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表紙の言葉

世界最古の歴史と最高品質を誇るぬいぐるみ会社シュ

タイフ社は、南ドイツ、バーデンヴュルテンベルク州の

街ギンゲンにあります。

創業者マルガレーテ・シュタイフは、小児麻痺により

ハンディキャップを負いながらも、創意工夫や努力、そ

して家族や街の人達の支えにより、世界で初のぬいぐる

み会社を興し、やがて甥のリヒャルトと共に世界で愛さ

れるテディベアを生み出しました。そのテディベアが、

2022年に誕生120周年という記念すべき年を迎えました。

このテディベアはシュタイフ社が環境に配慮した素材

を使って作られた Teddies for tomorrowという新しいシ

リーズの「ヘンゼル」と言う作品で、パイナップルの皮、

麻や木等で作られています。

もしマルガレーテが生きていたならどんなテディベアを

作るのでしょうか？　コロナの影響等で、今後ますます、

ぬくもりや安らぎが必要とされる昨今、日本においてテ

ディベアが生活文化として定着する事を願っています。

佐藤豊彦 （日本玩具文化財団　代表理事）

Zum Titelbild

Die Stofftierfi rma Steiff, die sich für die weltlängste Geschäfts-
geschichte und die beste Qualität rühmt, befi ndet sich im süd-
deutschen Städtchen Giengen an der Brenz im Bundesland Ba-
den-Württemberg.

Die Firmengründerin Margarete Steiff litt an Kinderlähmung, 
ließ sich davon aber nicht daran hindern, die erste Stofftierfa-
brik der Welt mithilfe ihres Erfi ndungsreichtums und Fleißes in 
Zusammenarbeit mit ihrer Familie und den Menschen der Stadt 
zu gründen und schließlich mit ihrem Neffen Richard die auf 
der ganzen Welt geliebten Steiff Teddybären zu erfinden. Im 
Jahre 2022 feierten die Teddybären ihren 120. Geburtstag.

Dieser Teddybär ist das Bärchen „Hänsel“ aus der neuen Serie 
„Teddies for tomorrow“, für deren Herstellung nur umwelt-
freundliche Naturmaterialien genutzt werden. Hänsel wurde aus 
der Schale von Ananasfrüchten, Hanffasern und Holz hergestellt.

Was für Teddybären würde wohl Margarete Steiff herstellen, 
wenn sie noch leben würde? Ich würde mich außerordentlich 
freuen, wenn auch in Japan die Teddybären Teil der Alltagskul-
tur würden und den Menschen Wärme, Trost und Frieden 
spenden könnten, denn diese werden in den von Corona und 
anderen Krisen gebeutelten Tagen immer notwendiger. 

Toyohiko Sato
 (Vorstandsvorsitzender der Japan Toy Culture Foundation)
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古森重隆会長　退任のご挨拶
　

　皆様こんにちは。今年 5月をもちまして、私は日

独協会の代表理事、会長を退任いたしました。在任

中の皆様のご支援に感謝申し上げます。

　思い返しますと、私が富士フイルムヨーロッパ社

長を務めていた際に、デュッセルドルフ日本商工会

議所の副会頭として、日本企業のビジネスが円滑に

いくよう、経済活動のみならず文化・市民交流の支

援を行い、その経験から日本でも日独交流に少しで

も貢献したいとの思いで会長を引き受けました。

2003年６月に樋口廣太郎前会長の後任として引き

継ぎ、それから早いもので 19年経ちます。

　長い在任中で特に印象に残っていることは、2005

年の「日本にお

けるドイツ年」で

す。当時の皇太

子殿下、現天皇

陛下とケーラー大

統領ご臨席のも

と「ドイツ年」を

開幕し、協会は

記念イベントを各

地で開催いたしま

した。また、2011年には「日独交流 150周年」と「日

独協会設立 100周年」を祝し、当時の皇太子殿下、

現天皇陛下に日本側名誉総裁にご就任頂き、ドイツ

側名誉総裁のヴルフ大統領とともに、各種記念イベ

ントを計画しました。しかし、同年 3月に東日本大

震災が起き、各種記念イベントは中止、延期を余儀

なくされました。そのような状況下、ドイツの独日協

会からは連帯を示す様々な援助を頂き、日本とドイ

ツ、そして日独協会とドイツに 50以上存在する独日

協会との「きずな」は、より強固なものとなりました。

また、約半分が未使用となった「日独交流 150周年」

のための資金を「若者交流資金」として積み立て、様々

な若者交流企画を実現させることができました。

　さて、私の後任は、信頼できる日立製作所の東原敏

昭様にお願いいたしました。私と同様、ドイツ駐在経

験があります。変わらぬご支援をよろしくお願いいた

します。また、富士フイルムにとって、ドイツは欧州

統括拠点を設置している重要な国です。私は退任いた

しますが、当社の現社長の後藤禎一が新たに理事とな

り、引き続き日独協会の活動を支援して参ります。

　最後になりますが、東原新会長のもと、日独交流

の「きずな」がますます深まることを期待するとと

もに、皆様のご活躍とご健康を心よりお祈りし、ご

挨拶とさせて頂きます。

東原敏昭会長　就任のご挨拶

　会員の皆様には、平素より当協会に格別のご厚情

を賜り心から御礼申し上げます。

　この度、本年 5月 24日に開催された理事会にお

いて、会長に選任され、19年間在任された古森会

長のあとを引き継ぐ形で就任いたしました。創立

111年の伝統ある本協会で、その責務の重大さを痛

感すると同時に、全力で誠実に職務を全うする所存

でございます。

　古森前会長はじめ、これまでの会長、役員、諸先輩、

会員の皆様のご尽力により、当協会が健全に発展し

てこられましたことに改めて深く敬意と感謝の意を

表したいと存じます。

　現在、 日独両国は自由と民主主義の価値観を尊重

し、経済、文化・芸術をはじめ幅広い分野において

良好な関係を築いてきました。本年 4月末に初訪日

したショルツ首相も日独パートナーシップを強化

し、日独関係を質的にさらに発展させると、コメン

トされました。

　私の勤務する日立グループにおいては、社会イン

フラを高度化する事業をグローバルに展開しており

ます。私は 2年間、デュッセルドルフ近郊のデュイ

スブルク市にある日立パ

ワー・ヨーロッパ社プレ

ジデントとして勤務しま

した。今後はドイツと、

デジタル化や脱炭素など

の分野で協力を深めたい

と考えております。

　私は、日独間の良好な

関係強化の礎となるの

は、市民レベルでの国際

交流・文化交流の促進で

あると考えております。日本人がドイツで円滑かつ

活発に活動するには、日独両国の市民レベルでの交

流が如何に大切か、ドイツに勤務した 2年間で身を

もって実感いたしました。

　日独協会は今後も多くの会員や日独関係者による

民間交流を促進してまいります。今後、経済・社会・

文化・学術分野での多岐にわたる活動によって、両

国の絆が一層深まっていくものと確信しています。

　これからも、役職員一同新たな日独交流の飛躍を

めざして努力していく所存でございます。会員の皆

様のさらなるご支援・ご協力を賜りますようお願い

申し上げまして、就任のご挨拶といたします。

左から、中根副会長、古森会長、
柚岡常務理事

東原敏昭新会長
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6 月の活動報告

ドイツ語講習会

2022 年度上半期コース

火～土曜日

Deutschkurse an der JDG

April 2022 - September 2022

jeden Di.-Sa.

 

Glück auf 皆さん！〜ルール地方で過ごす夏休み〜

6/17 ㈮　19:15 ～ 21:00

Glück auf, zusammen! 

-Sommerferien im Ruhrgebiet-

Datum: Fr., 17. 6. 22, 19.15-21.00

　Sprachtreff で「4月から、やっと日独協会の実習生

として日本に行けるんです！」と喜んでいたマリアさ

んの ZOOMイベント「Glück auf 皆さん !」は、そろ

そろ海外旅行にも行けそうな絶妙なタイミングでの開

催！　「ガイドブックに載っていないドイツを旅して

みたい」と思っていたこともあり、即、申し込みました。

　第 2回「ルール地方で過ごす夏休み」は、マリアさ

んの郷土愛がぎゅっと詰まったアクティビティの紹介

でした。最初の目次を見ただけで「これ 2時間で終わ

らないよね !?」というボリューム。興味深かったもの

に絞っても、中世の料理を当時の衣装で楽しめるレス

トラン、ゴンドラ・ディナー、奇岩地帯エクスターンシュ

タイネの夜のハイキング、グルーガ公園のバラ園、鉱

山をテーマにしたオーバーハウゼンのプール……。参

加の皆さんから次々と感想や質問が投稿されとても盛

り上がったのは、ZOOM開催ならではだと思います。

　「夜のハイキング」後、どうやってホテルや自宅に帰る

のだろうと思い、私も質問しました。なんと、ドイツは終

電が遅いので、普通に電車で帰ることができるそうです！

　本当に盛りだくさんで、マリアさんのご提案で全

旅程が埋まりそう。次のドイツ旅行は、ルール地方

で決まりです。 （新福 利江）

 

ドイツ時事問題研究会

6/18 ㈯　15:00 ～ 17:00

Studiengruppe „Deutschland aktuell“ 

Datum: Sa., 18. 6. 22, 15.00-17.00

　当月のトピックスとしては、

① VW社の在中国工場向け投資に対する投資保険の

引き受け拒否などウイグル人権問題をめぐるドイツ

国内の動き

②エネルギーを中心とする物価の動向と自動車燃料

税の引き下げなど政府の対策

③ 1,000 億ユーロの国防軍増強特別基金の設立

④気候保護・エネルギー転換の推進、国防費の 500

億ユーロ増額などを盛り込んだ 2022 年予算の成立

⑤ロシアによる天然ガス供給の削減

　などについて報告した。

　今月のテーマ１は「ドイツにおける民意の汲み上

げの仕組み」で、市民参加を義務づけた建築関連法

規、地方自治体などによる各種の市民参加制度、参

加者による肯定的評価の高さなどについて報告し、

現場を視察された方から活発で和やかなドイツの市

民参加の印象をお話しいただいた。

　テーマ２の「数字で見る世界の中のドイツと日本」

では少子化問題についてドイツ他各国と日本の状況

についてさまざまな角度から見たデータを紹介し、

次回以降議論することにした。 （伊﨑 捷治）

 

シュプラッハトレッフ（日独言語交換会）

6/18 ㈯　19:00 ～ 20:30

Sprachtreff

Datum: Sa., 18. 6. 22, 19.00-20.30

　日独合わせて 40 名以上（モデレータースタッフ

含む）にご参加いただきました。ドイツの日本学科

があるいくつかの大学の学生にお声がけし、ドイツ

人枠が先に満席となるうれしい状況となりました。

　レベルごとにグループに分かれて行うイベントで

すので参加者が当日に全員来てくれることを前提に

グループ分けを行っているのですが、どうしても当

日に若干のキャンセルや欠席が出てしまい、その結

果、実施後のアンケートに「日本人とドイツ人の数

がアンバランスだった」といった声が寄せられるこ

ともあります。もし欠席される場合は早めにスタッ

フにご連絡いただくようお願いいたします。

　とはいえ、多くの参加者には楽しんでいただけた

ようで、「久々にドイツ語を使い、学習のモチベー

ションがあがった」「少人数で様々な話題について

お話できた」という意見が寄せられています。

　参加者が増えているため、今後は各グループのサ

ポートをするモデレーターも増やし、より多くの参

加者を受け入れられるようにしていきたいと考えて

います。また、多くの方からご希望をうけ、言語交

換時間を次回から少し延長する予定です。
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6 月の活動報告

