwei Ziele: Zum einen wollten wir das Musikfestival des 
Komponisten Gustav Mahler im Gewandhaus in Leipzig besu-
chen und zum anderen Spargel genießen, der gerade Saison hatte.

Früher dachte ich, deutsche Esskultur sei allein Bier, Wurst und 
Brot. Aber als ich begann, Deutsch zu lernen, erfuhr ich, wie viel 
Liebe dem saisonalen Geschmack von Spargel von Mai bis Juni 
entgegengebracht wird. Wir haben die Gelegenheit der Reise ge-
nutzt, um Spargel in vollen Zügen zu genießen, und haben ihn 
fast jeden Tag gegessen. Die Beilagen, die zu Spargel gereicht 
werden, variieren von Schnitzel oder Schinken bis zu Lachs. Wir 
waren vor allem von der Frische und der mit japanischem Spar-
gel nicht vergleichbaren Dicke des deutschen Spargels über-
rascht. Jedes Mal, wenn ich in ihn biss, trat der süße leicht bitte-
re Saft des Gemüses aus und löste in meinem Mund eine 
Geschmacksexplosion aus. Ich war überzeugt, dass man zu die-
ser Jahreszeit kein anderes Essen braucht.

Seitdem sind 11 Jahre vergangen und bei uns zu Hause haben 
wir mittlerweile sogar einen speziellen Schäler, eine Zange und 
einen Topf für Spargel. Vielleicht ist Spargel nun auch in Japan 
populär geworden, denn von März bis Ende Juli kann man ihn 
aus verschiedenen Produktionsgebieten genießen. In dieser Zeit 
kommt Spargel fast jede Woche auf unseren Tisch. Leider ist er 
nicht so günstig wie in Deutschland, aber während wir den saiso-
nalen Geschmack genießen, der gut zu Bier, Weiß- und Roséwei-
nen passt, denken wir an unsere nächste Reise nach Deutschland.

Kimihiko Kanayasu (Mitglied der JDG)
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新たな日独関係へ
　平素より日独協会の活動にご理解とご協力を賜り
厚く御礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症パンデミックは世界中
の社会や経済に大きな打撃を与え、日本もその影響
を避けることはできませんでした。市民や企業が多
大な影響を受け、医療に負担を強い、多様な経済制
限が課せられました。
　当協会は IT技術を活用し、当協会の活動紹介や会
員同士あるいは他の日独協会、独日協会との交流拡
大を目指し各種オンラインイベントやドイツ語講座
を継続してまいりました。このような厳しい状況に
ありましたが、法人・個人会員の皆様には常に温か
いご支援とご理解を頂き、協会運営ができましたこ
とに厚く御礼申し上げます。

　昨年は日独交流 160 周年の節目の年として、様々
な行事やイベントの開催によって、日独交流の歴史
を振り返ると共に、未来に向けた日独関係の構築の
ため、幅広い分野での理解を深め、両国の結びつき
の重要性を再認識いたしました。日独交流 160 周年
記念事業として、駐日ドイツ大使館の後援のもと、
ベルリン独日協会と共催にて「日独Mangaコンクー
ル 2021」展示会を昨年 11 月と今年 1月に開催しま
した。多くの来訪者と会員の皆様との交流ができ、
対面式イベントの重要性を体験できました。
　また、今年はドイツ、来年は日本が G7 の議長国
を務めます。国際場裡での両国の連携強化が求めら
れています。ドイツ政府は「インド太平洋ガイドラ
イン」に基づき、外交・安全保障・環境・経済など様々
な分野で、インド太平洋地域における日独間の協力
推進を強く打ち出しております。具体的には、日独
情報保護協定の締結や日独外務・防衛閣僚会合 (「2
＋ 2」)の初開催、フリゲート艦「バイエルン」の日
本寄港や共同演習など、インド太平洋地域での両国
の安全保障・防衛協力が深化しています。
　今回のロシアのウクライナ侵攻は、国際秩序の根幹
を揺るがせ、決して認められないものです。国際社会
が結束して毅然と対応することが必要です。日独両国
は、民主主義国家のパートナーとしてウクライナ支援
の拡大と対ロ制裁の強化によって、ロシア軍の撤退に
向けて一層結束することを期待しております。
　最後になりますが、新年度を始めるにあたり、会員皆
様はじめ、関係各位のご健勝を切にお祈り申し上げます。

新 年 度 を 迎 え て
Zum neuen Geschäftsjahr
古 森  重 隆
（当協会会長、富士フイルム
ホールディングス株式会社
最高顧問）

Shigetaka KOMORI
(Präsident der JDG, Exekutiv-
Berater von FUJIFILM Holdings 
Corporation

Auf zu neuen Ufern der Japanisch-Deutschen 
Beziehung
Wir möchten Ihnen aufrichtigst für Ihr anhaltendes 
Verständnis und Ihre Beteiligung an den Aktivitäten 
der Japanisch-Deutschen Gesellschaft danken. Die 
Corona-Pandemie hat Gesellschaft und Wirtschaft in 
der ganzen Welt einen harten Schlag versetzt, dessen 
Einfluss sich auch Japan nicht verwehren konnte. 
Bevölkerung und Unternehmen wurden stark in 
Mitleidenschaft gezogen und auch der medizinische 
Sektor geriet schwer in Bedrängnis. Ferner kam es 
zu vielfältigen wirtschaftlichen Einschränkungen. 

Mit dem Ziel, ihre Veranstaltungen bekannt zu 
machen und auch in diesen ungewissen Zeiten den 
internationalen Austausch zwischen den Mitgliedern 
der Japanisch-Deutschen Gesellschaft in Tokio, den 
weiteren Japanisch-Deutschen Gesellschaften im 
ganzen Land sowie der Deutsch-Japanischen 
Gesellschaften weiter voran zu treiben und zu 
erweitern, hat sich die Tokioter Japanisch-Deutsche 

Gesellschaft Informationstechnologien umfassend 
zu Nutze gemacht und vielerlei OnlineVeran-
staltungen und Deutschkurse durchgeführt. Wir 
möchten all  unseren Firmen- und privaten 
Mitgliedern für Ihre stetige herzliche Unterstützung 
und ihr Verständnis für unseren Verband in diesen 
schwierigen Zeiten danken.

Im vergangenen Jahr konnten wir anlässlich der 
160-Jahrfeier der Japanisch-Deutschen Bezie-
hungen durch eine Vielzahl von Veranstaltungen 
und Aktivitäten auf die Geschichte des Japanisch-
Deutschen Austausches zurück-blicken und im 
Sinne des Aufbaus einer zukünftigen Japanisch-
Deutschen Beziehung unser Verständnis füreinander 
in den verschiedensten Bereichen vertiefen und 
erneut die Wichtigkeit der Beziehung zwischen 
unseren beiden Ländern bekräftigen. Im Rahmen 
des 160-jährigen Jubiläums der deutsch-japanischen 
Beziehungen fand im November letzten Jahres und 
im Januar diesen Jahres unter der Schirmherrschaft 
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der Deutschen Botschaft in Tokio die mit der 
Japanisch-Deutschen  Gesel lschaf t  Ber l in 
gemeinsam durchgeführte Ausstellung „Japanisch-
Deutscher Mangawettbewerb 2021“ statt. Im 
Rahmen dieser Ausstellung konnten wir mit vielen 
Besuchern und Mitgliedern vor Ort in Kontakt 
treten, uns austauschen und auf diese Weise 
nochmals nachdrücklich erfahren, wie wichtig 
derartige persönliche Treffen sind.

Ferner wird Deutschland in diesem Jahr und Japan 
im nächsten Jahr den G7-Vorsitz innehaben und 
Gastgeber des jährlichen Gipfeltreffens der G7 
Staats- und Regierungschefs sein. Auch deshalb 
muss die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden 
Ländern auf der internationalen Bühne verstärkt 
werden. Die Bundesregierung setzt sich auf der 
Grundlage der „Indo-Pazif ik-Leitlinien“ in 
verschiedenen Bereichen, wie Diplomatie, Sicherheit, 
Umwelt und Wirtschaft, nachdrücklich für die 
Förderung der  Zusammenarbei t  zwischen 
Deutschland und Japan in der Indo-Pazifi k-Region ein.

