
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日独協会からのお知らせ 
 

 

✽ 2023（令和 5）年度 個人維持会員継続のお願い 

来年度の個人維持会員継続のお願い、および郵便局の「払込取扱票」を順次郵送しています。今後も会員

の皆様に魅力ある活動と集いの場を提供できるよう努めて参りますので、引き続きご支援を賜りたく、新年度

の個人維持会費の納入をお願い申し上げます。2022 年度末をもって退会される場合は、お名前と会員番号、

退会希望の旨を書面（郵便、FAX、E-Mail）にてお送り下さい。なお、新年度の年会費が一定期間ない場合は、

会報誌の送付を一時停止いたします。 

 

✽ ご支援のお願い 

 当協会の主な活動資金は、皆様からの会費やご寄付ですが、コロナ禍の中、当協会も財政的に非常に厳し

い状況が続いています。今後も活動を続けていくために、少しでもご寄付などでご支援いただけましたら幸い

です。皆様からのご寄付は、活動資金としてだけでなく、今後のドイツ語圏研修生やスタッフの受入れの経費と

して使用させていただきます。また、個人会員だけでなく、法人会員としてご支援いただく企業や団体様も随時

募集しております。 

 

✽ 2023年ドイツ語春期講習会  

3月 2日から 30日にかけて、13のクラスを開講予定です。どのクラスも短期間で効果的にドイツ語力を鍛

えます。人気のクラスはすでに残席僅かになっていますので、参加ご希望の方はお早めにお申し込みください。

詳細は同封のパンフレットをご覧ください。 

 

✽ 2023年度上半期ドイツ語講座  

日独協会主催のドイツ語講座は、上半期と下半期の 2学期制となっています。4月から 9月までの上半期

学期の申し込みが始まりました。受講希望の方は協会ウェブサイトにて詳細を確認後、お申込みください。体験

ご希望の方は協会までお問合せください。 

 

✽ 研修生 

 多くのイベントで活躍中のマヴィン・アルバトさんの研修は 3 月末までの予定です。研修終了後はドイツに戻

りトリア大学で勉強を続ける予定です。 

※Der Brückenpfeilerは「橋脚」という意味のドイツ語です 
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ドイツ語講習会 

2022 年度下半期コース 

火～日曜日 

Deutschkurse in der JDG  

Oktober 2022 - März 2023 

jeden Di.-So. 

 

賀詞交歓会 

1/6（金）15:00～17:00 

協会セミナールーム 

Neujahrsbegrüßung 

Datum: Fr., 6. 1. 23, 15.00-17.00 

Ort: Seminarraum der JDG 

参加者 30 名。新しい年を皆さんと一緒にお祝い

しました。まず柚岡常務理事の挨拶でスタートし、

乾杯の後、懇談の時間となりました。協会からはお

つまみとサンドイッチ、ドイツワインなどの飲み物

を提供し、参加者からも飲食物を持ち寄っていただ

きました。ほとんどの参加者がお互い顔見知りの会

員の方々でしたが、中にははじめてこういった会合

に参加された新入会員の方もおられ、その方のドイ

ツとの関わりや日独協会に関心を持たれた理由をお

聞きしたり、協会のサークル活動についてご意見・

ご感想を頂いたり、皆さんの近況をお伺いし、情報

交換ができたのは対面開催ならではでした。 

 