独逸塾

6/20 ㈪　19:00 ～ 21:00

Gesprächskreis: Neuigkeiten aus Deutschland

Datum: Mo., 20. 6. 22, 19.00-21.00

参加者 23 名。テキストはシュピーゲル誌 2021 年

12 月 1日の「Die Mauerseglerin」。　 

1．ベルリンの壁崩壊後東西ドイツを東ドイツの秘

密警察に尾行されながら英語の教師として往来して

いたアメリカ人女性 Jane Helmchenが感じた東西格

差が述べられている。

2．ベルリンの壁そのものは東ドイツでは多くの人々

が社会主義に生活向上のための時間を稼ぐものとし

て良しとしていた。

3．驚異的な経済成長により、西ドイツは東ドイツ

の人々を見下すようになり東ドイツの人々はそれを

感じて心の壁ができた。

4．西側の経済成長の勝利者は、勘違いされた勝利

者であり、また東側の経済の遅れでの敗北者は勘違

いされた敗北者である。東西ドイツは平等であり区

別することは馬鹿げていると述べている。

5．西ドイツの人々が東ドイツの人々が受けた苦しみ、

歴史の中で残した功績を正当に評価しないことが心の

壁を生み出した。重要なのは経済でなく人間性である。

6．ドイツ語の解釈及びアメリカ人女性教師の心境

について議論があった。 （森永 成一郎）

 

会員懇談会サロン 

「ハンナ・アーレントと難民問題」

6/21 ㈫　19:00 ～ 21:00

Mitgliederstammtisch

„Deutsche Universitäten: früher und heute“

Datum: Mo., 21. 6. 22, 19.00-21.00

講師は、フェリス女学院国際交流学部教授の矢野久

美子先生。参加者 29 名

　SDGsの目標「誰一人取り残さない」持続可能な

世界実現の為に制定された 6月 20 日の「世界難民

の日」の丁度翌日 6月 21 日に矢野先生にこのお話

を伺えたのは、タイムリーであった。

　先生は、先ずこの重大な課題を考える為に二人の女

性（アンネ・フランクとハンナ・アーレント）の言葉

を紹介され、続けて表現者（アーティスト）による「難

民の危機」への応答と称してヌスバウムの 1939・

1942 年の作品を紹介され、更にレベッカ・ベルモアを

紹介されたが、大変興味深いアプローチだったと思う。

　そして、アーレントの生涯を述べられたが、特に

彼女が 18 年間無国籍であった後に米国で得た国籍

を「法の垣根という保証」「同化の必要なく市民・

国民であるということ」と見なし、無国籍で難民で

あることは、法の外部にあることとアーレントが表

現した心魂は大変に深いと感銘した。

　矢野先生は、まとめとして嘗ての米国を念頭に国

籍剥奪についてのアーレントの言葉を引用された。

「今や米国のような民主主義国までが、共産主義者

であれば生まれながらの米国人であろうと市民権を

剥奪しようと真面目に考えるまでになった。」

（佐藤 勝彦）

 

日本語能力試験 N3 級直前対策講座

6/24 ㈮　25 ㈯　7/1 ㈮　2㈯

17:00 ～ 19:00

JLPT N3 Last Minute Testvorbereitung

Datum: 24/25. Juni 2022 und 1/2. Juli 2022

19.00-21.00

　日独協会として、日本人だけでなくドイツ人に向

けた講座やイベントも提供してはどうか、という研修

生マリアさんからの提案により、ドイツ語圏の方のた

めの日本語講座を開催した。といっても、協会は日

本語学校ではないので、テーマを絞り、7月 3日開催

の日本語能力試験のための直前対策を行うことにし

た。ドイツに多くいるという日本語の独学者が、先生

に直接質問できる機会になればという期待があった。

　講師は協会会員で日本語教師としても活躍中の杉

江真理子さん。参加者はドイツ、オーストリアから合

計 4名。初日は、試験当日と同じ時間帯で模擬試験

を受けていただき、翌日からは解答解説および質疑

応答を行った。最終日はたくさんの過去問を出題し、

その場で答えてもらった。「ぶらぶら」などの擬態語

に関する問題や、語彙問題は特に難しいようだった。

　講座終了後のアンケートでは、「応用問題をもっ

と行いたい」「語彙、漢字、簡単な会話に特化した

クラスがあれば」、といった声をいただいたので、

今後の参考にしていきたい。

　協会としてはこういった日本語学習者が協会の他の活

動にも関心を持ち、日本人会員やドイツ語学習者との交

流イベントにも参加してくれることを期待している。
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2021 年度 公益財団法人日独協会 事業報告

運営方針

　公益財団法人として財政健全化に努め、公平性・

透明性・効率性を維持し、会員確保のため魅力ある

事業の実施を目指した。

　コロナ禍の中、IT技術を活用して、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

の交流拡大を試み、多くのオンラインイベントを実

施し、会員増加・維持のため、より良いサービスの

提供を目指した。

事業内容

⑴　活動報告

①オンライン講演会・定期イベントの実施

　対面活動が制限される中で、オンラインでの講演

会を定期開催。会員同士の交流や学びの機会の提供

の継続に努めた。トークイベント「Hör mal zu !」では、

法人会員にも関心を持っていただけるテーマとして

「コロナ禍の在独日系企業の動向」や「ドイツの電

気自動車産業」を取り上げた。ドイツ在住者の講師

と繋いで最新のドイツ事情を学ぶ「ドイチュラント・

イェッツト」も 4回開催。他にもオンラインでの文

化講演会や読書会を多く開催した。

②定例イベントのオンラインでの継続実施

　ドイツの新聞等を深読みする「独逸塾」、ドイツ

の政治、経済、社会の状況について考える「ドイツ

時事問題研究会」、日本語とドイツ語の語学交換会

「Sprachtreff」を毎月開催。

③対面イベントの再開

　賀詞交歓会、ドイツ・オーストリアの秋の味覚の

試飲・試食会、ドイツにゆかりの高架橋に関する講

演と見学会、花見さんぽを開催。

④日独交流 160 周年記念事業

　駐日ドイツ大使館の後援、ベルリン独日協会との

共催で「日独Mangaコンクール 2021」を実施。受

賞作品の展示会を都内 2か所とベルリンで開催。多

くの会員をはじめ日独関係者に来場いただいた。

　会報誌 Die Brückeに「ドイツに生きる―ドイツで

活躍する日本人」を 6月号より連載。また、「日独

交流 160 周年」をテーマに、独日協会連合会、ベル

リン日独センター、日独産業協会（DJW）等外部の

代表者からの特別寄稿を掲載。

⑤ SNSの活用と他団体との関係強化

　対面での活動が制限される中、対外広報や会員へ

の情報提供としてSNSの活用を強化。Twitterではフォ

ロワーが 17,000 人を超えた。SNS投稿をきっかけに

株式会社 JR東日本クロスステーション デベロップ

メントカンパニーが開催した「ドイツフェア」の企画、

パンフレット制作に協力および情報提供を行った。

⑵　財政健全化への試み

①オンラインのドイツ語講座や文化交流イベントの

実施拡大と内容の充実に努め、ドイツ語講座を年間

80 講座に増やし、収益増に貢献。

②オリンピックは無観客開催となり、支援活動は制

限されたものの、ドイツのホストタウンである文京

区からのドイツ語講座受託事業は継続実施。

⑶　令和 3年度の主要事業日程

年間で約 60 のイベントを開催した。主な活動日程

は下記の通り。

4月1日㈭　文京区ドイツ語講座（年間委託事業）開始

4月 8日㈭　ドイツ語上半期コース開始（24 講座）

5月 22 日㈯　オンライン独日協会連合会総会出席

7月 21 日㈬　全国日独協会連合会年次総会書面会議

開催

7月 26 日㈪　ドイツ語夏期講習会開始（15 講座）

8 月 31 日㈫　日独交流 160 周年記念「日独 Manga

コンクール 2021」作品募集締切りと作品審査

10 月 1日㈮　ドイツ語下半期コース開始（26 講座）

11 月 15 日㈪～ 21 日㈰　「日独Mangaコンクール　

2021」受賞作品展示会（於　OAG）

11 月 19 日㈮～ 30 日㈫　日独交流 160 周年記念「ド

イツフェア 2021」参加

1月 8日㈯　賀詞交換会（20 名）（於　日独協会）

1月 29 日㈯～ 2月 5日㈯　「日独Mangaコンクール

2021」受賞作品展示会（於 shibuya-san）

3月 4日㈮　ドイツ語春期講習会開始（15 講座）

3月 27 日㈰　「花見さんぽ」（参加者約 35 名）

 

Geschäftsbericht der gemeinnützigen Stiftung 

Japanisch-Deutsche Gesellschaft 2021

Zielsetzung

Als gemeinnützige Stiftung sind wir bestrebt, finanzielle 

Solidität, Fairness, Transparenz und Effizienz zu wahren 

und attraktive Projekte zu realisieren, um Mitglieder zu 

gewinnen.

Inmitten der Corona-Katastrophe haben wir versucht, die 

IT-Technologie zu nutzen, um unsere Aktivitäten 

vorzustellen und den Austausch zwischen den Mitgliedern 

der Japanisch-Deutschen Gesellschaft in Tokyo und den 

anderen Japanisch-Deutschen Gesellschaften sowie 

Deutsch-Japanischen Gesellschaften zu erweitern. 

Darüberhinaus haben wir viele Online-Veranstaltungen 

organisiert, um unsere Mitgliederzahl zu erhöhen und 

bessere Dienstleistungen anzubieten.

Geschäftliche Aktivitäten

I. Tätigkeitsbericht

1 .  Durchführung von Online-Vorlesungen und 

regelmäßigen Veranstaltungen

Es fanden regelmäßige Online-Vorlesungen statt, während 

die Präsenzveranstaltungen begrenzt waren. Es wurden 

A n s t r e n g u n g e n  u n t e r n o m m e n ,  u m  w e i t e r h i n 

Gelegenheiten zum Austausch und Lernen unter den 

Mitgliedern zu bieten. Die Vortragsreihe „Hör mal zu!“ 
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behandelte Themen, die für Firmenmitglieder von 

Interesse sind, wie z.B. „Trends japanischer Unternehmen 

in Deutschland zur Zeit der Corona-Krise“ und „Die 

Elektroautoindustrie in Deutschland“. Das Programm 

„Deutschland jetzt“, bei dem sich die Teilnehmer durch 

den Kontakt mit in Deutschland lebenden Dozenten über 

aktuelle deutsche Themen informieren können, wurde 

ebenfalls viermal durchgeführt. Darüber hinaus wurden 

zahlreiche weitere kulturelle Online-Vorträge und 

Lesungen organisiert.