Insbesondere die sicherheits- und verteidigungs-
politische Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Ländern im indopazifischen Raum hat sich mit 
dem Absch luss  des  deu t sch - j apan i schen 
Informationsschutzabkommens, dem ersten Treffen 
d e r  d e u t s c h - j a p a n i s c h e n  A u ß e n -  u n d 
Verteidigungsminister („2+2“), dem Hafenbesuch 
der Fregatte „Bayern“ in Japan und gemeinsamen 
Übungsmanövern der Marine im Pazifi k vertieft.

Die russische Invasion in der Ukraine hat die 
Grundfesten der internationalen Ordnung erschüttert 
und ist keinesfalls hinnehmbar. Die internationale 
Gemeinschaft muss geschlossen und entschlossen 
reagieren. Als Partner zweier demokratischer Staaten 
hoffen wir, dass Japan und Deutschland noch 
geschlossener für den Abzug der russischen Truppen 
aus ukrainischem Hoheitsgebiet eintreten werden, 
indem sie ihre Unterstützung für die Ukraine ausweiten 
und die Sanktionen gegen Russland verschärfen.

Abschließend möchte ich zu Beginn des Neuen 
Jahres all unseren Mitgliedern und allen Beteiligten 
beste Gesundheit und viel Erfolg wünschen.

「どうぶつかいぎ展」
田中 洋（杏林大学外国語学部 専任講師）

　2月上旬、立川は PLAY! MUSEUMで始まったば
かりの「どうぶつかいぎ展」を観てきた。展示のタ
イトルを聞いてピンときた方も多くいることだろう。
そう、原作はエーリッヒ・ケストナーが 1949 年に出
版した『動物会議』（Die Konferenz der Tiere）で、人
間の子供たちの未来を案じた動物たちが国際会議を
開き、大人たちに立ち向かうという筋立てだ。以前
本誌でも紹介したケストナー版の『ほらふき男爵』
などと同様、こちらもヴァルター・トリアーが挿絵を
担当している。ケストナーと言えば、わが国では『エー
ミールと探偵たち』や『飛ぶ教室』がよく読まれ児
童文学のイメージが強いが、こと『動物会議』に関
しては、トリアーの可愛らしいイラストの背後に作家
の壮絶な戦争体験や政治へのまなざしが窺われる。
　本展は 8人のアーティストが『動物会議』をそれ
ぞれの視点で捉え、イラストや造形、映像作品によっ
てケストナーの世界を表現している。原作は子供が
親しめる可愛らしい絵柄だが、そのメッセージはなか
なかどうして強烈だ。そうしたケストナーの精神とで
も呼べるものは本展の作品にも確かに息づいている。
すなわち、可愛いだけではない、一筋縄では行かな
い作品が待ち受けているのだ。筆者としては特に第 5

幕「子どもたちのために！」が一押しである。菱川勢
一氏のインスタレーション作品「いざ、動物会議」で
は、広く仄暗いスペースに動物を模した毛玉の塊が
蠢いている。目線を上げると、壁にかけられた額縁
に様々な素材で動物の顔（？）が表現されており、そ
こに目や耳や鼻が映像で映し出され、さらには動物
の鳴き声が方々から聞こえて来る。不思議な雰囲気
と音のリズムもあって、現代アートに親しみがなくと
も、また小さな子供でも思わずワクワクさせられるは
ずだ。他にも、紙とセロハンテープで作られた独特
のテクスチャーの動物たち、不思議な表情のぬいぐ
るみや覗いて楽しめる映像作品、動物たちのユニー
クなイラストなど、親子であれこれコメントしながら
観てまわるのも良いし、大人であれば時間を気にせ
ず一つ一つの作品を純粋に「アート」としてじっくり
味わうという楽しみ方もあるだろう。同時開催中の「ぐ
りとぐら しあわせの本」展にもぜひお立ち寄りを。
（4月 10 日㈯まで立川 PLAY! MUSEUMで開催）

展覧会展覧会展覧会展覧会
Die Kulturkiste

＝文化の玉手箱＝

「灯籠影絵」鴻池朋子／ 2020 年
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講座ピックアップ

ドイツ語圏の知という豊かな海に漕ぎ出すために
「歴史・社会・文化研究のための基礎ドイツ語」

柳原 伸洋
（当該講座講師、東京女子大学歴史文化専攻教員・

アウクスブルク大学客員研究員）

　ドイツ語圏は、文学や哲学のみならず、歴史・社会・
文化研究の分野でも世界的に重要な成果を上げてい
ます。これらにアプローチできれば、一気に「知の
世界」を拡げることができます。今、日本の多くの
大学ではドイツ語精読を地道に続けることが難しい
カリキュラムになっています。そこで本講座では、
文の構造から文意・語源まで考えながら地道にドイ
ツ語をせっせせっせと「亀の歩み」で読んでいきます。
　ドイツ語で書かれた論文や解説文のなかから一ヶ
月でワンテーマを決めて読みます。ですので、月ご
との講座参加も可能な設定になっています。この
テーマ決めも受講生の希望を聴きつつ、なるべくそ
れに近づけるようにテキスト選びをしています。今
までのテーマを紹介しておきましょう。

2020 年
9 月： パブリックヒストリー（公共の歴史）に関する入門書
10 月： ナショナルヒストリーとグローバルヒスト

リーに関する最新の研究まとめ
11 月：戦後ドイツにおけるポーランド関係
12 月：大学院入試ドイツ語の過去問題

2021 年
1 月：ナチ・ドイツ時代の芸術雑誌（同時代資料）
2 月：ジョージ・モッセ『大衆の国民化』の書評文
4 月：バイエルン史の入門書
5 月： ハンナ・アーレント『全体主義の起源』の書評文
6 月：強制収容所における「玩具」（一般向けの書籍）
7 月： ユルゲン・ハーバーマス「一種の損害補償」

の原文と日本語訳 2つとの対照比較
9 月：ヒトラー『わが闘争』の注釈版
10 月：東ドイツの言語
11 月・12 月：大学院入試ドイツ語の過去問題

2022 年
1 月：オーストリア現代史
2 月：ドイツ・ポーランド共通教科書

　2020 年10月の論稿は、「ドイツ連邦政治教育センター」
が発行しているもので、インターネットで「Nationalgeschichte 
und Globalgeschichte, APuZ」と検索すると出てきま
すので、ぜひご覧ください。学問が積み重ねてきた
知見が反映された読み応えのあるものです。
　列記したように、テーマは人文社会科学を中心に
幅広いものになっています。ただし講師の専門がドイ
ツ近現代史であることから偏りはあります。これは専
門性という観点からは避けられないのですが、新規
講師による分野開拓など今後の改善を目指したいと

思います。もちろん全文を読むわけではなく、本当に
短い部分を丁寧に読んでいきます。同時にドイツ語知
識だけではなく、学問の入り口や大学院などで必要と
される知識や思考法、また調査方法に至るまでお伝
えもしますし、文法書や研究書の情報交換もしていま
す。また、大学院入試ドイツ語も扱っているように、
大学院受験の口頭試問対策も視野に入れた講座です。
　この講座は ZOOMを用いてオンラインで開講し、
グループワークを活用しています。講師が一方的に
話をするのではなく、グループワークを利用して参加
者それぞれがドイツ語の文にどう取り組んだか、解釈
したのかを互いに知り、そこでの訳の疑問点や議論を
全体の場で報告してもらいます。そうして一文一文を
丁寧に解釈していくことで、ドイツ語を読むための言
わば「足腰」を鍛えるのです。これは学術論文を読
むためだけではありません。たとえれば「駆け足、マ
ラソン、競歩、徒歩、登山」とも呼ぶべき多種多様な
ドイツ語文章にも対応できるような基礎体力づくりが
できます。そして、このグループワークは、本講座の
別の目標とも関わっています。それは学問のドイツ語
履修者間の「交流」です。コロナ禍は私たちのコミュ
ニケーションを寸断しました。しかし同時にオンライ
ンは強化されました。この強みを活かし、日本全国そ
して世界中の学問ドイツ語にチャレンジしたい人びと
をつなぎ、いつかどこかで受講生同士が対面でも交
流してほしいという願いがあります。苦境を好機とす
ることを目指しています。実際に北海道や広島など、
さらにはドイツからの参加もあります。そして、その
月の最終週にはオンライン交流会（自由参加）を催し
て、雑談を通じた情報交換を行っています。
　2022 年 4月からの新学期からは、プロイセンの歴
史と記憶やドイツ・ポーランド共通教科書の別の箇
所を予定しています。もちろん大学院入試問題にも
取り組みます。さらに、思想史や現代的テーマを扱っ
た論稿にもチャレンジしたいと思います。とくに
2022 年 2月末に始まった「ロシア・ウクライナ戦争」
について、ドイツの学問的知見がどのように意見して
いくのか等も扱えればと思っています。講座自体は
「亀の歩み」ですが、しかし着実にドイツの知を吸収
できるように今度も工夫していきたいと思います。
　現在の講座参加者は若い世代中心ですが、今まで
シニア世代の受講者もおられましたし学びたい気持
ちさえあれば誰でも参加できます。同時に、ドイツ語
の「型」が見えてくると、すっと文意が見えてくる快
感も大事にしています。ぜひ、ドイツ語圏の文章が
提供してくれる豊かな知の海に漕ぎ出しましょう。

「歴史・社会・文化研究のための基礎ドイツ語」
毎週水曜日 19：00 ～ 21：00　オンライン開催
月ごとの参加も可。
新学期は４月６日開講。テキストは「プロイセン軍
国主義」を予定しています。
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2 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.
 