独逸塾 

1/16（月）19:00～21:00 

Gesprächskreis: Neuigkeiten aus Deutschland 

Datum: Mo., 16. 1. 23, 19.00-21.00 

参加者 24 名。 

１．テキスト「Die Neandertaler sind nicht 

ausgestorben, sie sind in uns」（Der Spiegel誌

2022年 10月 6 日号 先月の残り分） 

１）ネアンデルタール人とホモサピエンスとの違

い：120万年前、ホモサピエンスはアフリカから移

動し中東地区やヨーロッパでネアンデルタール人と

遭遇し同化した。1万年以上かけて交配を重ね最終

的にホモサピエンスがネアンデルタール人を遺伝的

に吸収。その結果ホモサピエンスにはネアンデルタ

ール人の遺伝子が半分以上残っている。遭遇後 6万

年間は両者は平和に共存したが、その後ホモサピエ

ンスによる大量虐殺がネアンデルタール人の滅亡に

つながったと考えられる。 

２. テキスト「Basic Income」(週刊ニュースレター

「Kleingeld Helden」2022年 3月 17 日の表題） 

1）2024年には AIの進歩で大量失業時代が到来、

年金システムが崩壊する。失業保険、社会福祉、児

童手当に代わりすべての国民につき 1,500ユーロの

支給を提言。 

2）賛成者の意見 

自分の人生を形成する自由、創造性を生かすこと、

スキルアップの余地が広がる。低賃金の労働者にと

って働く意欲となる。 

3) 反対者の意見 

成果主義の廃止となる。働くことに興味をなくす人

が出てくる。好きなことだけやり、社会福祉に貢献

する人が減少する。実現には財源の問題がある。 

ドイツ語の表現等で活発な議論があった。 

（森永 成一郎） 

 

ドイツ時事問題研究会（第 84 回） 

1/21（土）15:00～17:00 

Studiengruppe "Deutschland aktuell" （84） 

Datum: Sa., 21. 1. 23, 15.00-17.00 

当月のトピックスは、①フランクフルター・ア

ルゲマイネ紙が掲げた「2022年で評価できるこ

と」、②環境保護グループ｛最後の世代（Letzte 

Generation）の過激な行動に対する批判、③褐炭

採掘で取り壊される最後の村をめぐる抗議運動と

政権党と緑の党の決断、④ランプレヒト国防大臣

が繰り返す不用意な発言で辞任に追い込まれ、後

任として州政界から就任したピストリウス氏の初

日からの活動ぶり、⑤2022年の排出権取引によ

る国の歳入が 132億ユーロに達し、経済・社会の

改革に充てられること、⑤2022 年の難民申請件

数が 24万人あまりのほか、ウクライナ避難民が

100万人を超え、地方自治体の受け入れ能力が限

界に達していること、⑥ウクライナに対するレオ

パルト 2の供与に関する議論の高まり、などにつ

いて概要、背景などを含めて報告し、質疑応答を

行った。 

このうち、ドイツの決断が注目される⑤のウク

ライナ向け戦車の供与については参加者の間で賛

否の議論がたまり、懇親会に移って議論が続い

た。（伊﨑 捷治） 

 

シュプラッハトレッフ（日独言語交換会） 

1/21（土）19:00～20:40 

Sprachtreff 

Datum: Sa., 21. 1.23, 19.00-20.40 
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参加者：日独合わせて約 40名（モデレータース

タッフ含む）。 

会が始まる直前に、急にキャンセルする方がいる

と、担当者がグループ分け変更を行うことになり、

進行が滞ってしまうため、今後はモデレーターの

方々に進行や最初の挨拶などもお手伝いいただくこ

とにしました。毎回、その場で臨機応変に対応しな

くてはならないことが多く、担当者たちはとても大

変です。 

実施後のアンケートは概ね好評で、「授業とは違

って、落ち着いてゆったりとした雰囲気で話せるの

が良い」「多彩なテーマで盛り上がった」といった

感想を多くいただきました。会に関するご提案もい

ただきましたので、今後可能な部分は取り入れてい

きたいと思います。今回もお手伝いくださったボラ

ンティアスタッフの皆様、ありがとうございまし

た。 

 

会員懇談会サロン 

「西独の誕生：アデナウアーという人」  

1/23（月）18:00～19:30 

日独協会セミナールーム（対面＋オンライン） 

Mitgliederstammtisch 

Datum: Mo., 23. 1. 23, 18.00-19.30 

Ort: Seminarraum der JDG 

参加者 44 名。参加者の皆さんはまず黒川剛（元駐

オーストリア大使）がアデナウアーに二度も会い、

直接話をされたというご経験を聞き、驚かれたこと

と思う。日独協会がアデナウアーを招き、講演会を

開催した際は、何と大使が通訳をされたとのことで

あった。 

お話はアデナウアーと吉田茂の比較から始められ

た。二人とも敗戦による祖国の再建と国際社会への

復帰という共通の課題を背負うこととなったが、両

国の置かれた状況に大きな差があり、特に連合国に

よる分割占領にどのように対応するかアデナウアー

にとって相当な重荷であった。 

その後も首都の選定を含む西独の立脚地の問題も

あり、冷戦激化の中で西欧への統合か中立志向をと

るか等、難問山積の状況であった。彼はドイツ分離

の元凶であるソ連には強い不信感を持っていたが、

1955 年捕虜・抑留ドイツ人の帰国実現の為、訪

ソ。一方、仏国ドゴールとは完全に同調した訳では

ないが、強い絆を持ち、彼の時代の仕上げとして連

合国と「パリ条約」を締結し主権を正式に回復し

た。このようにドイツの再建に貢献したアデナウア

ーの功績は甚大である。 

大使は、アデナウアーという人と西ドイツは何で

あったのかということを歴史的そして国際的な視点

から幅広くお話しになった。（佐藤 勝彦） 

 