2. Fortlaufende Online-Durchführung von regelmäßigen 

Veranstaltungen.

Der „Gesprächskreis: Neuigkeiten aus Deutschland“ zur 

vertieften Lektüre deutscher Zeitungen und dergleichen, 

die Studiengruppe zu „Deutschland aktuell“, bei der 

Teilnehmer über die politische, wirtschaftliche und soziale 

Si tua t ion  in  Deut schland nachdenken,  und der 

„Sprachtreff“, ein Treffen zum Sprachaustausch zwischen 

Japanern und Deutschen, fanden monatlich statt.

3. Wiederaufnahme von Präsenzveranstaltungen.

Ein Neujahrsempfang, Verkostungen deutscher und 

österreichischer Herbstspezialitäten, Vorträge und 

Führungen zu Viadukten mit Bezug zu Deutschland 

wurden abgehalten.

4. Gedenkveranstaltungen anlässlich des 160-jährigen 

Bestehens der deutsch-japanischen Beziehungen.

Wir haben gemeinsam mit der Deutsch-Japanischen 

Gesellschaft Berlin den Deutsch-Japanischen Manga-

Wettbewerb 2021 unter der Schirmherrschaft der 

Deutschen Botschaft in Japan organisiert. Die prämierten 

Arbeiten wurden an zwei Standorten in Tokio und auch in 

Berlin ausgestellt. Die Ausstellung wurde angefangen bei 

vielen Mitgliedern der Japanisch-Deutschen Gesellschaft 

auch von anderen Personen, die in Bezug zu Japan und 

Deutschland stehen, besucht.

Auch die Reihe „In Deutschland leben – Japaner, die zu 

den deutsch-japanischen Beziehungen beitragen“, die 

erstmals in der Juni-Ausgabe der Mitgliederzeitschrift 

„Die Brücke“ veröffentlicht worden ist, wurde fortgesetzt. 

Ferner wurden von Vertretern des Verbandes der Deutsch-

Japanischen Gesellschaften, des Japanisch-Deutschen 

Z e n t r u m s  B e r l i n ,  d e s  J a p a n i s c h - D e u t s c h e n 

Wirtschaf tskreises （DJW） und anderen externen 

Organisationen Sonderbeiträge zum Thema „160 Jahre 

deutsch-japanische Beziehungen“ veröffentlicht.

5. Nutzung von sozialen Netzwerken und Stärkung der 

Beziehungen zu anderen Organisationen

Angesichts der begrenzten Präsenzaktivitäten wurde die 

Nutzung des SNS für die externe Öffentlichkeitsarbeit und 

die Information der Mitglieder verstärkt; die Zahl der 

Follower auf Twitter überstieg 17.000; SNS-Posts führten 

zur Planung der „Deutschland-Messe“, die von der JR East 

Cross Station Development Company organisiert wurde, 

und zur Erstellung eines Pamphlets. Das Unternehmen 

beteiligte sich an der Planung der Deutschen Messe und an 

der Erstellung einer Broschüre.

II. Versuche zur Verbesserung der finanziellen Solidität

1.Es wurden Anstrengungen unternommen, um die 

Durchführung  von  Onl ine -Deu t schkursen  und 

Kulturaustauschveranstaltungen auszuweiten und deren 

Inhalt zu verbessern, wodurch sich die Zahl der 

Deutschkurse auf 80 pro Jahr erhöhte und höhere 

Einnahmen erzielt wurden.

2.Obwohl die Olympischen Spiele ohne Zuschauer 

stattfanden und die unterstützenden Aktivitäten 

eingeschränkt waren, wurden die in Auftrag gegebenen 

Deutschkurse im Bezirk Bunkyo, der als Gastgeberstadt 

für Deutschland fungierte, fortgesetzt.

III. Hauptunternehmungen des Jahres 2021

Die Gesamtzahl der abgehaltenen Veranstaltungen im 

vergangenen Jahr betrug 60 Veranstaltungen. Die 

wichtigsten darunter waren die folgenden:

1. April （Do): Beginn der Deutschkurse im Bezirk 

Bunkyo (Auftragsarbeit)

8. April (Do): Beginn des April-September Semesters der 

Deutschkurse der JDG (insgesamt 24 Kurse)

22. Mai (Sa): Teilnahme an der online abgehaltenen 

Jahrestagung des Verbands der Deutsch-Japanischen 

Gesellschaften

21. Juli (Mi): Jahrestagung des Verbands der Japanisch-

Deutschen Gesellschaften (schriftlich abgehalten)

26. Juli (Mo): Beginn der Sommerintensiv-Deutschkurse 

(insgesamt 15 Kurse)

31 .  August  (Di) :  „Japanisch-Deutscher  Manga-

Wettbewerb 2021“ anlässlich des 160-Jahre währenden 

Japanisch-Deutschen Austausches - Ablauf der Frist für 

die Einreichung von Mangawerken und anschließende 

Beurteilung der Werke 

1. Oktober (Fr): Beginn des Oktober-März Semesters der 

Deutschkurse der JDG (insgesamt 26 Kurse)

15 .  bis 21 .  November (Mo-So): Ausstellung der 

Preisträgerwerke des Japanisch-Deutschen Manga-

Wettbewerbes 2021 (abgehalten bei der OAG)

19. bis 30. November (Fr-Di): Teilnahme am anlässlich 

der  160  Jahre  währenden Japanisch-Deutschen 

Freundschaft abgehaltenen „Doitsu Fair 2021“ 

8. Januar (Sa): Neujahrsbegrüßung (insgesamt 20 

Teilnehmer, abgehalten in der JDG)

29. Januar bis 5. Februar (Sa-Sa):  Ausstellung der 

Gewinnerbeiträge des „Japanisch-Deutschen Manga-

Wettbewerbs 2021“ (bei „shibuya-san“) 

4. März (Fr): Beginn der Frühlingsintensiv-Deutschkurse 

(insgesamt 15 Kurse)

27. März (So): „Hanami-Spaziergang“ (insgesamt 35 

Teilnehmer)
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2021 年度決算 （単位／千円）

2019 年度実績 2020 年度実績
基本財産運用益 2,597 2,413

受取会費 13,090 14,089

事業収益 19,194 16,737

受取寄付金 744 728

雑収益 163 165

経常収益 35,787 34,130

事業費 29,502 27,414

管理費 6,267 6,688

経常費用 35,768 34,102

評価損益等調整前 19 28

当期経常増減 1,748 9,960
基本財産評価損益等 1,383 8,776
当期経常増減額 1,748 9,960

経常外収益 0 0

経常外費用 0 0

当期経常外増減額 0 0

当期一般正味財産増減額 1,748 9,960

Rechnungsbericht für das Fiskaljahr 2021  (Alle Angaben in 1000 Yen)

Fiskaljahr 2021 Fiskaljahr 2021 Fiskaljahr 2020
Betriebserträge 2.597  2.413 
Mitgliedsbeiträge 13.090  14.089 
Geschäftserträge 19.194  16.737 
Spenden 744  728 
Andere Erträge 163  165 
Gesamtsumme der Erträge 35.787  34.130 
Geschäftskosten 29.502  27.414 
Verwaltungskosten 6.267  6.688 
Gesamtsumme der Betriebsaufwendungen 35.768  34.102 
Differenz Betriebserträge und -aufwendungen vor der Bewertung 19  28 
Differenz laufender Gewinne und Kosten in dieser Periode 1.748  9.960 
Kapitalbewertungsgewinn und -verlust 1.383 8.776
Differenz laufender Gewinne und Kosten in dieser Periode 1.748 9.960
Betriebsfremde Erträge 0 0

Betriebsfremde Aufwendungen 0 0
Differenz der betriebsfremden Erträge und Aufwendungen 0 0
Allgemeines Reinvermögen in dieser Periode 1.748 9.960

公益財団法人 日独協会　名誉会員、名誉会長、理事、監事、評議員、顧問、諮問委員（敬称略・順不同）（2022 年６月末現在）

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

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

Botschafter a.D. Henrik Schmiegelow Botschafter a.D. Hans-Joachim Daerr
Botschafter a.D. Volker Stanzel Botschafter a.D. Hans Carl von Werthern
Botschafrerin a.D. Ina Lepel

名誉会長 クレーメンス・フォン・ゲッツェ大使
Ehrenpräsident Botschafter Clemens von Goetze

代表理事・会長 東　原　敏　昭
Vorsitzender/Präsident Toshiaki Higashihara

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

常務理事 柚　岡　一　明
Hauptgeschäftsführer Kazuaki Yuoka

理事 賀　久　哲　郎 伊　崎　捷　治 金　谷　誠一郎 ゲオルク・ケイ・ロエル 後　藤　禎　一
Mitglieder des Vorstandes Tetsuro Gaku Shoji Isaki Seiichiro Kanaya Georg K. Löer Teiichi Goto

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

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

評議員会
Aufsichtsrat

議長 平　松　龍　文
Vorsitzender Tatsufumi Hiramatsu

副議長 柴　田　　　明
Stellvertretender Vorsitzender Akira Shibata

評議員 磯　田　　　昇 北　村　　　馨 森　　　弘　子 大　越　忠　光 岡　田　　　裕
Mitglieder des Aufsichtsrates Noboru Isoda Kei Kitamura Hiroko Mori Tadamitsu Ogoe Yutaka Okada

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

藤　田　　　明 杉　江　真理子 安　永　隆　則 出　原　　　悠
Akira Fujita Mariko Sugie Takanori Yasunaga Hisashi Idehara

顧問 河　村　繁　一
Berater Shigekazu Kawamura

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

紀　藤　重　成 松　田　源　治 十　倉　雅　和 沢　田　敏　男
Shigenari Kito Genji Matsuda Masakazu Tokura Toshio Sawada

2021年度　公益財団法人日独協会
決算報告

2021 年度決算報告の主な要点は以下の通り。

前年度比経常収益は 1,658 千円増。この主な

要因はオンラインドイツ語講座の講座数を増

やしたことによる事業収益の増加。一方、前

年度比経常費用は 1,666 千円増。その結果最

終経常益は 19,036 円のプラスとなった。

Rechnungsbericht der Japanisch-Deutschen Gesell-

schaft für das Geschäftsjahr 2021

Die wichtigsten Punkte des Finanzberichts für das Geschäftsjahr 

2021 sind wie folgt: Im Vergleich zum vergangenen Geschäftsjahr 

stiegen die Einnahmen um 1,7 Mio. Yen. Dies ist in erster Linie auf 

einen Anstieg der Geschäftseinnahmen infolge einer Zunahme der 

Zahl der Online-Deutschkurse zurückzuführen. Die Aufwendungen 

stiegen auch um 1,7 Mio. Yen im Vergleich zum Vorjahr, sodass 

am Ende ein Plus von 19.036 Yen erreicht werden konnte.
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研修生のコラム

マリアの
日記

冷感グッズへのラブレター

マリア・クラーセン（日独協会研修生）

　わたしは、暑さに弱い人です。暑さと言っても、わ

たしに最適な気温は、湿気なしの 15度ぐらいです。

25度くらいまで気温が上がったら、体がだんだんだ

るくなって、30度を超えてしまうと、結局脳ミソも

働かなくなります。身体が私の言うことをちゃんと聞

いてくれなくなるみたいです。

　朝、起きたら ―と言っても結局耐えきれない暑さで

寝られないで夜更かししてしまう時が多い―“縦になる”