ドイツ時事問題研究会
2/19 ㈯　15:00 ～ 17:00
Studiengruppe "Deutschland aktuell" 
Datum: Sa., 19. 2. 22, 15.00-17.00
当月の主なトピックスは、
①　 ウクライナ情勢をめぐるドイツ政府の立場と動き
（同盟の自主権、武器許与は行わず、Nordstream 2
を制裁に加えてない、ショルツ首相とバイデン
大統領、ゼレンスキ―大統領およびプーチン大
統領との会談など）

②　 ベアボック外相がグリーンピースのモーガン代
表を次官含みで顧問に任命

③　 シュタインマイヤー大統領の再選
④　 絶えないカトリック教会の不祥事
などを紹介し、質疑応答を行った。
　また、緊急報告として、ロシア・ウクライナ問題
について、プーチン大統領が主張する「NATOの東
方拡大は約束違反」について、ドイツ統一時の諸状
況、それ以降の「NATO・ロシア基本協定」、中東欧
諸国・バルト 3 国の NATO加盟、2008 年 NATO首
脳会議におけるジョージアとウクライナの加盟の方
向性と独仏の反対、ミンスク協定とその不履行など、
危機に至るまでの経緯、「NATOは火遊びをしてやけ
どをした」とするシカゴ大学ミアーズハイマー教授
および「ロシアから見ればわれわれが挑発した」と
するミュンヘン安全保障会議イシンガー議長の見解
なども紹介した。多くの質問を受け、参加者から情
勢に関する理解が深まったとの感想が寄せられた。
　今月のテーマでは、かつては肩を並べて競争し、
その意味でも関係が深かった日本とドイツはその後
の世界情勢の変化の中で、どのような位置を占め、
どのように相違しているか？今後の日独関係の強化
を念頭に「数字でみる世界の中のドイツと日本」と
題して新井世話人が様々な角度から報告した。参加
者から多くの意見が出される一方、データが豊富で、
次回さらにはそれ以降も継続していく予定。

（伊﨑 捷治）
 
独逸塾
2/21 ㈪　19:00 ～ 21:00
Gesprächkreis: Neuigkeiten aus Deutschland
Datum: Mo., 21.2.22, 19.00-21.00
　参加者 26 名。記事 1「ショルツの横顔」Deutsche 
Welle 08.12.2021 より。
1）喜怒哀楽をあまり表に出さない。
2）リーダーシップに自信を持っている
　全く異なる考えの 3党連立政権であり、調和への
努力が多大であっても必ず対決、論争が起きる。こ

れを解決するリーダーシップが必要であるが、ショ
ルツ氏はそれを提供できると述べている。
記事 2「リトアニアと中国の紛争」Sueddeusche 
Zeitung 18, Dezember 2021 より。
1．人口 3百弱のリトアニアが首都ビル二ウスに台
湾代表事務所を開設、中国の怒りを買い、中国は貿
易禁止措置をとった。
2．リトアニアに進出企業の自動車部品製造大手の
コンチネンタル社が多大な影響を受けた。貿易禁止
措置によりリトアニアから自動車部品が輸出できな
くなり、あわせて調達先のフォルクスワーゲン、
BMW、ダイムラーも影響を受けている。
3．対応策：リトアニアは EUの保護を受けWTOに
提訴すべく交渉している。
記事 3「突然の電気自動車への傾斜」シュピーゲル
誌 01．Dezember 2021 より。
1．2021 年 9 月ミュンヘンでのモーターショウで各
社が電気自動車戦略を発表
2．フォルクスワーゲン：2030 年にはヨーロッパで売
り上げの 70%を電気自動車とする。同社はガソリン
車、ディーゼル社が稼ぎ頭にも拘わらず電動化に進む。
3．ダイムラー：2039 年に CO2 ニュートラル達成
4．BMW：世界で最も環境にやさしい電気自動車の
生産を目指す
5．ドイツの自動車大手が電気自動車への転換を行っ
た 2021 年は、辛うじて危機を脱した年として歴史
に名を残すことになるかもしれない。
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）
 
ドイツ語圏文化セミナー 149
ドイツの今（ドイチュラント・イェッツト）第 7 弾
ドイツ列車で行こう
2/25 ㈮　19:00 ～ 21:00
Kulturseminar 149 Deutschland jetzt (7)  
Fahren wirmit der deutschen Bahn
Datum: Sa., 25.2.22, 19.00-21.00
　参加者 40 名。ドイツの鉄道の歴史から、現地で
使えるお得な情報、時に意図的に長い時間をドイツ
の鉄道（及びホーム）で過ごされた柳原氏 ならでは
の、マニアックなネタまで、非常に幅広い内容でし
た。まず興味深かったのは、ドイツの鉄道誕生の際
に、停車駅を持つ町同士の「近代的時間」が誕生した、
という話。その後のスライドで、現在のドイツ鉄道
の遅延、繰り上げ到着という怪事件の話が続いたの
で、思わず「近代的時間とは？」と苦笑。
　今時分の情勢もあり、国際列車の誕生は、「国を
超えた移動が平和を促す」という意図で作られたと
聞き、心に熱いものを感じました。懇親会では参加
者の質問から、ロシアのウクライナ侵攻の話に。地
続きである現地ならではのニュースや温度感を、戦
争史の研究者である柳原氏から聞けたのは、大変貴
重で、同時に日本にいる私たちがどう向き合うかと
いう点を考えさせられました。
　今回「#ドイ鉄」のハッシュタグで募集された、「ド
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　エーファはレストラン「ドイツ亭」を営む穏やか
で朗らかな両親と看護師の姉と四人暮らし。戦争が
あったことは知っているが、アウシュヴィッツとい
う言葉を知らなかった 24 歳の女性だ。なぜ知らな
い？と不思議に思った。
　何不自由なく育った様子が伺える、純粋で真面目な可
愛らしい女性が、通訳の仕事を通してアウシュヴィッツ
裁判に関わることに。1963年のフランクフルトが舞台。
アウシュヴィッツ裁判が開廷され、普通の市民の日常に、
過去の語りたくない歴史と向き合う時がきてしまった。過
去を知ろうと突き進んでしまうエーファ。家族の歴史、婚
約者の過去、自分の幼少期の記憶にも繋がり、苦悩する。
　劇団民藝の層の厚い俳優陣、そして、てがみ座の
実力派若手俳優が名を連ねる。
　二劇団が合同で演じることになったのは、コロナ
禍ゆえらしい。俳優自身の存在感の上に丁寧に編み
出される言葉が乗り、巧みな演出により自分がそこ
に立っているかのような錯覚に陥った。
　娘に誘われて気軽に出かけた舞台だったが、心に
ズシンと重たいものが飛び込んできた。エーファと
一緒に苦しくなった。家族の為、生きる為に黙って

従っていなければ
ならなかった辛苦
は計り知れない。
人々が葛藤や苦し
みに耐えて生き抜
き、今になって過
去が明らかにされることで、また新たな苦しみと向き
合うことになったのだが、人々の温かさや思いやり
でその先に一歩踏み出す力に繋がっていく。これは
語り継いでいかなければならないと実感させられた。
　エーファ以上に私はドイツの過去を知らない。私の
知るドイツ人も閉ざした扉を持っているのだろうか。
温かくて親切なドイツ人家族と自由に会話ができた
らいいなと習い始めたドイツ語だが、言葉を学びなが
ら歴史や文化を、もっとドイツという国や人を理解し
ていかねばならないと思った。『お父さんの作るシュ
ニッツェルは世界一、すっごく美味しいんだから！』
エーファの明るい声が耳に残る。コロナ禍で塞ぎがち
な日常を送っていた私に、しっかり生きていかない
と！と灯りを照らしてくれたような気がした。