シュプラッハクナイぺ 

1/27（金）19:00～20:30 

日独協会セミナールーム 

Sprachkneipe 

Datum: Fr., 27. 1.23, 19.00-20.30 

Ort: Seminarraum der JDG 

参加者 12 名。今回のテーマは研修生マヴィンさん

の故郷であるザール地方の食文化でした。 

イベントはまず簡単な自己紹介からはじめ、その

後、ドイツ語の「Mein Lieblingsessen ist ～（私の

好きな料理は～です）」という表現を使って皆さん

の好物をドイツ語で言ってもらい、そこで出た「あ

んこ」や「春巻き」といった料理のドイツ語名をマ

ヴィンさんに教えてもらいました。 

 それから、ザール地方で食されているディッベラ

ベス（Dibbelabbe）という料理のデモンストレーシ

ョンを行いました。この料理は、すりおろしたジャ

ガイモと卵を生地に使い、他の野菜や肉と混ぜて焼

くもので、素朴な味わいでした。本場ではリンゴの

すりおろしと共に食するそうですが、日本で作ると

したらマヨネーズやソースで少しパンチをきかせて

お好み焼き風に仕上げても美味しそうです。 

 食べながら、ザール地方の名物やじゃがいもがド

イツに取り入れられた背景について説明を聞き、イ

ベントは終了。ザール地方はドイツの一部でありな

がらフランスとの境という場所柄、他の地域と違っ

た独自の食文化があることを知り興味深かったで

す。 
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（公財）日独協会が開催する催物のご案内です。申込方法は次の通りです。 

① （対面）と記載のないものは ZOOM を使用したオンライン開催となります。 

② 事前申込制・先着順の受付となります。 

※ いただいた個人情報はイベント開催に関するお手続き以外には使用いたしません。 

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

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

 

◇ドイツ時事問題研究会◇                                   

日時：2023 年 3 月 18 日（土）15:00～17:00 申込期限：開催 2 日前まで  会費：無料 

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

世話人：伊﨑捷治 理事、新井修三 氏 

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

    世話人連絡先 Tel.：080-1137-5111 E-mail：isakis(a)snow.ocn.ne.jp ※ (a)は＠に書き換えて下さい 
 

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

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

解を深めます。 これまでに難民問題、エネルギー問題、日独の生産性の違いなどについて討論しましたが、

これからもコロナ危機の克服、経済再活性化、ドイツが EU の強化や持続可能な発展などに果たす役割など、

ホットなトピックスを採りあげていきます。 

 

◇Sprachtreff（シュプラッハトレッフ）◇  

日時：2023 年 3 月 18 日（土）日本時間 19:00～20:40 ドイツ時間 11:00～12:40   

会費：（公財）日独協会会員：無料 ／ 一般：2,000 円 定員：30 名程度 

担当：マヴィン・アルバトさん、芦野淳子さん 

参加条件：語学交換を積極的に楽しみたい方（目安レベル：A1.2 以上） 

申込み：協会ウェブサイトのオンラインフォームからお申込みください。 
 

Sprachtreff はオンラインで開催している語学交換会です。レベルごとに少人数のグループに分かれて 40 分程

度ずつおしゃべりをします。（上級はテーマと言語の時間指定はありません）。また、B1 レベルまでのグルー

プにはコーディネーターが付き、会話をサポートします。 

 

◇（対面）会員懇談会サロン◇   

日時：2023 年 3 月 20 日（月）18:00～19:30 会場：日独協会事務所内セミナールーム 

テーマ：「メルヒェン初 世界記憶遺産になった『グリム童話』とは？」 

講師：虎頭 惠美子氏（（財）グリム兄弟協会日本支部代表）     

会費：無料 定員：24 名     

世話人：佐藤勝彦理事                        

申込み：お名前、（公財）日独協会の会員番号、メールアドレス、電話番号を記入の上、世話人の佐藤勝彦理

事までメールでお申込みください。世話人連絡先：s-kmtaym(a)nifty.com ※ (a)は＠に書き換えて下さい 
 

グリム童話とは、グリム兄弟とは、といった概論から、元グリム兄弟博物館（現在休館中）館長の偉業やユネ

スコ世界記憶遺産登録についても触れます。メルヒェン「幸せハンス」と日本の昔話わらしべ長者の正反対の

面白さについても触れる予定ですので「幸せハンス」と「小人の贈り物」を前もってお読み頂けるとご理解の

役に立つと思います。 

 