だけで汗をかけます。それを流そうとシャワーを浴びて

も、着替えるだけでまた汗でびしょびしょになります。

それで、ようやく駅に着いて、電車に乗ったら、蒸し暑

くて汗をかきながら、エアコンが放つ冷たい風で凍死

しそうで、セーターが恋しくなります。さて、東京で電

車から降りて駅を出たら、暑さという分厚い壁にぶつ

かって、眩しい日差しで視界が途切れます。ぼやけて

いるように見えるアスファルトは、灼熱の暑さで溶けそ

うで、左右からエアコンの室外機の排出する熱を浴び

ながらも、自分の靴底がアスファルトに溶け合わないよ

うに足早に歩きます。一言で言うと「しんどい」です。

　しかし、毎日必ず助けてくれる「もの」があります。

それは、日本の偉大な発明家が工夫した「冷感グッズ」

なのです！夜、気持ちよく寝られるのは、冷感枕カバー

や接触冷感シーツのおかげで、蒸し暑くても気持ちい

いのは、冷感シャンプーやボディーソープがあるから

こそです。しかし、それだけではなく、フェイシャル

シート、デオドラント、衣類冷却スプレー、ネッククー

ラーまであって、なんて素敵！誠にありがたい存在で

す。これからも頼らせてください、冷感グッズ。

　

追伸：日本の夏にはもちろん、良いこともたくさんあります。

アイスクリームを好きなだけ食べられるのは、「この暑さで

は仕方がないだろう」という言い訳ができるからこそです！

Liebesbrief an Reikan-Artikel*

Maria Claßen (Praktikantin der JDG)

Ich vertrage keine Hitze. De facto ist für 

mich die angenehmste Temperatur 15C°bei 

ger inger Luftfeuchtigkeit .  Steigt d ie 

Temperatur auf 25C°, fängt mein Körper an, 

sich nach und nach träger anzufühlen. Werden 

dann die 30C°überschritten, hört mein Gehirn 

gänzlich auf zu arbeiten. Es ist als würde 

mein Körper nicht mehr auf mich hören.

Schon beim bloßen Aufstehen morgens ‒ sage 

ich, obwohl ich nachts aufgrund der Hitze 

ohnehin kaum schlafen kann ‒ treten mir 

Schweißperlen auf die Stirn. Auch trotz 

Duschen bin ich spätestens nach dem Anziehen 

wieder wie schweißgebadet. Steige ich am 

Bahnhof in den Zug, wische ich mir aufgrund 

der schwülen Hitze alle paar Sekunden den 

Schweiß von der Stirn, während ich mich 

gleichzeitig nach meinem Pullover sehne, weil 

ich im kalten Wind der Klimaanlage beinahe den 

Kältetod sterbe. In Tokyo angekommen, ist es 

als würde ich beim Verlassen des Bahnhofs 

gegen eine Zentimeterdicke Wand aus purer 

Hitze prallen. Die gleißende Sonne raubt mir 

die Sicht. Der Asphalt fl immert und scheint in 

der brütenden Hitze zu schmelzen. Von links 

und rechts in der abstrahlenden Hitze der 

Klimaanlagen bratend beschleunige ich meinen 

Gang, damit meine Schuhe nicht Eins mit dem 

Asphalt werden. Um es zusammenzufassen: Es 

ist kaum erträglich.

Aber ich habe tägliche „Lebensretter“. Nämlich 

die sogenannten Reikan-Artikel, die Japans 

kongeniale Erfinder herbeigezaubert haben! 

Dass ich nachts entspannt schlafen kann, 

verdanke ich den Reikan-Bettlaken, und dass 

ich mich trotz drückender Hitze sauber und 

erfrischt fühle, dem Reikan-Shampoo und 

Duschgel. Doch da hört es nicht auf! Es gibt 

sogar Erfrischungstücher fürs Gesicht, Deos, 

kühlende Sprays für Kleidung, Nackenkühler 

und vieles mehr. Einfach wunderbar! Ich krieche 

bei Japans Erfi ndern dafür zu Kreuze, dass es 

diese Artikel gibt! Lasst mich bitte auch von 

jetzt an auf euch zählen, Reikan-Artikel.  

* Artikel, die einem ein Gefühl der Kälte vermitteln
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池内紀は 1940 年に兵庫県姫路市に生まれた。東京

外国語大学外国語学部ドイツ語学科を卒業し、東京

大学大学院人文科学研究科修士課程に進み、オース

トリア政府奨学金を得て 1967 年 7 月にはじめて

ウィーンの地を踏んだ。帰国後は神戸大学で講師と

して働き、カール・クラウスの戯曲『人類最後の日々』

とエリアス・カネッティ『眩暈』の翻訳を刊行、東京

都立大学助教授を経て、1986 年から 10 年間東京大

学文学部で助教授、教授を務め早期退官した。1979

年に『諷刺の文学』で亀井勝一郎賞、1991 年にアネリー

ス・シュヴァルツ『ふしぎないきもの』（翻訳）で産

経児童出版文化賞美術賞、1994 年に『海山のあいだ』

で講談社エッセイ賞、2000 年には『ファウスト』（翻

訳）で毎日出版文化賞、2002 年には『ゲーテさんこ

んばんは』で桑原武夫学芸賞、ならびに『カフカ小

説全集』で日本翻訳文化賞、そして 2013 年には『恩

地孝四郎　一つの伝記』で読売文学賞を受賞した。

池内の著書を見渡してみると、山歩き、酒、人生

についてのエッセイ、さらには小説『ペトリの祭壇、

同じ姫路出身の関口存
つぎ

男
お

（1894-1958）1の評伝と、

実に多彩である。フランツ・カフカやギュンター・グ

ラスの訳業のかたわら、幅広い読者層に向け様々な

テーマで執筆を行なっていたのは、独文学者として

は意外に思われるのではないだろうか。大都市だけ

ではなく、名もなき街をさすらい、安宿と地元の人

たちで賑わう食堂をこよなく愛した池内は、アカデ

ミズムの場と一定の距離を保った稀有な存在であり、

独文学研究の大家といった括りだけではその姿を正

確に捉えることはできない。池内の独文学者として

の精神的な立ち位置はどのようなものだったのだろ

うか。東大に着任する際、十年で退職する旨を宣言、

そしてその宣言通りに早期退官するなど、権威主義

的エリートコースとは真逆の道を歩んだ彼の原点に

は、先達の日本の「エリートの」独文学者に対する

とある思いがあった。ある雑誌のインタビューで、

戦前戦中に日本に紹介されたドイツ文学についての

印象、そしてユダヤ系作家の作品との出会いについ

て問われ、池内は次のように答えている。

あんなにナチスやヒトラーを誉めたたえて、トーマ

ス・マンなどの亡命作家たちを批判していたのが、一

夜明けるとコロッと変わって、反戦作家ケストナーや

抵抗文学論ですからね。失礼ながら、この先生方は信

用しないで、自分の目で見つけて、それを『自分のド

イツ文学』にしようと思いました 2。

エッセイやテレビ番組における飄々とした語り口の

背後には、人としての誠実さが第一にあったのではな

いか。ドイツ文学についても肩肘張ることなく、市井

の人々の視点を意識したその飾らない語り口は、わが

国におけるドイツ文学の普及に寄与したと言えよう。

池内の執筆に対する姿勢やその原動力は、息子の池

内恵
さとし

氏による追悼文からも窺い知ることができる。

書き手と読み手は直接顔を合わせるものではない。

書き手は目をつぶって、まだ見ぬ読者に渾身の力で文

を投げる。それを匿名の読み手が、日々の生活の中で

それぞれに受け止めてくれることを祈る。この決して

触れ合うことのない未知の読者との関係性こそが出版

の醍醐味であり、そこに父は賭けていた。［…］各個

人の内心の希求に従って本を手に取る本来の読み手に

こそ、その言葉は届いたのだと思う 3。

池内は『ぼくのドイツ文学講義』や『ゲーテさん

こんにちは』における軽やかな文体でもって、「ド

イツ文学」というなにやら小難しそうな、堅苦しそ

うなものをぐっと身近な人間の物語として―「自分

のドイツ文学」として―読者に伝えた。「高校生に

も読める」というコンセプトでなされたカント『永

遠平和のために』の訳業もやはり、そうした池内の

信念に基づいたものであった。独文学者としての使

命に対する強い意識が常にあったことは、以下の引

用からも確かに感じられる。2005 年から 2007 年に

かけて臨川書店より刊行された『ヘルマン・ヘッセ

全集』には、池内が「推薦のことば」を寄せている。

少し長いが引用してみよう。

［…］いまは教科書に入っている「少年の日の思い出」

でヘルマン・ヘッセを知ったという人が多いのではあ

るまいか。つましい家庭に育った蝶好きの少年が、金

持の少年のコレクションからクジャクヤママユを盗

む。友人の思い出として語られているが、あきらかに

ヘッセその人である。

「少年の日の思い出」は訳者が付けたタイトルであっ

て、原語はクジャクヤママユのドイツ名にあたる「夜

の孔雀の目」。華麗な孔雀の目のように闇にひろがり

日独交流の架け橋を築いた人々

Pioniere des japanisch-deutschen Kulturaustausches

第 7回　 独文学者・エッセイスト　池内紀（1940 年～ 2019 年）

　　　　Osamu IKEUCHI, Germanist und Essayist (1940-2019)

田中　洋（Die Brücke編集員、杏林大学外国語学部　専任講師）

Hiroshi TANAKA（Redaktionsmitglied der Brücke, Dozent der Kyorin Universität)
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誘惑するもの。少年の日に暗い夜がさしかけた一瞬を

めぐる物語。

かつて「青春時代」などと訳されたが、ヘッセ自身

は「ヘルマン・ラウシャー」と、そっけなく突き放し

て名前だけを置いた。さらに「ゲルトルート」「ロスハ

ルデ」「クヌルプ」。それらがいずれも訳者の一存で
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、甘っ
4 4