　石井 尚子（日独協会会員）

演劇公演演劇公演演劇公演演劇公演演劇公演演劇公演
レビューレビューレビューレビューレビューDie Kulturkiste

＝文化の玉手箱＝

《劇団民藝＋てがみ座公演》 レストラン「ドイツ亭」
2022年 2月3日㈭～12日㈯　紀伊國屋サザンシアター TAKASHIMAYA
　劇団民藝＋てがみ座による「レストラン「ドイツ亭」」（原作：アネッテ・ヘス『ド
イツ亭』）の公演がありました。1963年からのアウシュヴィッツ裁判をきっかけの一
つとして、西ドイツ社会がナチスの過去と向き合い始める過程が、エーファという
女性を主人公に描かれています。会員の石井尚子さんから公演の感想を頂きました。

2 月の活動報告

イツ（の）鉄道あるある」には強烈なエピソードが
多く驚きました。皆さん今だから愛情をもって笑っ
て話せるのでしょう。「DBとは心の鍛錬ととらえま
しょう！」という実感のこもった柳原氏のお言葉は、
ドイツで鉄道に乗る際のお守りとして持ち歩きたい
と思います。 （小出 麻子）

 
シュプラッハトレッフ（日独言語交換会）
2/26 ㈯　19:00 ～ 20:30
Sprachtreff
Datum: Sa., 26.2.22, 19.00-20.30

参加者 26 名。
こんにちは。今回は会員の立場から、Sprachtreffの
感想をお届けします。
　Sprachtreffに参加する前は、ドイツ語で人と交流
をした経験がほとんどなく、多少の不安がありまし
た。しかし、グループごとにモデレーターがついて
くださるので、話題に困ることなく、会話が弾みま
した。また、うろ覚えの単語を思い出そうとしてい
るときは、グループ内のメンバーが意味を推測し、
助け舟を出していただくことができ、楽しく会話を
することができました。
　新しい言語を習得することは、決して簡単ではあ
りません。単語を覚える地道な作業や、日々の訓練
に嫌気がさすこともしばしばあります。しかし、新
しく学んだ言語を使って、コミュニケーションをと
ることができたときには大きな喜びを感じ、再び勉
強を続けようという気持ちが湧いてきます。また、
同じくドイツ語を学んでいる方々から良い刺激を受
けることができます。
　皆さんも、一度 Sprachtreffに参加されてみてはい
かがでしょうか。（岡村 百子）
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研修生のコラム

マリアの
日記

カーニバルと表現の自由との関係について
マリア・クラーセン（日独協会研修生）

　読者の皆さん、お久しぶりです。日本ではもうお
花見シーズンが始まり、花の甘く優しい香りで溢れ
る空気はきっと素敵でしょう。今この記事を書いて
いる冬の冷たい夜には、気温が 4度しかありません。
まだこんなに寒いのに、ドイツでは 2月 24日から
3月 2日までの間に幾つかの場所でカーニバルが開
催されていたことをご存じでしょうか。そのうちで、
今年特に注目を浴びて「Vormärz 2022」として歴
史に残る事件になったのが、ケルンでのカーニバル
です。ですが、それはどういうことでしょうか。
　ドイツのカーニバルとファシングは、古いゲルマン
人の春の到来を喜ぶ祭りに由来し、日本の節分に非
常に似ていると思います。なぜかというと、特にライ
ンラントのカーニバルには節分と同じく、冬の間に住
み着いてしまった鬼を追い払う役目があるからです。
　さて、「Vormärz 時代※」におけるフランスの占領
下で特にラインラントのカーニバルは、政治的な役
割を果たすようになりました。その時、ドイツはまだ
共和国ではなく、ドイツの国民にも表現の自由がな
かったため、もし、お上や政治状況に対する個人の
意見を言おうものなら、すぐ逮捕され、自由を奪わ
れてしまったでしょう。それで、刑罰を心配せず自分
の意見を言えたのが、「Narrenfreiheit（愚か者の自
由）」のあるカーニバルの数日間だけだったのです。

　ドイツ基本法に既
に表現の自由が規定
されていますが、ド
イツ人は、相変わら
ずカーニバルをうま
く利用し、現在の政
治状況に対する不満
を皮肉交じりの言い
換えで漏らしたりし
ています。その時、
主な対象になるのは、
地方や全国の政治問
題ですが、環境保護、
気候保護、そして外

交政策もよく批判されます。カーニバリストたちは、
自分の信念のために立ち上がるだけでなく、自国で
は表現の自由がない人たちの声まで聴かせるために
も努力しているのです。今年の「Vormärz 2022」
でも正にそうでした。

※  「Vormärz（3 月革命以前）」時代とは、ドイツ史に
おいて 1830 年の 7月革命と 1848 年の 3月革命の
間を指します。

Der Zusammenhang zwischen Karneval 
und Meinungsfreiheit

Maria Claßen (Praktikantin der JDG)

Ein herzliches ‚Hallo‘ nach so langer Zeit, liebe 
Leser und Leserinnen! In Japan hat nun 
sicherlich schon die Kirschblütenzeit begonnen 
und die Luft berstet fast durch den angenehm 
süßen Duft  der  Blüten .  Das ist  s icher 
wunderschön! Während ich in dieser kalten 
Nacht diesen Artikel an Sie schreibe, herrschen 
nur winterliche 4 Grad. Wussten Sie, dass in 
Deutschland zwischen dem 24. Februar und dem 
2. März trotz der anhaltenden Kälte an einigen 
Orten Karneval gefeiert worden ist? Besonders 
der Karneval in Köln hat dieses Jahr einige 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ging als 
‚Vormärz 2022‘ in die deutsche Geschichte ein. 
Aber was hat es damit auf sich?

Der deutsche Karneval stammt unter Anderem 
von einem alten heidnischen Brauch ab, mit 
dem das Frühjahr begrüßt werden sollte, und 
ähnelt dadurch dem japanischen Setsubun 
sehr. Denn besonders der rheinländische 
Karneval hatte wie Setsubun die Aufgabe, 
böse Wintergeister zu vertreiben.

Im deutschen Vormärz erlangte besonders der 
rheinländische Karneval unter der französischen 
Besatzung eine politische Nuance. Denn den 
Menschen war es zunehmend verboten, ihre 
eigene Meinung zu äußern und für ihre 
politischen Ideale einzustehen. Wollte man sich 
bei der Obrigkeit Gehör verschaffen und Kritik 
äußern, so gab es nur eine Jahreszeit, in der man 
nicht Gefahr lief, verhaftet oder eingesperrt zu 
werden. Dies war die Karnevalszeit, denn zu 
dieser galt ‚Narrenfreiheit‘.
Auch wenn mittlerweile  das Recht auf 
Meinungsfreiheit im Grundgesetz verankert ist, 
nutzen die Deutschen seit dieser Zeit den 
Karneval, um ihrem Unmut über den aktuellen 
politischen Zustand auf satirische Weise 
Ausdruck zu verleihen. Dabei werden vor allem 
lokale und landespolitische Themen kritisiert, aber 
auch Umwelt-, Klimaschutz und Außenpolitik 
werden nicht außen vor gelassen, um nicht zuletzt 
die verantwortlichen Politker, sondern auch die 
Bevölkerung zum Nachdenken anzuregen. Die 
Karnevalisten treten nicht nur für ihre eigene 
Meinung ein, sondern versuchen, auch denen 
Gehör zu verschaff en, die in ihrem Land nicht das 
Recht auf freie Meinungsäußerung besitzen. Auch 
der Vormärz 2022 hatte dieses Ziel.

Notiz: Mit dem Begriff ‚Vormärz‘ bezeichnet man die 
Epoche der deutschen Geschichte zwischen der 
Julirevolution von 1830 und der Märzrevolution von 1848.