◇独逸塾：「ドイツのニュースを楽しむ会」◇                   

日時：2023 年 3 月 20 日（月）19:00～21:00 （18:30 からオンライン上で開場）  

申込期限：開催前週の金曜日まで  会費：無料 

〒160-0016 東京都新宿区信濃町 18-39 マヤ信濃町２番館  
電話 03-5368-2258（イベント）03-5368-2326（代表） FAX 03-5368-2065  
Website : http://www.jdg.or.jp E-Mail : jdg@jdg.or.jp 
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世話人：森永成一郎 氏 

申込み：新規参加希望の方は、会員資格の有無、メールアドレス、電話番号を記載の上、協会

（ jdg@jdg.or.jp ）までメールでお申込みください。 
 

ドイツのニュースを取り上げ、読むだけでなく、背景となるドイツ事情を学ぶ独逸塾。ドイツ語初級文法を一

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

う）、「お試し参加」、聴講のみも可能です。 

 

◇（対面）ドイツの詩をドイツ語で朗読する集い◇                                 

日時：2023 年 3 月 23 日（木）17:00～19:00（開場：16:30）申込期限：2023 年 3 月 15 日（水） 

会場：ベヒシュタイン・セントラム 東京スタジオ B（東京都千代田区有楽町 1-5-1 日比谷マリンビル B1） 

      ℡. 03-6811-2925（熊田）※世界三大ピアノブランドの一つ、べヒシュタイン社のスタジオ  

会費：無料  定員：50 名 

世話役：藤田明氏（聖学院大学名誉教授） 問合せ：℡. 090-2523-5040（藤田） 

申込み：協会ウェブサイトのオンラインフォームからお申込ください。または、件名を「ドイツの詩朗読」

とし、氏名、会員資格の有無、メールアドレス、電話番号を明記の上、協会（ jdg@jdg.or.jp ）までメールで

お申込みください。 
 

ドイツの詩は語彙による表現が豊富で、原語で発音するとロマンチックな朗読が楽しめます。ゲーテやハイネ

の詩などを辿ってみると、言葉がそのままメロディーになっているかのようです。そのような詩を持ち寄って

朗読してみませんか？ドイツ語朗読に関心があり、朗読をお聞きになりたい方はどなたでも大歓迎です。 

 

◇（対面）Sprachkneipe（シュプラッハクナイぺ）◇        

日時：2023 年 3 月 24 日（金）19:00～20:30 定員：20 名程度 

会場：日独協会事務所内セミナールーム 

会費：（公財）日独協会会員 500 円 / 一般 1,000 円 ※当日申込は＋500 円 

担当：マヴィン・アルバトさん 

申込み：氏名、会員資格の有無、メールアドレス、電話番号を記載の上、協会（ jdg@jdg.or.jp ）までメール

でお申込みください。 
 

シュプラッハクナイぺは、ドイツ人スタッフからちょっとしたドイツ語表現を教わったり、一緒にドイツ語圏

の文化を楽しむための集まりです。３月のテーマは決まり次第ウェブサイトでご案内いたします。※コロナ感

染状況によっては、オンラインに変更となる可能性があります。 

 

◇ドイツ語圏文化セミナー153  ドイツの今（ドイチュラント・イェッツト） 第９弾  

～2020 年から 2023 年までの「ドイツの今」をプレイバック～◇        

日時：2023 年 3 月 25 日（土）19:00～21:00  

講師：伸井太一（ドイツと歴史ライター）こと、柳原伸洋先生（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） 

会費：（公財）日独協会会員・協会のドイツ語受講生 1,500 円 /一般 2,200 円  

申込み：協会ウェブサイトのオンラインフォームからお申込ください。または、件名を「ドイツの今 ９参加

希望」とし、氏名、会員資格の有無（もしくはドイツ語講座受講生であるかどうか）、メールアドレス、電話

番号を明記の上、協会（ deutschkurs@jdg.or.jp ）までメールでお申込みください。 
 

コロナの感染拡大以降、「ドイツの今」を少しでも身近に感じて愉しんでいただければと思って始めた本企

画。第 9 弾となる今回は、2020 年から 2023 年までの「ドイツの今」を振り返りつつ、最新情報もお届けし

ます！大好評の「貰っても微妙な気持ちになるプレゼント」の抽選企画もあります。 

 