たるいタイトルに換えられていた
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。

ヘッセにとって文学はサナギが蝶になるための脱皮

と成長にひとしく、悪が忍びよる時を見据えて、理性

をくらまされない。まさしく大人の文学である。新し
4 4

い全集によって
4 4 4 4 4 4 4

、ようやく本来のヘルマン・ヘッセが
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

あらわれるにちがいない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4。（圏点は筆者による）

アカデミズムの場において決して中心に立つので

はなく、他の研究者から一定の距離を置いて自身の

道を孤独に追求する池内が、本質的にカフカに大い

に惹かれたのは理解できよう。池内によるカフカ全

集は、それまで徒らに広められてしまった作家・作

品の陰鬱なイメージや実存主義的な作品評価を払拭

し、全訳を通じその等身大の姿を読者に示した。彼

の手によって、ようやく「本来のフランツ・カフカ」

が現れたのだ。これこそが池内の独文学者としての

最大の功績ではなかろうか。

孤独なカフカ、辛辣なカール・クラウス、そして

ユダヤ系作家を中心にいわゆるドイツ文学の「王道」

の周辺を歩み続けた池内が、最後にゲーテの伝記執

筆に至ったのはやや意外と思われるかも知れない。

しかし、独文学者である一方、人生の酸いも甘いも

味わい尽くした人生の達人でもある池内の姿は―池

内曰く、名前はずっと知っているがなんとなく遠い

存在であった―文豪であり、存分に生を謳歌した

ゲーテその人に重なるようである。

（注）

1：「関口文法」で知られるドイツ語学研究者

2：『記憶の海辺　一つの同時代史』（青土社）2017年、77頁。

3： 池内恵「書き手としての父　池内紀の死」『中央公論』

2019 年 11 月号、206 頁。

4： 「大人の文学」『「ヘルマン・ヘッセ全集」推薦のことば』

臨川書店ホームページ http://www.rinsen.com/books/hesse.htm

（2022 年 6 月 24 日閲覧）

＜主要参考文献＞

池内紀『ウィーン―ある都市の物語―』（筑摩書房）1989 年

『ウィーン世紀末文学選』（岩波書店）1989 年

『諷刺の文学』（白水社）1995 年

『ぼくのドイツ文学講義』（岩波書店）1996 年

『ペトリの祭壇』（青土社）1997 年

『池内紀の仕事場 3　カフカを読む』（みすず書房）2004 年

『ゲーテさん　こんばんは』（集英社）2005 年

『ことばの哲学　関口存男のこと』（青土社）2010 年

『記憶の海辺　一つの同時代史』（青土社）2017 年

『闘う文豪とナチス・ドイツ　トーマス・マンの亡命日記』（中

央公論新社）2017 年

『ヒトラーの時代　ドイツ国民はなぜ独裁者に熱狂したのか』

（中央公論新社）2019 年

池内紀・南川三治郎『世紀末ウィーンを歩く』（新潮社）

1987 年

池内恵「書き手としての父　池内紀の死」『中央公論』2019

年 11 月号、204-209 頁。

カント，イマヌエル（池内紀訳）『永遠平和のために』（集英社）

2015 年

Die Kulturkiste
＝文化の玉手箱＝

20世紀最高（史上最高かも）の指揮者とされるフルトヴェングラー（以下、F）

が戦後、対ナチ協力の嫌疑が漸く晴れて、ベルリン・フィルとの演奏会に復帰

したのが1947年 5月。そのときの切符入手を巡る狂騒は今も語り草です。

それから 75 年目の今年 5月に出たこの本には、「バルバラ・フレーメル

夫人の独白」との副題がついています。

Fがワーグナー音楽の聖地バイロイトで好んで滞在した家のお嬢さんが、

音楽関係者でも身内でもなく、政治との関わりも利害関係もない「一人の

女の子」の眼から見た「歳を取ったおじさん」の回想です。

Ｆに「たくさん女性の知り合いがいたので離婚した」話や、1951 年に今

も CDやレコードで繰り返し聞かれる第九を指揮した頃にはもう難聴が始

まっていて、オーケストラとの意思疎通が難しかったこと（まだ 65 歳だっ

た）、「戦後は人が変わったように神経質になり、奥さんに傲岸だった」と

いったエピソードも、「やはりそうか」との思いを強くさせてくれます。

　Fの音楽や政治との関係を著した数多の専門的文献と違い、「F個人」

の「オフ」の姿が、貴重な肖像や（自ら認めている）悪筆の手紙の写真と

ともに紹介されていて、資料としての価値も高い本だと思います。

「バイロイトのフルトヴェングラー」

 松田 邦夫（日独協会監事　セントラル短資 FX代表取締役社長）

「バイロイトのフルトヴェングラー

バルバラ・フレーメル夫人の独白」

音楽之友社　2,000 円＋税　

ISBN：9784276217034

書籍紹
介
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Das Samurai Museum Berlin

Dr. Verena Materna

Vorstandsmitglied der DJG Berlin, Molekularbiologin und wissenschaftliche Koordinatorin

Berlin ist vor Kurzem um eine Attraktion reicher geworden. Am 8. Mai 
2022 wurde im Herzen der Stadt, in der Auguststr. 68, das Samurai 
Museum Berlin eröffnet. Es ist europaweit das erste Museum, das sich 
ausschließlich der Kunst und Kultur der Samurai widmet. Wenn man es 
genau betrachtet, ist es eine Wiedereröffnung, denn bereits seit 2017 
existierte in Berlin-Dahlem das Samurai Art Museum. Jedoch hatte 
dieses eine deutlich geringere Ausstellungsfläche, zeigte aber bereits 
damals sehr beeindruckende Exponate der Kriegerkaste Japans. 

Alles begann vor mehr als 30 Jahren, als der Unternehmer Peter Janssen 
auf einem Berliner Trödelmarkt ein Katana entdeckte. Die Privatsammlung 
ist inzwischen auf mehr als 4.000 Objekte angewachsen, von denen ca. 
1.000 in der Dauerausstellung und den jeweils gezeigten Wechsel-

ausstellungen zu sehen sein werden. Schwerpunkt bilden hierbei historische Waffen und Rüstungen aus 
verschiedenen Jahrhunderten, wobei auch der Mythos der Samurai in den Fokus genommen wird. Ergänzend 
werden die Künste der damaligen Zeit, wie Kalligrafie, Teezeremonie und Theater präsentiert. So gibt es im 
Museum eine Nō-Bühne, die u. a. für spezielle Veranstaltungen und Vorträge genutzt werden kann, und Nō-Masken, 
sowie ein Teehaus und Utensilien der Teezeremonie, die das Bild der damaligen Zeit abrunden. Als Brücke in die 
Neuzeit wird außerdem moderne Kunst präsentiert, die von der Ästhetik der Samurai-Kultur inspiriert wurde.

Am ehemaligen Standort des Museums in der Villa Clay befindet sich heute das Research Center, das sich der 
Katalogisierung und Fotodokumentation der Objekte widmet und sich darüber hinaus mit Konservierungsmethoden 
und der Erforschung der Exponate beschäftigt. 

Die Ausstellung im Samurai Museum Berlin ist mit moderner Medientechnologie umgesetzt. Der Fuchs „Kitsune“  
geleitet die Besucher durch die thematischen Bereiche und der „Rate-Fuchs“ stellt Quizfragen zu den einzelnen 
Ausstellungsvitrinen. So kann man spielerisch eine ganze Menge dazulernen und hat auf jeden Fall eine 
interessante Zeit im Museum. 

Weitere Informationen unter: https://samuraimuseum.de/en/museum/

ベルリン サムライ博物館
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）

　最近ベルリンに新しい名所が増えました。2022 年 5 月 8 日に市の中心部、アウ
グスト通り 68 番地に「ベルリン サムライ博物館」がオープンしました。侍の芸術
文化に特化した博物館としてはヨーロッパ初です。すでに2017年にベルリンのダー
レムに同博物館がありましたので、厳密にいえば「再オープン」ということになり
ます。ダーレムでは展示スペースがかなり限られていたのですが、当時から、日本
の武士階級に関する展示は非常に印象的でした。
　全ては、起業家のペーター・ヤンセン氏がベルリンのがらくた市で刀を見つけた
30 年以上前に始まりました。氏のコレクションはその後 4,000 点以上に増え、その
うちの約 1,000 点が常設展や企画展で展示される予定です。展示では、様々な時代
の歴史的な武器や鎧に焦点が当てられ、侍の神話も取り上げられます。書道、茶道
や舞台芸能などの当時の芸術も見ることができ、特別な催しや講演にも使用可能な
能舞台や、当時の様子を再現する能面、茶室、茶道のための道具もあります。現在
との繋がりを示すものとして、侍文化の美にインスピレーションを受けた現代アー
ト作品も紹介されています。
　以前、博物館として使われていたヴィラ・クレイは、今は収集品のカタログ化や写真記
録のためのリサーチセンターとなり、収集品の保存法の研究や調査に取り組んでいます。
　ベルリンのサムライ博物館の展示には、最新のメディア技術が用いられています。
テーマ展示エリアでは「きつね」が訪問者を案内し、「なぞなぞきつね」がそれぞれの展示ケースでクイズを出
します。こんな風に、遊びながらたくさんのことを学び、楽しく過ごせる博物館なのです。

博物館ウェブサイト：https://samuraimuseum.de/en/museum/  

Samurai-Museum Berlin ベルリン サムライ博物館

Berliner Luft

Fernsehturm

Bier

Sieg
essäu

le

Plakat zur Wechselausstellung 

„Die 7 Tugenden“
特別展「7つの美徳」のポスター
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私のドイツアウト