冬の鬼
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私がドイツに関心を持ちましたのは、60年ほど前、
小学生から中学生の頃、父が欧米に（プロペラ機で）
出張した折、土産に「ドイツ領東アフリカ」の1ルピー
銀貨を含むコインや小さな銀の古式銃、ティッセン
グループの本等をもらったことがきっかけです。ち
なみに最初に覚えたドイツ関連の言葉は、父の訪れ
た都市名「エッセン」と「ドルトムント」でした。

大学入学後、夏休みに日独協会の夏期ドイツ語講
習会が学内で行われ、そのアルバイトをしたことが、
日独協会とのお付き合いの始まりでした。協会主催
の「クリスマスの集い」のお手伝いもして、その際
頂いたドイツワインのおいしさは、安酒しか知らな
かった私にとって、想像を絶するものでした。
当時の日独協会は会長が三井高陽氏、副会長は小島
秀雄氏（元海軍少将・駐独海軍武官）で、小島副会長
が実務を一手に引き受けておられ、若い世代の日独交
流にも力を入れ、青壮年部（JG）の設立や、「関東学
生ドイツ研究会連合（VDSG）」設立にも協力されました。
私もVDSGの幹事としてドイツ大使館へ出入りし
たり（当時は大使館への出入りはとても楽でした）、
スピーチコンテストの準備で賞品集めに奔走し、それ
らのご褒美ではありませんが、「世界青少年交流協会」
のドイツ派遣グループに、日独協会の推薦を頂いて
参加が決まり、1972年 7月に初の訪独となりました。
アンカレッジ経由で降り立ったハンブルクは、梅
雨時の日本と違い、空気はカラッと乾燥し、ドイツ
で初めて飲んだビールのおいしさは、筆舌に尽くし
がたいものでした（そのビールを買って帰国後飲み
ましたところ、輸送と環境のせいでしょうか全く別
の味でした。）滞在中、完璧なエスコートをしてく
れたドイツの青年達のおかげで、笑い話的トラブル
はあったものの、快適な 4週間を過ごし、以後ドイ
ツから足が抜けなくなってしまいました。
卒業後、即時に日独協会に入会し、青壮年部の委
員として JG活動に勤しみ（ちなみに、妻とは青壮
年部で知り合いました。）職場が近くにありましたの
で、昼休みによく事務所へ伺い、小島副会長のお話
を拝聴しました。その影響か、何度かありました西
独海軍練習艦「ドイッチュランド」訪日時の協会主
催の歓迎行事準備には、特に力を入れました。その
際に知り合ったドイツ側の隊員とは今も交流してお
り、160年前、オイレンブルクが来日した時の乗艦「ア
ルコナ」の模型製作に関する資料も彼から提供して
もらいました。（現在、協会事務所に展示しています。）

コール首相来日
の折には、赤坂の
迎賓館で、日独協
会の役員の皆様と
ともに、青壮年部
の一員として握手
したことも思い出
の一つです。

DDRに暫く滞在
後、舞台芸術招聘
団体に就職し、「ピ
ナ・バウシュ ブッ
パタール舞踊団」
初訪日公演に携わ
りましたが、その
素晴らしい舞台とピナの人間性にハマりました。特に、
初訪日公演終了後、突然ピナから「畳の部屋で日本
酒が飲みたい」とのご希望があり、日曜日の夕方でし
たが、開いていたお店を探してお連れし、お礼にピナ
からお酌をしてもらったことは、終世忘れられません。
ベルリンの壁崩壊時は、フライトの 10 日前に壁
が崩壊するとは思わず予約し、妻と 2 歳直前の長男
とで興奮して訪独しました。（長男は当然ながら、
全然覚えておりません（笑））。

小さな趣味ですが、スプーンの収集があります。
ヨーロッパの国や自治体は、殆ど由緒ある紋章があ
り、それをスプーンの先につけたお土産がありまし
て、行く先々で買い求め、記念としています。上は
金製品から安物までありますが、最初に見つけたの
は初訪独時のリューベックでした。金製・手彫りの
双頭の鷲が素晴らしいものでしたが、とても高価で
手が出ませんでした。これがきっかけとなってス
プーン集めが始まり、蚤の市等で、彫り物が凝って
いる古いものを見つけますと、その辿ってきた歴史
を想像しつつ手入れしています。
ドイツ訪問時は大抵ベルリンとドレスデンを訪れ、
その復興の過程を眺めてきましたが、前回はハンザ
都市の面影が残るバルト三国の諸都市を巡り、中世
を堪能してきました。

現在、初代から数えて 110 年、再建後 60 年を超
えた日独協会の歴史を、日獨文化協会の歴史も含め、
正確に残したいと思い、慣れないネットや神保町の
古書店で資料を探している今日この頃です。

「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。File22

シリーズシリーズ

私とドイツの 60年
柴田 明（日独協会　評議員会副議長）

1989 年　ベルリンにて
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病気と共に、ドイツで理学療法士へ
下川 翔大

2016 年 5 月 29 日。
25 歳で渡独、ドイツで理学療法士の国家資格を取

得し、現在は NRW州にあるMoersという小さな町
の診療所で働いています。ドイツとの出会いは大学
4回生の時でした。交換留学制度を使って Bochum
という町にあるルール大学に留学して、言語、文化、
教育と色々なものに触れ、将来はドイツでもう一度
働きたいとぼんやりとずっと思っていました。帰国
後、大学を卒業し仕事を始めるも、持病の関係もあ
り上手くいかず、再度渡独を決めました。

私は産まれた頃から、トゥレット症という難病を
患っています、精神神経疾患と呼ばれる病気、自分
の意思とは関係なく体が動いたり、声が出てしまう
病気です。日本ではあまり知られていない病気で、
日常生活に支障をきたすものでした。
学生時代は、いつもラグビー仲間と一緒に生活して
皆に守られていた為、大学生までは問題なく生活出
来ていました。しかし大学を卒業した後、メーカーの
営業に就職して、社会に出た際に状況が一変しまし
た。大学までの生活とは違い、常に自分の知らない不
特定多数の他人と接する日々、お客さんの所に行くと
病気を笑われ、公共交通機関やレストラン、コンビニ
等では毎日のように悪口を言われたり、直接暴力を振
るわれたり、日常でケガした事も少なくありませんで
した。そんな中、パートナーと一緒に京都に行った際、
京都駅近くの串カツ屋で、病気が周りの客に迷惑だ
から出ていけと言われ追い出された際に、糸が切れた
ように酷い欝になってしまいました。この頃から日本
では生きていけないなとずっと感じていました。

当時は、人にも会えず外に出ると吐き気と頭痛、
動悸に襲われるような毎日でした。何回か、自殺未
遂のような事もやってしまう状態でした。そんな時、
偶々トゥレット症を良くしてくれるという鍼灸師の
存在を知り、半年間お世話になりました。治療が進
むにつれ、病気は少しずつ改善されていき、何より
も欝が治っていきました。そして、この時から治療
家という仕事に憧れを抱くようになりました。しか
し、日本での生活は無理だろうなと思っていたとこ
ろ、両親が本当に色々調べてくれて、ドイツでは理
学療法士が有名な仕事であること、欧州では理学療
法士がスポーツ界で活躍できる事を知り、「自分た
ちが全部支援してやるけん、何も心配せんでドイツ
行ってこい」と、ドイツに送り出してくれました。
こうして 25 歳の時に、渡独しました。

ドイツではトゥレット症と言うと、殆どの人が
知っている病気で、多くの場面で説明する必要もな
く、周りが“理解のある無視”をしてくれるし、求
められて説明すれば理解してくれるものでした。な
ので、ドイツでは全く問題なく生活出来ています。

さて、いざ渡独する折になり住む町選びをしてい
る時、パートナーがいずれドイツに来てくれた際に、
Düsseldorfだと仕事が見つけやすく、馴染みやすい
のではないかと思い、この街に決めました。
Düsseldorfは NRW州の州都で、日本人が多く住んで
いる事でも有名な町です。日本スーパーやレストラ
ンも多く、ライン川も通っておりドイツの中では暖
かい気候で、近くには Kölnや Aachenのような世界
遺産で有名な町があるし、非常に暮らしやすい場所
です。最初は勢いで、日本からは語学学校と家だけ
申し込んで、ビザの事など何も考えずに来てしまい
ました。しかし、手探りながらもラグビーチームの
方々や、交換留学時の友達に凄く助けてもらい、問
題なくビザを得ました。それからは語学学校に通い
ながら、理学療法士の養成校へ申し込む日々でした。
元々はすぐに学校も決まると簡単に考えていまし

たが、学校探しは難航しました。15 校以上受けまし
たが全て断られ、全ての学校から「この仕事はコミュ
ニケーションの仕事で、君の病気だとしんどいと思
うから、他の職を探した方が良い」と言われて、こ
こでも病気が障がいになってしまう事に心が折れて
しまい毎日泣いて過ごしていました。そんな折に、
パートナーが予定よりもずっと早く会社を辞めてド
イツに来てくれ、隣でずっと支えてくれました。こ
れが本当に力になり、最後にもう一つだけ学校を受
けようと申し込みました。