◇お花見散歩◇  

日時：3 月 26 日（日）、または 4 月１日、２日の午後を予定 

（天候や開花状況を見て決定し、ウェブサイトにてご案内いたします） 

場所：和田堀公園～善福寺川緑地（予定） 

ルートや待ち合わせ場所などの詳細は、決まり次第ウェブサイトにてご案内いたします。       

 



 

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

anzumelden:  

1. Die mit (Präsenz) gekennzeichneten Veranstaltungen finden in den Räumlichkeiten der JDG statt. 

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

2. Die Anmeldung muss vorher erfolgen und wird in der Reihenfolge des Eingangs angenommen. 

Informationen zu den aktuellen Aktivitäten der JDG finden Sie jederzeit auf unserer Internetseite 

(http://www.jdg.or.jp). 

E-Mail: jdg@jdg.or.jp  Tel.: 03-5368-2326（Mo.-Fr. 14.00～17.00 Uhr） Fax.: 03-5368-2065 

 

Sprachtreff 

Uhrzeit: Samstag, der 18. März 2023, 11.00-12.40 Uhr deutscher Zeit (19.00-20.40 Uhr japanischer Zeit) 

Beitrag: Deutschsprachige Teilnehmer・Mitglieder der JDG Tokyo: kostenlos / Alle anderen: 2.000 Yen  

Anmeldung: Über das Online-Formular auf unserer Website 
 
Der Sprachtreff schafft eine einmalige Plattform für sprachinteressierte Leute jeden Alters, die Deutsch 

bzw. Japanisch lernen und sich über unterschiedliche Themen unterhalten möchten. Es werden maximal 

30TN zugelassen, um die Gruppen klein zu halten. Wir bitten darum, sich zum Sprachtreff anzumelden, 

wenn ihr bereits in der Lage seid, euch aktiv an Gesprächen zu beteiligen, also etwa die Stufe A1.2 erreicht 

habt. Die Japanisch-Deutsche Gesellschaft freut sich auf eure Teilnahme! 

 

Hanami-Spaziergang 

Datum:  26. März oder 1. oder 2. April, jeweils am Nachmittag 

Der Termin hängt von dem Wetter und den Blütenständen ab und wird auf der Website bekannt gegeben. 

Ort:      Wadabori Park - Zenfukuji River Green Space (wird noch bestätigt) 

Einzelheiten über die Route und den Treffpunkt werden auf der Website bekannt gegeben, sobald sie 

feststehen. 

 

 

日独 MANGA コンクール 2023 
 

 公益財団法人日独協会はベルリン独日協会と共催し、駐日ドイツ連邦共和国大使館の後援のもと、2019 年よ

り隔年で「日独 Manga コンクール」を行っています。 

今回のテーマは「Guten Appetit！― いただきます！」。日独の食文化、食のグローバル化、食糧危機などを

漫画で自由に表現して下さい。なお、日独入賞作品は東京とベルリンで展示されます。 
 

＜応募要件＞ 

成人部門：20 歳以上の個人またはグループ 

ハイティーン部門：13 歳～19 歳の個人またはグループ 

ローティーン部門：12 歳以下の個人またはグループ 

（2023 年 8 月 31 日現在の年齢） 

賞：各部門の入賞者には協賛企業から賞品を授与 

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

作品の形式：A4 サイズ 8 ページもしくは 16 ページ（表紙を含む）、 

白黒（表紙のみカラー可）、作品各ページ裏面に氏名を記入 

応募：紙媒体（コピー）あるいは電子媒体でお送りください 

(当協会 HP の応募方法にアクセス下さい) 

募集期間：2023 年 4 月 1 日～2023 年 8 月 31 日 

発表・授賞式：12 月予定 

展示会：OAG ハウス、都内展示場（12 月、1 月） 

送付先：公益財団法人 日独協会  〒160-0016 東京都新宿区信濃町 18‐39 マヤ信濃町 2 番館  

問い合わせ：E-Mail: jdg@jdg.or.jp （日独漫画係）   