バーンの関りと、戦後

最大のインフラ改革と

いわれた連邦アウト

バーン会社の設立につ

いてご報告したい。

■はじめに

私は1985 年に日本

の会社を休職し、フラ

ンクフルト空港に降り

たった。そして10車線あるアウトバーン5号線を南

下した。ユーゲント・シュティールで有名なダルムシュ

タット（Darmstadt）市内にある工科大学のゲストハ

ウス（住所Dieburgerstr. 241）での生活が始まった。

近くにはダンス教室と乗馬クラブがあった。隣接する

オバーバルトハウス遊園地には湖があり、時たま鹿も

出没するが、家族にとって絶好の散歩道であった。こ

こで2年半アウトバーンと付き合うことになった。

■大学での生活 

学生扱いなので医療、交通、子供手当と優遇された。

学生登録料を支払えば、ほぼ授業料は無料であった。

教授と打ち合わせしながら、授業を聴講したり、語

学の勉強をしたり、研究計画を立案した。研究テー

マはフランクフルト周辺のジャンクションでの渋滞

の数値解析。さらに教授の推薦で、ヘッセン州道路

局でインターンシップを受けた。カッセルの工事現

場に行くと、もうこの時代からアウトバーンの補修

が始まっていた。まだそんなに壊れていないように

見える橋も作り変えていた。同時に州の組織や予算

についても勉強ができた。フランクフルトで朝 7時

出勤 4時半帰宅のオフイス生活も経験した。

学生達はよく現場に行き、役所や工事責任者と討論

する場が多かった。また研究を補助しながら、しっか

り勉強し、しっかり学生生活も楽しむ姿が印象深かっ

た。教授は受託により研究費をたくさん持っており、

論文を量産する体制は日本とは大きく異なっていた。

■連邦アウトバーン（株）

連邦交通デジタルインフラ省（BMVI）は、これ

まで 16 の各州にアウトバーンの計画、建設、維持

管理、更新、資金調達の事業を委託していた。しか

しその事業の進捗やサービスレベルにばらつきが生

じてきたことから、2021 年 1月 1日から自ら一つ

の手で行うことになった。このため連邦アウトバー

ン株式会社を 2018 年 9月 13 日に設立し、連邦長

距離道路庁を 2020 年 1月 1日に設立し準備を整え

てきた。BMVI はこれまでと同様に連邦長距離道路

（連邦アウトバーンと連邦道路）の所有者であり、

今後も他に譲渡されることはない。改革に伴い州の

職員 11,000 人は会社組織に異動することになった。

この改革でBMVI は事業を全国で迅速かつ効率的に

実行し、交通隘路を減少させ、利用者に全国均一で

長期間十分な輸送能力を有する安全なアウトバーン

を提供することになった。

連邦アウトバーン（株）の事業を見てみよう。会

社はアウトバーンの計画、建設、維持管理、更新、

財産管理、資金調達の業務を担う特殊会社といえる。

新会社の予算は従来から有料アウトバーンとして得

られる貨物車課金収入及び将来は小型車ビニエット

課金収入を連邦から充当する。会社形態は有限会社

であるが、連邦が指示権限を有し法律に基づきアウ

トバーンの一部でも売却はできない。2020 年末に

ドイツ連邦議会で、新会社の 2021 年～ 2025 年の

資金計画と事業計画が承認された。全体総額は 266

億ユーロ、この内アウトバーンの更新事業に 148億

ユーロ、新設及び改築事業に 100億ユーロ、残りは

休憩施設、管理事務所や管制室の建物費用となる。

2021年は約 55億ユーロの事業費でアウトバーンや

一部連邦道路の事業を行う事になった。新社長のク

レンツ・シュテハン氏は新会社の意義をイノベーショ

ンが最も重要とした上で、具体的にはアウトバーン

の経営資源を 16の州から 1つに束ねた事、建設で

は「環境対策として都市トンネルと高機能舗装」、事

業では「デジ

タル化による

計画と建設業

務」、交通で

は「高度情報

化や自動化さ

れた管制」と

している。

■おわりに

日本の高速道路は 1950 年代線形についてドイツ

のコンサルタントから学んだ歴史がある。ドイツ統

一後 20 年間で旧東独地域のアウトバーンはピカピ

カになった。今もドイツでは EU交通政策に基づき、

国民に情報公開しながら、長期計画に基づく事業、

GPSを使った料金徴収、電気トラックや自動運転技

術に国を挙げて取り組んでいる。今後もこれらをウ

オッチしていきたい。

「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。File24

シリーズシリーズ

アウトバーンの今
末岡 眞純（日独協会会員、仙台日独協会会員）

自動化されたヘッセン州交通管制センター

レーペル前大使と筆者
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人々の暮らしを豊かにして150年　　西濃シェンカー株式会社� 代表取締役オン・シュウウェイ

日本とドイツ ビジネスが架ける橋 Firma 16

西濃シェンカー株式会社

はじめまして！西濃シェンカー株式会社です。
今回は、コミュニケーションズ＆マーケティング担当・

小林が、弊社社長のオン・シュウウェイにインタビュー
を実施して参りました。どうぞお楽しみください。

　　�自己紹介をお願いします。�
シンガポールから来ました、オン・シュウウェイです。

ロジスティクス業界で働くこと 27年、シェンカーに入
社してからは 17年経ちます。昨年 9月に日本に来る前
はタイ、フィリピン、シンガポールに住んでいました。

　　�西濃シェンカーを簡単にご紹介いただけますか？�
シェンカーが日本に参入してから 60年近くが経ちま

す。また、“西濃シェンカー” という社名からもわかる
通り、当社は西濃ホールディングスとの合弁会社で、今
年パートナーシップ 20周年を迎えました。グローバル
でみると、今年シェンカーは 150 周年をお祝いしてい
ます。これが当社の簡単な歴史です。
“シェンカー” という会社名は、創設者の Gottfried�

Schenker の名前からきています。彼は “door�to�door�
with�one�hand（一社が、ドアーツードアで）” モノを
運ぶというビジョンを持ち、シェンカーを創設しました。
今の世界の物流を 150 年前、すでに思い描いていたと
言えます。
当社の特徴は “mixed�blood” であることだと思いま

す。西濃シェンカーに在籍する社員の多くが日本人です
が、当社がビジネスをする上でのマインドセットはとて
も伝統的な日本の会社とは少し異なると思います。ドイ
ツに本社を置くDBシェンカー、そして日本の西濃運輸
の両社の強みをいかして、お客様に最適のソリューショ
ンを提供しています。

　　�具体的にどういう場面でインターナショナル、マル
チナショナルな会社だと感じますか？逆に、日本的
だと感じる場面はありますか？�

さきほど申し上げた通り、弊社は “mixed�blood “です。
私の上司はドイツ本社に在籍しているドイツをはじめと
するヨーロッパ出身者が多いですが、日常的に仕事をし

ているこのオフィスでは多くの日本人に囲まれています
し、お客様も日本出身の方が大半です。
日本の文化と言えば、常に周りの人に敬意をもって仕

事をするところ、とても勤勉で、業務にフルコミットす
るところが特徴的だと思います。私はこのような日本の
仕事文化を昔から素晴らしいと思っていますし、相手を
尊重するその文化を私は尊重したいです。しかし、この
文化は時に過剰に強要されていることもあると考えてい
ます。身近な例で言えば、役職関係なく名前を呼ぶ時に”
さん” 付けはいらないと考えていますし、服装や社内で
の話し方も、もっとフランクで楽しくても良いと思って
います。当社のマインドセットは伝統的な日本の会社よ
りはマルチナショナルだと感じていますが、まだ堅苦し
さが残っている部分もあるので、そういうものが不要な
場面ではできるだけなくしていきたいです。

　　�堅苦しさをなくしていくために何か具体的に実施し
ていることはありますか？�

環境が変われば、そこで時間を過ごす人の考え方や行
動も変わると考えています。西濃ホールディングスと合
弁をつくり、今いる事務所に入って 20年。家具やカー
ペットも前のテナントさんのものを引き継ぎ大切に使っ
てきましたが、新しい風を吹き込むために今夏、本社オ
フィス（東京品川区）のリノベーションを行います。コ
ロナ禍で在宅勤務が増え、すでに部分的に実施している
座席のフリーアドレス化を全面的に採用し、よりフラッ
トでフレッシュなオフィスにする狙いがあります。
社員の皆さんのボスとして、私個人は距離を感じない

ように接することを意識しています。可能な限り社長室
の扉は開けっぱなしにし、いつでも話しかけて大丈夫と
お伝えしていますし、月に一度、オンラインで実施して
いる全社ミーティングで皆さんにお話をしている他、社
内向けにニュースレターも書いています。夏のリノベー
ションで社長室もなくなる予定です。私も自席がなくな
るので、皆さんと同じエリアに座って仕事をします。

　　�西濃シェンカーの現在の課題と、注力していること
を教えてください。�

正直、この 2年間ほど課題が多い期間は過去に無かっ
たと思います。新型コロナウイルスの蔓延、ロシアのウ
クライナ侵攻、過去に例を見ないほどの円安、中国のロッ
クダウン…今すぐに思い浮かぶだけでもこれだけの大き
な出来事が立て続けに起こり、サプライチェーンは混沌
としています。今後も何が起こるか分かりません。
サービスプロバイダーとしては、お客様の手助けをす

ることに日々注力しています。お客様の問題を、全力を
尽くして解決する。これはいつだって変わりません。私
たちのフォーカスは常にお客様にあります。
社内では、健康的に働ける環境をつくることに注力し

ています。“Work-life-harmony” はとても大事です。
この秋からは、長期的にNWoW（New�Way�of�Working�

オン・シュウウェイ。2022 年 GW、ひたちなか海浜公園にて。
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新しい働き方）を導入し、在宅でも業務可能なポジショ
ンの社員は 50%在宅で働けるようになります。必要な
業務を行い、お客様へのサービスの質を保ちつつ、通勤
時間を削減することで社員のQOL（生活の質）と生産
性を上げる狙いがあります。先ほどお話ししたオフィス
の改装や、社内イベント、グローバル 150 周年、日本
でのパートナーシップ 20周年をお祝いしながら、健康
にも配慮していきます。ゆっくりではありますが、コロ
ナ以前の社内の活気を取り戻していきたいと思います。

　　�西濃シェンカーの今後について、どうお考えですか？�
ロジスティクス業界の未来は明るいと思います。サプ

ライチェーンはインフラを支えるために常に必要とされ
ます。災害などの想定外の出来事が起こった時は、普段
に増してロジスティクスの需要が高まります。どんなこ
とがあっても、モノの動きを止めることはできません。
私たちはあらゆる命を支えています。ヘルスケアを運

び、命を救っています。半導体を運び、デジタル化を推
進しています。私たちが世界中で運んでいるあらゆるモ
ノを思い浮かべると、ここにいる意味があるんだと感じ
ます。私たちは国境を越え、人々を繋げ、モノを運びます。
2年前、新型コロナウイルスが流行り始めた頃、世界

中が動きを止めざるを得ませんでした。街はロックダウ

ンされ、業務を継続することが許された業界はわずかで
したが、ロジスティクス業界はそのひとつでした。
赤ちゃんが粉ミルクを飲めるように。人々がスーパー

で食材を買えるように。ネットワーク環境が整い、機材
が揃うようにモノを運んでいるのも私たちなので、パソ
コンやスマホで友達とチャットできるように…当社の存
在意義を再認識し、世界中の皆さんの命を支えるために
私たちは存在しているのだと、強く感じました。今後も
私たちの存在意義を忘れることなく、お客様をサポート
することにコミットし、世界中の人々の生活を支えてい
きたいと思います。

お問い合わせ、ご感想等ございましたら下記までお気軽にご連絡
ください。

西濃シェンカー株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24

天王洲セントラルタワー15F

コミュニケーションズ＆マーケティング　小林美波

TEL: 03-6834-7000 ｜ FAX: 03-5769-7311

EMAIL: info.communications@schenker-seino.co.jp

WEB: https://www.dbschenker.com/jp-ja

趣味のこと
三上聡太

（同志社大学日本語・日本文化教育センター嘱託講師）

　趣味で戦前の雑誌をあつめています。コレクションと呼べるようなものはあり

ませんが、光るものが好きなカラスのように、稀覯（きこう）雑誌を見つけてき

てはひたすらしまいこんでいます。巣、もとい部屋からはいつ買ったのかわか

らない雑誌や、買ったことすら忘れていた雑誌がでてくることもしばしばです。

　今回紹介するのもそんな私の行きあたりばったりの蒐集品です。右上の写真は『ド

イチュDEUTSCH』という1927年 4月から日独書院が出していた学習雑誌です。

発行部数は不明、ただし姉妹誌『独逸語学雑誌 Zeitschrift für Deutsche Sprache』

に比べて、こちらはなかなか珍しいように思います。「創刊御挨拶」にはこうあります。

初めて独逸語の門に入つた人、そしてその人がもう一人前の青年学生で

あつて、学習の傍ら気易い心持で読み得る幼稚でない初歩の独逸語雑誌

　　それは久しく渇望されて居りました。従来も「初歩」を標榜して出

た雑誌も二三ありましたが、皆終ひには筆者の学識や名訳を見せること

が目的のやうになつて、自然程度も高まつて了ひました。此度は左うな

らないやうに、どこまでも読者本位で初等に終始したいと思ひます。そ

れが本誌です。新たに生まれ出た此「ドイチュ」です。

　これを書いた谷口秀太郎は明治時代のゲルマニストで、ドイツ語教育界で

は長老のような人です。教養主義が盛んだったこの頃、ゲーテを原著で読ん

でみたいといった青年学生たちの学習熱に応えようとしたのでしょう。

　ゲーテつながりでもうひとつ、右下の写真は 1932 年 3 月 22 日に日本青年

館で行われた「文豪ゲーテ百年祭記念歌謡の夕」のプログラムです。詩の朗

読にあわせて歌謡やピアノを楽しむ会だったらしく、主催には日独協会の名

もみえます。日独協会の資料は戦災でほとんど失われてしまったとのことで

すが、当時の活動のようすはこんなところからも伝わってきますね。

　会員のみなさんの中には世代的に古本屋通いをしていた方もおられるかと

思います。久しぶりにのぞいてみてはいかがでしょうか？
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日本対ドイツ