この学校に受からなかったら違う道に進もうと彼
女とも話し合い、受けた学校で、運命的な出会いを
しました。面接の際に病気の事を話すと、校長先生
が「私の理学療法士の親友が、君と同じ病気を持っ
ているんだ。彼は私が知っている中で最高の理学療
法士なんだ。君もそうなれると、私は確信している
よ。」と言ってくれ、受け入れてくれました。そこ
からの 3年間は死に物狂いで勉強の毎日でした。ド
イツ語やラテン語の専門用語が分からない、クラス
メートと仲良く出来ない、本当にしんどかったです
が、送り出してくれた親、ずっと支えてくれるパー
トナー、そして自分を信じて入学させてくれた校長
先生への恩返しの意味も込めて絶対に国家試験を一
回で合格してやろうと、必死でした。そして 2020
年 9 月に行われた 1か月に及ぶ国家試験に無事合格
し、ドイツ連邦共和国認定理学療法士となりました。
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就職活動については、学校時代に2週間実習をして
いた診療所から直接オファーをもらい、契約書にもサ
インした状態で国家試験を受けたので、全く問題なく
就職する事が出来ました。私の勤める診療所は面白い
経歴の同僚が多く、上司が柔道タジキスタン代表のト
レーナーとして東京五輪に参加したし、イラン人の同

僚も、元柔道イラン代
表選手で、以前筑波大
学で勉強していた経歴
を持ち、五輪に同行し
ていました。私も元々
の目標であったスポー
ツに関わりたいと常々
思っていたところ、偶
然縁を頂き、アメフト
のドイツ1部リーグに所
属するDüsseldorf Panther、
そしてサッカー5部リー
グの FSV Duisburgとい
う2つのチームをサポー
トしています。チーム

では主にマッサージ、テーピング、リハビリ等、ケガ
した選手のマネジメントを任されております。

これから、ドイツで様々な資格を取り、2025 年を
目標にデュッセルドルフで開業をしようと思っていま
す。ここにはハブ空港もあり、近隣の国に行きやす
い事もあり、日本人に馴染みもあるので、スポーツだ
けでなくアーティストや音楽家、どんな方でもドイツ、
欧州に挑戦しに来る方たちが、気軽にケアやトレーニ
ング出来るような居場所を作りたいと考えています。
そこを拠点にしながら、欧州を動き回って、フランス
やイギリスで大好きなラグビーに携わったり、欧州に
挑戦する日本人のサポートもしたいと思っています。

今まで、本当に周りの方たちに支えられて生きてき
ましたし、ドイツに救われました。日本では色々大変な
事もありましたが、今でも大好きな故郷です。これか
らの人生をかけて、助けてくれた周りの人たち、ドイツ、
日本への恩返しをしていきたいと思っています。ドイツ
に来られる方、すでに渡独されてる方が何の心配もな
く挑戦できるような、暮らせるような居場所を作るので、
是非ドイツに来られた際は、宜しくお願い致します。

Ein preußischer Japaner
「プロイセン気質の日本人
－明治の外交官・青木周蔵の横顔－」展

柚岡一明（日独協会常務理事）

　青木周蔵 (1884 ～ 1914)は、伊藤内閣の外務大臣・
井上馨のもと条約改正交渉に尽力するなど、明治・大
正の外交官として広く知られている。生涯にわたりド
イツとの関わりを深く持ち続け、日独交流の懸け橋と
なった人物として数多くの業績が取りあげられている。
　なお、「初代」日獨協会は 1911 年 10 月 30 日に創
設され、青木周蔵はその初代会頭である。「ドイツ翁」
と呼ばれたドイツ通で、当時の日本人としては珍し
く、プロイセン貴族の娘エリザベート・フォン＝ラー
デと結婚し、ひとり娘のハナはドイツ人外交官の
ハッツフェルト伯爵と結婚した。青木の孫娘となる
ヒサもナイペルク伯爵に嫁いでいる。青木とエリザ
ベートの関係資料は、今はオーストリア貴族の子孫
のニクラス・サルム＝ライファーシャイト伯爵の居
住するシュタイレック城に大切に保管されている。
　久米美術館がシュタイレック城と共催して青木周
蔵に関する展覧会を開催する。監修はウイーン在住
の研究者、宮田奈奈氏が担当する。同氏はシュタイ
レック城の美術館、文書館の主任研究員として、城
に収蔵されている文章類やゆかりの品々等を整理
し、調査・研究している。その多くは日本初公開の
資料や写真で、家族との記念写真、娘・ハナが描い

た父の肖像画、ハナへの書簡など青木周蔵のプライ
ベートな側面を垣間見ることができる。

【展示構成】
Ⅰ．青木周蔵のドイツ留学とベルリンの日本人留学生たち
Ⅱ．外交官時代の青木周蔵
Ⅲ．日独の文化の架け橋としての青木周蔵と家族
Ⅳ．那須別邸・中禅寺湖の別荘と青木周蔵
Ⅴ．晩年

展覧会展覧会展覧会展覧会展覧会2222
Die Kulturkiste

＝文化の玉手箱＝

ハナの写真アルバムより：1909 年 5 月　新宿御苑での戸田伯爵主
宰のランチにて。吉田要作、戸田伯爵夫妻、ハナとアレクサンダー、
福羽逸人、花房義実、香川志保子、当時の駐日オーストリア＝ハン
ガリー帝国大使一家などが写っている。

場　所：久米美術館
　　　　（東京都品川区上大崎 2-25-5、久米ビル 8階）
主　催：久米美術館、シュタイレック城
会　期：2022 年 4 月 16 日㈯～ 6月 5日㈰
問合せ：03-3491-1510
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地下鉄 5号線の延長工事が終了

Dr. ヴェレーナ・マテルナ
（ベルリン独日協会理事、分子生物学者、

学術コーディネーター）

　コロナ禍の間、ベルリンでは多くの活動が休止も
しくは中止されました。しかし、そうでなかった産
業もあります。建築産業です。ベルリンには多くの
工事現場があり、この時期でもいくつかの新規プロ
ジェクトが決まりました。

　一例として、地下鉄 5号線のベルリン中央駅から
アレクサンダー広場までの延長工事があります。
2009 年 8月にはすでに、中央駅とブランデンブルク
門の区間が開通し、まだ U55 という路線名となって
います。この区間には「国会議事堂」駅があり、議
事堂をはじめとする中央官庁街に簡単にアクセスで
きるようになりました。2つ目の区間の工事開始は、
赤の市庁舎付近の中世時代の建造物の考古学遺跡発
掘のため、遅れました。2020 年 12 月 4日の第二区
間開通後、最後の駅「博物館島」が 2021 年 7月 9日
に操業開始し、工事が終了しました。マックス・ドゥ
ドラーは、この駅の設
計にあたり、オペラ
「魔笛」のためにカー
ル・フリードリヒ・シ
ンケルが 1816 年に手
掛けた有名な舞台装
置からインスピレー
ションを得て、鮮や
かなアクアマリンブ
ルーの地色に 6662 個
の小さな光が輝く丸
い天井をデザインし、
この駅に厳かな雰囲
気を与えています。

　22,4kmを走る地下鉄 5号線は、7号線に次いで今
ではベルリンで 2番目に長い路線となり、街の東部
地区と中心地を結んでいます。この路線延長のおか
げで、郊外からも格段に速く快適に市内に来ること
ができるようになりました。中央駅を含む多くの駅
で長距離列車とも接続していて便利です。この路線
を使って、「赤の市庁舎」、王宮にある「フンボルト・
フォーラム」、博物館島にある数多くのミュージアム
などの無数の観光地や、「ウンター・デン・リンデン」
駅経由で、見どころの多いフリードリヒ通り中心部
にダイレクトにアクセス可能です。これら全てが皆
さんの次回のベルリン訪問を待ち構えています。

地下鉄 5号線の「博物館島駅」に
電車が到着

Verlängerung der U-Bahnlinie U5 abgeschlossen

Dr. Verena Materna, 
Vorstandsmitglied der DJG Berlin, Molekularbiologin 

und wissenschaftliche Koordinatorin

Während der COVID-19-Pandemie haben viele 
Aktivitäten in Berlin nicht stattgefunden bzw. wurden 
vorerst zurückgestellt. Ein Bereich, der jedoch kaum 
betroffen war, ist die Bauindustrie, sodass man zurzeit 
sehr viele Baustellen in Berlin sehen kann und auch 
einige Projekte in dieser Zeit abgeschlossen wurden. 

Ein Beispiel dafür ist die Verlängerung der U-Bahnlinie 
U5 zwischen dem Berliner Hauptbahnhof und dem 
Alexanderplatz. Bereits im August 2009 wurde ein 
erster Streckenabschnitt zwischen dem Hauptbahnhof 
und dem Brandenburger Tor eröffnet, hier noch unter 
der Streckenbezeichnung U55. Durch diesen 
Teilabschnitt mit dem dazwischenliegenden Bahnhof 
„Bundestag“ konnte man bereits sehr gut das 
Regierungsviertel mit dem Reichstagsgebäude 
erreichen. Der Baubeginn des zweiten Abschnitts 
verzögerte sich aufgrund von archäologischen 
Grabungen zu städtebaulichen Resten aus dem 
Mittelalter in der Nähe des Roten Rathauses. 
Nachdem die zweite Teilstrecke am 4. Dezember 
2020 eröffnet werden konnte, wurden nun die 
Bauarbeiten mit der Inbetriebnahme des letzten 
U-Bahnhofs „Museumsinsel“  am 9. Juli  2021 
abschlossen. Max Dudler ließ sich bei der Gestaltung 
dieses U-Bahnhofs vom berühmten Schinkelschen 
Bühnenbild zur Oper „Die Zauberflöte“ aus dem Jahr 
1816 inspirieren und entwarf ein Gewölbe mit 6.662 
Lichtpunkten auf strahlendem Aquamarinblau, welches 
dem Bahnhof eine erhabene Stimmung verleiht.

Mit einer Länge von 22,4 km ist die Linie U5 nach der 
U7 nun die zweitlängste U-Bahnstrecke in Berlin und 
verbindet die öst l ichen Stadtbezirke mit  der 
Stadtmitte. Durch die Streckenverlängerung gelangt 
man von den Außenbezirken sehr schnell und 
bequem in die Innenstadt und hat eine gute 
Anbindung an viele Fernbahnhöfe, inklusive dem 
Hauptbahnhof. Auch sind viele Sehenswürdigkeiten 
dadurch schnell und direkt zu erreichen, wie z. B. das 
Rote Rathaus, das Humboldt-Forum im Stadtschloss, 
die zahlreichen Museen der Museumsinsel sowie 
über die Station „Unter den Linden“ der zentrale Teil 
d e r  F r i e d r i c h s t r a ß e  m i t  d e n  u m l i e g e n d e n 
Attraktionen. All dies wartet auf Sie bei Ihrem 
nächsten Besuch in Berlin.

Weitere Informationen zum U-Bahnhof „Museumsinsel“: 
地下鉄「博物館島」駅に関する情報は下記サイトにあります：
https://www.maxdudler.de/en/projects/u-bahnstation-
museumsinsel/ 

Berliner Luft

Fernsehturm

Bier

Siege
ssäule
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■事務局での事務取扱時間と冬休み
　事務局での事務取扱時間は平日午後 2時から 5時
です。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。

■スタッフ交代
　昨年 5月から経理や会員管理、漫画コンクールや
Sprachtreffの実施に大いに貢献してくださった伊藤退

助さんが、3月末で退職され、かわりに芦野淳子さん
がアルバイトスタッフとして勤務されることになりま
した。伊藤さんには若い柔軟性と積極性で、様々な面
からサポートいただ
きました。これから
のご活躍をお祈りす
るとともに、今後も
ぜひ協会に関わって
いただければと思っ
ています。芦野さん、
これからよろしくお
願いいたします。

ドイツ経済の動き　第 74回
拍車がかかる半導体の開発・製造

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

  インテルが東部ドイツに大工場を建設
　高水準のコロナ感染が続く一方で、ロシアがウクライナ侵攻を開始した重い空気のドイツに３月 15 日、公共
放送 Tageschauがひとつの明るいニュースを伝えました。
　米国の半導体メーカー・インテル社がヨーロッパの新たな製造拠点をマクデブルク市の郊外に設立することを
決定したというものです。この情報は次の日にはドイツ各紙が競って伝え、大きな注目を浴びましたが、それも
そのはず、新拠点は当初 2棟の最新鋭の工場で構成され、投資額は 170 億ユーロ、用地の広さはサッカー・コー
ト50コ分に相当する50万平方メートルに及び、将来的に予想される従業員数は 2万人という大規模なものです。
ドイツの歴史でもこれほど大きな投資が行われた例はないといわれます。投資額でみると、ベルリン近郊でフル
稼働時には従業員1万 2,000 人で電気自動車を年間 50万台と自動車用バッテリーを製造する米テスラ社の工場で
さえ投資は 50億ユーロで、小規模な投資に見えてしまうほどです。
　インテルの計画についてはすでに 1年近く前から伝えられ、ヨーロッパ各地が誘致に乗り出していました。
その中でマクデブルク市に白羽の矢が当たった裏には州首相やマクデブルク市長などの誘致活動もさることな
がら、インテルが必要とする広大で、平坦な土地を提供できるところがほかになかったこともあるようです。
また、ベルリンから VW社の本拠地ヴォルフスブルクを経てハノーファーに至るアウトバーン A2 およびハレ・
ライプツィヒ空港を経てドイツ半導体産業の集積地ドレスデンに至る A14 がすぐ近くを通っている、技術者の
育成に力を入れるマクデブルク大学などの教育機関の存在といった環境条件も評価されたとみられています。
　旧東ドイツ地域の経済発展に力を入れているドイツ政府にとってもインテル社の投資は願ってもない大きな
プロジェクトで、誘致活動をバックアップしてきました。

  EUも支援に本腰
　ドイツでは前政権時代から中国など外国企業によるドイツの先端企業の買収に警戒感を強め、重要な分野で
は国内または EU域内企業による一貫したバリューチェーンの構築が不可欠との考えを示し、EUレベルでは自
動車用バッテリーの開発・製造の支援が行われてきました。それに加えて、ご存知のとおり、コロナ・パンデミッ
クを背景に世界中で半導体不足が発生し、自動車を中心とする各種産業に大きな影響が及びあました。ヨーロッ
パでも半導体は中国や台湾、韓国といったアジア勢と米国内など外国からの供給に大きく依存していて、この
ままでは産業面での自立が見込めないと危機感が持たれるようになりました。今後は自動走行や AIなどデジタ
ル化を推進していくうえで、半導体の重要性はますます高まるとみられています。
　こうしたことから、EU委員会では域内の半導体産業の育成・強化を目的に、今年 2月上旬に「EU半導体法案」
を発表しました。この法案では、世界の半導体市場における EU域内製品のシェアを現在の約 9％から 2倍あま
りの 20％へ拡大しようという意欲的な目標を掲げています。そのため、研究開発や製造、人材育成などのため
に 430 億ユーロもの補助金の供与が計画されており、上に挙げた Intelのドイツ向け投資もこれに呼応して多額
の補助金を受けるものと理解されています。また、フォンデアライエン委員長は先端技術を開発するうえで、
日本などと協力していく可能性にも言及しています。
　半導体産業をめぐる各国の競争は激しくなっていますが、かつての日本の競争力の復活にも期待がかかります。

お知らせ
Mitteilungen

芦野さん（左）と伊藤さん（右）
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ドイツ関連の催物

（Veranstaltungen mit Deutschlandbezug）

青木周蔵パネル展

　日独交流 160 周年を記
念し、明治時代にドイツ
公使や外務大臣等を務め
た青木周蔵の那須別邸で、
パネル展が開催されます。

主催： 那須塩原市・オースト
リアシュタイレック城

協力：久米美術館
監修：宮田奈奈
日程：2022 年 4 月 9 日㈯
～ 5月 8日㈰
会場：旧青木家那須別邸（栃木県那須塩原市青木 27）

シュタイフ テディベア 120 周年
テディベアのふるさとからやってきた！

「シュタイフ テディベア in イオン」

　最高級ぬいぐるみブランドのシュタイフ（本社 ド
イツ）と、イオンモールが、テディベア誕生 120 周
年を記念して開く特別な展示会です。
　イオンモール各務原（岐阜県）からスタートし全国