食材の値段とプラスチック

ごみの量を比べてみました！

ハイケ・モスト / マリア・クラーセン

ドイツの大学で何かの外国語を専攻すると、その言

葉が話されている国へ留学しなければならないことと

なる。私たちも、大学二年生のとき、ようやく憧れの

国『日本』への留学が決まった。日本で通う大学が違っ

ていても、二人ともワクワクしながら、留学のことを

非常に楽しみにしていた。私たちは、両方とも料理好

きなので、特に胸をときめかせたのは、日本のスーパー

で直接日本国産のものを購入できることだった。もう

十年前ぐらいの話ではあるが、当時、実際に日本で買

い物をしてみたら、大変びっくりしてしまった。なぜ

かというと、商業包装が極めて多かったからである。

ニンジンやイチゴなどが一個ずつプラ袋に入っている

のは、なぜだろうかと疑問を抱いて、そもそも商業包

装であるカップ麺の容器がプラスチックフィルムに包

まれていることも不思議に思った。

さて、日独協会でのインターンシップをきっかけに

日本に入国して住み始めると、最近の様子が気になっ

てきた。そこで、ドイツにいるハイケさんと二人で「日

本対ドイツ・料理チャレンジ」で今の様子を調べてみ

ることにした。料理チャレンジで主に比べてみたいの

は、ドイツと日本の材料の値段と商業包装の量である。

今回作ってみようと思っているのは、マルゲリータ

ピザ（四人分）である。なぜかというと、ピザは、日

本でもドイツでも大変人気があって、材料が少なくて

も簡単にできる料理だからである。特にドイツで多く

の人に好かれていて、材料もあまり高くないので、パー

ティーの軽食としてよく使われている。さて、最初から

使い捨てのプラスチックを減らすように、レジ袋をもら

わないで、マイバッグを利用して、なるべく紙箱やガ

ラス容器のものを購入する条件で買い物をしに行った。

最終的には、日本で購入したものの値段と使い捨て

のプラスチックの量ともに、ドイツで手に入れたもの

より上だと予測したが、もし、安く上げることにこだ

わらないで買い物をするとしたら、ドイツでの買い物

もかなり高くなるのではないかと考える。

これから、まずハイケさんがドイツでの買い物とそ

の結果について発表し、その後で日本での買い物につ

いて私から報告する。

■ドイツでの買い物の値段と商業包装の量について

（1 €＝ 141 円）

ピザチャレンジに必要な材料を「Kaufland」とい

うスーパーで購入し、日本円に換算して 496 円を支

払った。普通、最安値を目指さないで、「BIO マーク」

という環境と動物に優しいが比較的価格の高い食品を

買うようにしているので、不思議な気分だった。「BIO

マーク」というは、日本の「有機 JAS マーク」と同

じようなものと考えて良いだろう。なので、もし、い

つも通りにそのマークが付いている物を買ったとした

ら、結局 496 円の二倍、つまり 1,000 円ぐらい払っ

ただろう。さて、使い捨てプラスチックを減らすため

になるべく紙袋に包装されているものを買うように努

力した。その紙製品（約 8g）を除けば、再使用しづ

らいプラスチックの量を 21g に絞ることができた。

もし、「BIO マーク」の付いているトマトソース（ガ

ラス瓶）を買ったとしたら、使い捨てのプラスチック

をさらに 11 ｇ減らすことができただろう。

■日本での買い物の値段と商業包装の量について

自分も、日本でなるべく安くて商業包装の少ないも

のを買うように努力し、よりコスパが良いスーパー「ク

リエイト」で買い物をしてきた。お陰様でピザに必要

な材料を大体全部揃えて最安値で買えたが、小さい

スーパー故に新鮮なバジルとニンニクが買えなくて、

それをより大きいスーパーで購入する必要があった。

結局、クリエイトで 1,658 円で買い物を済ませて、追

加にバジルとニンニク（１片）を 241 円で他のスーパー

で手に入れた。自分は乳製品が摂れないので、ヴィ―

ガンチーズを購入した。本来はそのチーズ一個ですむ

ところだが、現在同居しているホストマザーの分も作

るために、モッツアレラも一個追加した。なので、合

計が通常より 149 円高くなった。

さて、商業包装を余計に増やさないように努力した

ものの、ドイツと違ってプラスチック袋に包装されて

いる小麦粉しか売っていなかったので、結局小麦粉、

チーズとバジルをプラスチック袋で購入せざるをえ

ず、プラスチックが 28g 溜まってしまった。
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最終的に、ドイツのピザ材料は、予測通りに日本の

より安かった。ピザは、ドイツの伝統的な料理ではな

いものの、ピザの材料はすべてごく一般的に入手でき

るものであり、EU 内で流通している種類も多く値段

も手頃なため、ドイツで買った材料が日本のそれより

も安いことは想定内だった。　

プラスチックの量は、日本の方が多かったが、日本

でも紙袋で売っているお手頃価格の小麦粉があって、

それを買ったとしたら、日本対ドイツの使い捨てプラ

スチックを減らす競争を引き分けで終えただろう。本

調査によると、ドイツでの食料と比べれば日本での食

料が極めて高いことが明らかになって、努力すれば両

国で大体同じ量の使い捨てプラスチックを節約できる

ことが示された。

使用食材の価格比較

材料

量 値段 値段

ドイツ 日本

小麦粉　 500g 85 円 159 円

ドライイースト

　

15g 12 円 62 円

ニンニク　 1 片 7 円 43 円

トマトソース　 150ml 33 円 190 円

バジル　 10 枚 92 円 198 円

モッツアレラ 1 個

（約 125g）

112 円 348 円

（100g）

グラタンチーズ 100g 155 円 149 円

合計 496 円 1,149 円

9ユーロチケット
　ドイツで 「9ユーロチケット」 が今話題になっています。 もしかして、 日本でもそれについて

聞いたことある方いらっしゃるかもしれませんが、簡単に紹介したいです。 その 「9ユーロチケッ

ト」 があれば、 1か月間 9ユーロでドイツ全体を電車で旅できるというチケットです。 6月から

8月の 3か月の間、 購入できます。 つまり、 27ユーロ払えば、 夏はずっと旅できます。 購

入できる人の年齢、 収入、 国籍などは関係ありません。 誰でも買えます。 実にすごいです。

　こんなうまい話ですから、当然買う人が多いです。初日はなんと 700万人以上がこの「9ユー

ロチケット」 を買ったらしいです。 6月末まで、 合計で 1600万人が買い求めました i。 ベルリン

の場合は、 1か月間の市内だけの定期券はその 10倍くらいの値段がしますが、 いきなり 9ユー

ロでミュンヘンやハンブルクまで行けることになりました。 なんという解放感！ただ、 日本の新幹

線に例えられる ICEでは使えませんので、 少しゆとりをもって出かける必要があります。

　そして、 いきなりこんなに安く移動できるようになったら、 当然車内は大変混みます。 6月に

ある、 1日だけ休みをとれば連休となるドイツの祝日 「聖霊降臨祭」 （Pfingstenプフィングス

テン） の場合、 たくさんの人々が 「9ユーロチケット」 を利用して出かけました。 駅は大混雑と

なり、 乗り遅れた （というかもう物理的に入らなかった） 乗客がいました。 そのとき、 ツイッターなどで 「東京から電車に押し込むス

ペシャリストを呼べば？ ww」 みたいな声が上がりました。 日本＝満員電車のイメージが根強いですね。

　こんな大混雑を招いた 9ユーロチケット政策はやっぱり失敗だったでしょうか。 私はそう思いません。 近距離交通を安く提供

すれば当然それを利用したい人がたくさん出てきます。 そこは政府の計画通りです。 ただ、 ここ 20〜 30年の間、 公共近距

離交通は耐乏政策の犠牲となっていた事が明らかになりました。

　Deutsche Bahn （ドイツ鉄道） が好き！という日本人にたくさん会いました。 でもドイ

ツ人に聞いたら、 ほとんどみんな口をそろえて言います 「もう嫌です！不便で、 本数も

少ないし、いつも遅延するし 」。 ほとんどネガティブな意見が出ます。 1つの原因は、

ここ 25年間、 Deutsche Bahnが路線の 16パーセントも撤去した事です ii。 乗る人も

少ないなら、 コストを削減するのに仕方のない事かもしれません。 それでもやっぱりチ

ケットがどんどん高くなり、さらに利用客が少なくなりました。悪循環にしか見えません。

でも今回の 9ユーロチケットで分かった事は 「チケットが安く手に入れば、 利用したい

人がたくさんいる」 ということです。 飛行機のほうが早い、 自動車のほうが便利、 そ

う思う人がもちろんいますが、 環境のことを考えれば、 やっぱり電車にしたい！そういう

人たちの願いを叶えて、 チケット代を安くするのが将来のためでもあるでしょう。 次々

と出てくる自動車工業への資金投入よりもいいサステナビリティ戦略だと思います。

i  https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.9-euro-ticket-verkaufszahlen-mhsd.c2564ebc-3694-40e6-a750-b1acb75d9e17.html
ii  https://www.zeit.de/mobilitaet/2018-12/deutsche-bahn-streckennetz-bahnreform-aufgabe

�  鎌田�タベア

ベルリン市内で購入した９ユー
ロチケットはドイツ全体で有効

Deutsche Bahnだけでなく、国内のすべ

ての鉄道会社の利用客が増加
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ドイツでドイツ語教育を学ぶこと