のイオン十数か所
で開催致します。
テディベア誕生の
ストーリーや名前
の由来、そして、
生みの親とも言え
るマルガレーテ 
シュタイフの物語
などが、一堂に会
した「テディベア」
たちと共に紹介・
展示されます。

企画：一般財団法人 日本玩具文化財団
日程：
4月 1日㈮～ 4月 3日㈰　 イオンモール出雲（島根県）
4月15日㈮～ 4月17日㈰　 イオン明石ショッピングセン

ター（兵庫県）

4月22日㈮～ 4月24日㈰　 イオンモール奈良登美ヶ丘
（奈良県）

4月29日㈮～ 5月 1日㈰　 イオンモール新発田（新潟県）
5月 3日㈫～ 5月 5日㈭　 イオンモール姫路大津（兵庫県）
5月 6日㈮～ 5月 8日㈰　 イオンモール高松（香川県）
5月20日㈮～ 5月22日㈰　 イオンモール相模原（神奈川県）
5月27日㈮～ 5月29日㈰　 イオン洛南ショッピングセンター

（京都府）

ヨコハマ・フットボール映画祭（YFFF）

　世界で毎年 100 本近く制作されるサッカー映画の
中から、日本のサッカーファン、映画ファンとともに
楽しむ作品をセレクトして上映する年に一度の祭典。
映画上映に加えて、多彩なトークイベントや、写真、
ファンマガジン、アパレル、社会活動など、さまざま
な方法でサッカーを楽しむ人々の活動に触れること
ができ、多彩な文化の交流の場ともなっています。

ドイツ語圏の上映作品：
◆「Zu weit Weg」（ドイツ）
褐炭採掘のため村全体で立ち退きが決まり引っ越し
をした男の子と、シリア難民の男の子の友情物語。
◆「adidas vs Puma」（ドイツ）
2つの企業それぞれの創業者は兄弟。兄弟のライバ
ル関係を題材にした歴史映画。
◆「The Game」（スイス）
 審判の一試合にスポットをあてた短編。インカムで
の会話や選手との対話など臨場感が楽しめる作品。
日程：2022 年 6 月 4日㈯、6月 5日㈰
会場：かなっくホール
　　（横浜市神奈川区東神奈川 1-10-1）
公式サイト：https://yfff.org

■ 4月からの研修生
　2月に日本への入国規制が緩和されたことを受け、
本来は昨年 10 月から研修予定だったマリア・クラー
センさんの入国手続きが進んでいます。順調にいけ
ば 4月中に研修が始められそうです。マリアさんに
は、研修期間を延長し今年 9月まで活躍いただくこ
とになりました。研修が始まり次第、会報誌、SNS
等でもご報告いたします。
　研修生の受け入れ手続き、活動支援のために皆様
からのご寄付の一部を活用させていただきます。
ご支援いただけましたら幸いです。

■ドイツ駐在員・帯同家族向けセミナーと情報提供
　ドイツ赴任に向けて適切な準備ができるよう、ド
イツ勤務経験者が必要な情報を提供します。
ご希望の方は、下記担当理事に直接ご連絡ください。
連絡先：佐藤勝彦（日独協会理事） 
メール： s-kmtaym@nifty.com  090-9814-8103

■寄贈図書
歌集『微

まどろみ

睡』　大久保明（日独協会監事）
　監事の大久保さんの第二歌集が届きました。事務
局の図書コーナーにて閲覧・貸出可能です。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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叱らない育児

　ご無沙汰しております。 （教育ネタに飽きている方に申し訳ございませんが、） 今回もドイツの育児について書きたいです。

　ドイツと日本の育児スタイルは簡単に比べられません。 100 人に聞いたら、 100 の違う回答が戻ってきます。 ただ、 日本で

は 「叱らない育児」 には非常に悪いイメージがある気がします。 まだ東京に住んでいたころ、 同じアパートの母親同士の会話

で、 「ねえ、 聞いた？ A 子は B 子の服を破ったのに、 お母さんに叱られなかった。『 うちは叱らない方針』 だって。 ありえなくな

い！？」 という話がありました。 そのとき、 「いやー、 実は、 うちもそうなんですが 」 って言える勇気がなかったのです。

　「叱らない＝ダメな子になる」 というイメージが根強いです。 だから、 自分の子どもが他の子の気持ちを傷つけたり、 物を壊し

たりすると、 叱るのが当然です。 そうしないとマナーの悪い子になる、 と思いますよね。 でも私は違います。 なぜかというと、 一

番大好きな人間 （親） にきついことを言われるのが、 子どもにとって一番つらい事です。 親は、 そばにいないと生きていけない、

一番頼りになる人間ですからね。 子どもは叱られて嫌な思いをしたので、 その 「叱られた事」 をもう一度経験したくないので、

同じことをやらないのです。 だから、 叱る事にはもちろん効果があります。 自分の子どもを叱る親に悪気はないと思いますが、

叱ることで本当に 「なぜそれをやってはいけないのか？」 という事を子どもが理解するでしょうか。 彼らが考えるのは 「親に叱ら

れないようにしよう」 ということですよね。 ってことは、誰も見なかったら、またやっていいっていう考えにも繋がるんじゃないでしょうか。

　そして、皆さんはどうですか。 「ミスしたら怒鳴る上司」 と 「ミスしたら、その理由を説明してくれる上司」 とどっちがいいですか。

きっと後者でしょう。 子どももきっと同じだと思います。 だから、うちの子にその「なんで」を教えるのが一番大切だと思います。 「他

の子の服を破ってはいけない」 その理由は、 「その子は悲しくなるから」、 「誰かが一生懸命その服を作ってくれたから」 です。

叱らないと子どもが理解しない、 そんなわけないです。 子どもはこれから私たちの世界を少しずつ発見します。 説明しながら一

緒にその道を歩むのが一番いいのではないでしょうか。

　その育児スタイルはドイツ語で Beziehungsorientierte Erziehung（関係を重視している育児）といいます。 すぐにわからなくても、

子どものすべての行動に必ず理由があります。 それさえわかれば

叱る必要がなくなります。 「叱らない育児」 は 「子どものわがまま

を通す事」 でもなく、 「他の人に迷惑をかける子を育てる事」 で

もありません。 子どもの行動の理由を知り、 それに適切な対策を

取るという意味です。

　「親が言う事が絶対！」 という昔ながらのドイツの育児スタイル

とはずいぶん異なりますが、 ドイツでここ 15 年人気を集めていま

す。 その教育方法のバイブルともいわれている書籍が先月、『ド

イツ流 絶対に怒らない子育て』として日本でも発売されました。

読んでみたら、「ああー、なるほど！そうだったんだ！それが理由だっ

たんだね！」 という瞬間がいっぱいあるでしょう。 子育て中の方で

なくても、 ぜひ一度お手に取ってみてください。

  鎌田 タベア

■ 2000 年初め、欧州の日本企業は投資の矛先を
これまでのポーランド、チェコ、ハンガリーの中・
東欧からルーマニア、ウクライナなどの南東欧へ、
さらにはロシアへと大きく転じた。欧米やアジア
企業はすでに当該地域に進出しており、追いつけ
追い越せで、ソフィア、キエフ、サンクトペテル
ブルクなど主要都市で日本企業誘致セミナーを受
入国とともに共催した。多くの参加者を得て、行
政当局の外国資本の受け入れにも熱意を感じた。
外資関連法の規制緩和の進展とともに、人の交流
も活発化し、多様性の中にも経済・ビジネス面で
は東西欧州の統一の可能性を実感した。また、個
性豊かな文化や観光資源がその国の魅力を一層高
めていた。今回のロシアのウクライナ侵攻によっ
て、状況は一変した。今年から来年にかけて G7

議長国であるドイツと日本の民主主義堅持の姿勢
が試されているように思える。（柚）
■シュミット政権は左派テロリズムとの戦いのなか
で「（国家の）緊急事態」に近い体制を敷き、
NATOに対してソ連との軍事バランス不均衡への対
処を求めた（これが後のいわゆる「二重決定」に
つながる）。シュレーダー政権は NATOの一員とし
てコソボ紛争に連邦軍を送った。ショルツ政権は数
週間前にウクライナへの武器供与と連邦軍強化の
方針を打ち出した。SPDと Die Grünenは政権与党
として内外の安全保障の問題に直面し、「平和主義」
という伝統的な党是との兼ね合いで難しい決断を
迫られることが多いように感じる。ショルツ政権が
さらなる決断を迫られることのないよう願う。（小）
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