合田愛理（イェーナ大学 DaF専攻）

ベルリンから電車で約 2時間半、フランクフルト、

ミュンヘンから約 3時間半の、ドイツ中央からやや東

側に位置するチューリンゲン州イェーナ（Jena）。州都

エアフルトに次ぐチューリンゲン州第二の都市で、プ

ラネタリウムを発明した光学機器メーカーのカール・

ツァイス社や、ベートーヴェン作曲の「第九」に用い

られている「歓喜の歌」を作詞した詩人フリードリヒ・

シラーが住んでいた都市としても有名です。夏になる

とザーレ川でカヌー、公園でバーベキュー、またハイ

キングを楽しんでいる人たちであふれています。

そんな自然豊かなイェーナには二つの大学があり、

大学都市とも言えます。そのうちの一つである、フリー

ドリヒ・シラー大学イェーナ（通称：イェーナ大学）

の大学院で私は「外国語としてのドイツ語」（Deutsch 

als Fremdsprache: DaF）を専攻しています。家族、友

人たちは私がド

イツで「ドイツ

語」を学んでい

ると思っている

ようですが、正

確にはドイツで

「ドイツ語教育」

を勉強していま

す。日本にはな

い学科のため、想像しにくいかと思うのですが、主

に将来ドイツ語の先生になりたい人、ドイツ語教育に

携わりたい人のための学科で、たくさんの外国人留

学生が学んでいます。内容は言語学、教授法、文学、

文化、政治など多岐にわたり、どのゼミでも最終的

にはドイツ語の授業にどう生かせるかということを議

論しています。今回は私の印象に残っている二つの

文学のゼミについて紹介したいと思います。

一つ目のゼミはいつも穏やかなM教授の「外国語

教育における文学」について。読解力を養うためでは

なく、その他の目的（例えば、異文化間コミュニケー

ション）のために文学テキストを授業で扱う可能性に

ついて議論するゼミです。詩などの短いテキストを読

み、このテキストをどう教材として利用できるのかに

ついての具体的な方法について他の学生と話し合い

ます。ところが、私にはその詩がすぐにはよく理解で

きず、その詩をどうドイツ語教材として使うかという

高度な議論なんて到底ついていけませんでした。授業

中はいつも頭に無数の「？」を浮かべていたものです。

二つ目のゼミはアレクサンダー・クルーゲの人生と

作品について。アレクサンダー・クルーゲはドイツの

映画監督でもあり、作家です。彼の作品の特徴はと

てもページ数が多いことです。しかし、内容はテーマ

ごとに分けられており、一つのテーマ自体は長くはな

いため、最初からすべてを読むのではなく、読みた

い部分を読むという方法をクルーゲ自身も推奨して

います。なぜかたまにフランス語を話し始めるいつも

陽気な G教授のもと、私も彼の本を読み始めました。

ゼミの中では文章だけではなく、挿絵の解釈につい

ても議論します。その挿絵は一見（というよりは全

く）、文章に関係の

ないように見え、私

は何の解釈もできず

にいました。すると

その教授は「解釈に

正しい、間違ってい

るというのはなく、

ただ追体験をしやす

いか、しにくいか

だ。」と。一文一文

読み直し、挿絵を見

直しても、何のアイ

ディアも浮かばない

困った状態でした。

どちらのゼミにも苦戦していた私ですが、友人に説

明してもらったり、教授にアドバイスをもらったりしな

がら、何とかゼミに参加をしていました。友人たちは

嫌な顔をせず何度も勉強に付き合ってくれていました。

このゼミに限らず、ドイツで勉強を始めた頃は、

予習復習に加え、課題も多く、楽しいというよりは、

苦痛と感じることが多々ありました。慣れてくると余

裕も生まれ、だんだんと楽しむ気持ちを持つことが

できるようになりましたが、仲の良い友人たちがいな

ければ早々に諦

めていたかもし

れません。もし、

ドイツ留学を考

えている方がい

るならば、私の

ような学生もい

るのだと少しで

も励みになれば

と思います。

グループワーク中の筆者（右）

Alexander  Kluge: Chronik der 

Gefühle Band II Lebensläufe, S.1010

大学のキャンパス。中央にあるのが
Mensa。（この日は天気が良く、外にた
くさんの学生がいました。）
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ドイツ経済の動き　 第 76 回

州議会選挙に見る新たな兆し

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）

  若手が率いた選挙戦

　ドイツでは今年行われる4つの州議会選挙のうち3つの州の選挙が終わりました。地方の選挙ではありますが、連

邦の政治に対する評価を反映したり、連邦参議院の勢力分布に影響したりします。また、次の連邦議会選挙の行方を

占う材料にもなり、州首相候補者として選挙運動を率いて成功した人はいずれ連邦首相に推される可能性もあります。

　西部のザールラント州は CDUと SPDの連立政権でしたが、今年 3月 27 日の選挙では経済・労働・エネルギー・

交通大臣として地道に成果を重ねてきたアンケ・レーリンガー氏（46）が率いる SPDが単独過半数を制しました。

　5月 8 日に行われたシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州の選挙では、ダニエル・ギュンター首相（49）の

CDUがあと 1議席で過半数という高い支持を集めました。「モダンな政治」を掲げて連立相手の緑の党および

FDPとともに難しい課題を解決してきた実績が買われました。引き続き 3党の連立を望みましたが、やはり得

票率を大きく伸ばした第 2党の緑の党との連立が決まりました。

　人口が最大の NRW州は CDUと FDPの連立政権でしたが、5月15日の選挙では CDUの連邦首相候補として転

出したアルミン・ラシェット氏の後を継いだヘンドリク・ヴュスト首相（47）が率いる CDUが緑の党とともに前回

選挙を上回る得票率を獲得し、2党の連立で脱石炭の加速や再生可能エネルギーの推進に努めることになりました。

  期待される近代的国家への変革

　今年行われた選挙で注目されるのは 2つの州で新たに CDUと緑の党の、いわゆる黒・緑連立政権が将来を嘱

望される若手を中心として生まれたことです。黒・緑連立は 2013 年以来ヘッセン州にもありますが、今回の選

挙は CDUと緑の党が高い支持率を受け、SPDや FDP、AfDなどが大きく後退した点で共通しています。この

傾向が続けば今年 10 月のニーダーザクセン州議会選挙でも黒・緑政権ができるのではないかとの見方も出てい

ます。それが実現すると黒・緑政権は 4州となり、16 州の中で最も多い組み合わせとなり、連邦レベルのモデ

ルにもなっていく可能性も指摘されます。

　CDUと緑の党は対立することの多い政党でしたが、両党の間には理念において共通する点もあるといわれま

す。例としては創造性を大切にする、自主性を尊重する、個人の自己責任、健全な環境、健全財政などが挙げ

られます。そうした中で、CDUの経済政策的知見や国民政党としての実行力と緑の党のイノベーション志向や

創造力が相まって、今後ますます重要になるエコロジー重視の近代的国家に向けた変革が進むと期待する論評

（Handelsblattなど）もあります。

　実は、CDUと緑の党の関係は対立だけではありませんでした。環境団体 BUNDの初代会長で、緑の党の成立

に加わった環境団体 GAZを設立したグルール氏は CDUの連邦議会議員でした。ほかにもエコロジー運動に理

解を示す政治家は少なからずありました。一方で、緑の党がはじめて連邦議会進出を試みた 1980 年当時は

CDUの中に反民主主義勢力として緑の党の禁止を求める声もありました。緑の党は原発を推進する CDUを長

い間敵視してきました。両党が再び接近するきっかけとなったのは 2011 年に CDUメルケル政権が脱原発に舵

をきったことです。そのきっかけは日本の福島原発事故でした。日本の出来事が日本を差し置いてドイツで政

治の変革の後押しをしているといえるかも知れません。



フォン・ゲッツェ駐日ドイツ大使と古森前会長の昼食会

柚岡 一明（日独協会 常務理事）

　6月 7 日、古森前会長がフォン・ゲッツェ大使か

ら昼食会に招かれました。最初に大使から、19 年間

に及び（公財）日独協会会長として日独交流の発展

に貢献された古森前会長に対して敬意と感謝の意が

表されました。続いて古森前会長から、大使の日独

協会活動へのご支援と心温まるご招待を頂いたこと

への感謝をお伝えになりました。

　お二人は初対面ではありましたが、旧知の間柄の

ように始終和やかに、共通の趣味であるゴルフ談義

から、戦後の緊密な日独関係と新しい両国関係の構

築、さらには対中国政策まで幅広い分野でフランク

に意見交換されました。

　また、前会長は、

後を託す後任者と

して日立製作所の

東原敏昭会長をご

紹介され、大使に

変わらぬご支援を

お願いされまし

た。富士フイルム

にとってもドイツ

は欧州統括拠点を設置している重要な国であり、後

藤禎一社長が新たに協会理事に就任したことによ

り、社としても引き続き日独協会活動を支援してい

くことを表明されました。

　フォン・ゲッツェ大使からは日独協会は大切な

パートナーであり、引き続き関係強化に努めたいと

のお言葉をいただきました。

■参院選の期日前投票を終えた直後、スマートフォン
の通知で「安倍元首相銃撃」の第一報に接した。「と
んでもないことだ」と驚きはしたが、正直なところあ
まり現実感はなかった。その後、普段は日本について
報じることの少ないドイツ語圏のマスメディアから
も、続々と通知が届いた。ZDFや ARDの定時ニュー
スでも、かなりの時間を割いて報じられていた。それ
らドイツ語圏の報道に接してはじめて、「銃規制が厳
しく、犯罪が少ないとされている民主主義国で、元首
相が白昼堂々銃撃された」という事件の深刻さが、あ
らためてひしひしと感じられた。（小）
■安倍氏銃撃死の報に接し、ドイツ人の多くは、

1990 年の連邦議会選挙戦中にショイブレ氏（後の
CDU党首）が背後から銃で撃たれ、また SPDの首相
候補ラフォンテーヌ氏も刃物で刺されて瀕死の重傷を
負ったことを思い出したでしょう。国際情勢を含め、
「まさか」が陳腐な言葉になりつつある世を憂います。
さて、編集員仲間の田中さんが私と同郷の池内紀さん
を紹介された記事で、姫路には関口存男さんという偉
大なドイツ語研究の先達もおられたことを知りまし
た。また、ベルリンにサムライ博物館ができたことも、
日頃協会の近くの四谷ひろばで居合道の稽古に励んで
いる身としては新鮮な驚きで、いつか訪ねてみたいも
のだとの思いを強くしました。（松）
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架け橋

協会事務所の夏休みおよび事務取扱時間

　8月 15 日㈪～ 26 日㈮まで事務局は夏休みとなり、

電話や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。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。

ドイツ語夏期講習会開催

　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。8月以降に開講するクラスも多く

あります。今夏も実践・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。

Die Brückeへの寄稿のお願い

　日独関連の活動の紹介やエピソード、紹介したい

ドイツ語圏カルチャー（本、音楽、映画、趣味）、

日本の中のドイツ（おすすめのお店、レストラン、

場所等）、ドイツ旅行の時の体験談やおすすめスポッ

トなどについて、ご寄稿をお待ちしています。ごく

短い記事でもかまいません。（編集方針や誌面の都

合で掲載ができない場合や全文の掲載ができない場

合もあります。）また、10 月号以降に掲載する「私

とドイツ」の記事も募集いたします。執筆をご希望

の方は、事前に編集部までご連絡ください。

広告掲載のご案内

　会報誌 Die Brücke本誌への広告掲載料は下記のよ

うになります。

1ページ　 80,000 円 / 1/2 ページ　40,000 円 / 

1/4 ページ　20,000 円

チラシ封入料：法人会員 20,000 円 

　　　　　　　個人会員 25,000 円 / 一般 30,000 円

　広告掲載をご希望の場合は、発行日の 3か月前（12

月号への掲載の場合は 9月末まで）、チラシ封入を

ご希望の場合は、発行日の半月前までに編集部にご

連絡ください。

次号のお知らせ

　9 月の「Der Brückenpfeiler」は休刊となり、次は

10 月号の「Die Brücke」のお届けとなります。
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