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表紙の言葉

　表紙は今年で 100 周年を迎える、バウハウスのデッサウ校

の写真です。バウハウスとは「建築の家」を意味し、ヴァイ

マル共和政時代にヴァイマルで開校した、美術や建築を総合

的に教えた美術学校の名前です。

　1919 年にヴァイマルで設立し、1933 年にナチ党によって閉

鎖されてしまうまでのわずか 14 年間で世界に与えた影響は非

常に大きく、「バウハウス」の言葉は今や合理主義や機能主義

的な芸術の分野を指す言葉としても使われ、100 周年記念が祝

われるのも納得といったところでしょうか。

　ヴァイマルと共に始まりナチによって終わる、まさに第一

次大戦後ドイツと共にあったバウハウスですが、その存在も

また、ドイツの歴史の側面をまさに表していると言えます。

　バウハウスがその黄金期に主とした合理主義的、科学手法

的な流れは、ドイツ帝国時代から顕著な科学や合理性への期

待や信仰、またそれらへの適合の時代の雰囲気を感じさせま

すし、そもそもそれらの生産を可能にした巨大工業企業の登

場も意味しています。そんなバウハウスがマイスター制度を

採用していたところが、まさに新旧が出会い混ざり、それま

でになかったような新しいものがいつの間にか生み出される

時代の反映ともいえます。

　そんな歴史とのつながりの中生まれたバウハウスですが、

私たちの生活も同じくそのつながりの一端であるということ

はなかなか気づかれにくい重要な部分であり、また私にとっ

て最も魅力的な部分でもあります。

　バウハウスを含む近代建築の流れは今の私たちの周りの建

物にその影を残し、私の通う上智大学のかつての校舎も、そ

の近代建築の一つでした。より身近な例では、鉄パイプを用

いた椅子に座ったことがないという人はいないでしょう。実

はこれもバウハウスの親方によって誕生したものです。

　バウハウスは 14 年しか存続せず、教授 (親方 )は十数人、
生徒はたった二百人といった小さな学校でした。しかし、世

界とそして私たちに歴史は繋がっているという面白さを覗か

せてくれる魅力的な窓の一つなのです。

　相澤 凌平（日独協会学生会員、上智大学理工学部学生）
写真提供：ドイツ観光局 ©GNTB/Littlemycph

Zum Titelbild

Pünktlich zum Jubiläum zeigt das Titelbild des in diesem Jahr nunmehr Einhundert Jahre 
alt gewordene Bauhausgebäude Dessau. „Bauhaus“ ist der Name einer während der 
Weimarer Republik in Weimar gegründeten Kunstakademie, an der sowohl Kunst, als 
auch Architektur zusammen gelehrt wurden. 

Das Bauhaus wurde 1919 in Weimar gegründet, allerdings bereits 1933 von der NSDAP 
geschlossen. Obwohl es also nur 14 Jahre lang bestand, hatte es außerordentlichen 
Einfluss auf Kunst und Architektur, weshalb „Bauhaus“ als Wort zur Bezeichnung 
unterschiedlicher gegenwärtiger, pragmatischer, funktionalistischer Kunstzweige 
verwendet. Angesichts dessen ist verständlich, warum wir das hundertjährige Jubiläum 
vom Bauhaus feiern. 

Man kann durchaus sagen, dass Bauhaus, da es mit der Weimarer Republik begann und 
durch die Nazis endete, seit dem Ersten Weltkrieg mit Deutschland verbunden war und 
dass daher gerade diese Epoche deutscher Geschichte in Bauhaus aufscheint.  In seiner 
Blütezeit dominierten in Bauhaus pragmatische und durch wissenschaftlichen Stil 
geprägte Strömungen, die ihren Ursprung noch in dem Glauben bzw. den an exakte 
Wissenschaft und Vernunft gerichteten Erwartungen der Kaiserzeit haben. Auf diese 
Weise lässt uns Bauhaus die Atmosphäre des Übergangs bzw. der Verschmelzung jener 
Zeitalter spüren; übrigens liegt hierin auch die Bedeutung des Aufstieges der industriellen 
Großbetriebe begründet, der Bauhaus erst ermöglicht hat. In der Übernahme des alten 
Meister-Systems zeigt Bauhaus außerdem die Kontinuität des Alten in Verbundenheit mit 
Neuem und wie infolge dieser Verbindung etwas noch nie dagewesenes, wiederum völlig 
Neues entstehen kann; man könnte hierin wohl ohne weiteres einen Widerschein des aus 
dieser Symbiose geborenen Zeitalters erkennen. 

Das solchermaßen in Verbindung mit der Historie geborene Bauhaus lässt uns auch den 
eigenen Alltag als ein Abschnitt jener Verbindung begreifen; gerade darin liegt für mich 
die größte Faszination von Bauhaus begründet. 

Die Bauhaus einschließenden zeitgenössischen Architekturströmungen zeigen sich auch 
heute in Gebäuden in unserem Umfeld. Der alte Campus meiner Universität, der Sophia-
Universität, z.B. ist eines solcher Gebäude. Näher liegen da vielleicht jene Stühle aus 
Stahlrohren, auf denen jeder wohl schon einmal gesessen hat. In Wahrheit wurden sie 
nämlich von den Meistern des Bauhauses geschaffen. 

Da das Bauhaus nicht länger als 14 Jahre fortbestanden hat, gab es nur ein Dutzend 
Professoren (Meister) sowie 200 Schüler an der kleinen Akademie. Allerdings öffnet sich 
dank Bauhaus ein faszinierendes Fenster, welches der Welt und uns einen Einblick 
gewährt, in die außergewöhnlichen Verbindungen, aus denen Geschichte geschrieben wird. 

 Ryohei Aizawa
(Studentisches Mitglied, Student an der Sophia Universität, Fakultät für Wissenschaft und Technik)
Photo：©GNTB/Littlemycph
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新
年度を迎え、花便りが各地から届く時候となりました。

今上天皇は 4月 30 日に退位され、平成の世も終わり、5

月 1日より新しい元号でスタートします。

　平成の 30 年間、日本は度重なる自然災害等への取組に追われて

いますが、足元での良好な雇用など経済情勢は改善傾向にあります。

　世界は「ベルリンの壁崩壊」「冷戦の終結」に始まり、世界規模

でヒト・モノ・カネが国境を越えて自由に行き来する「グローバリ

ズム」へと発展しました。リーマン・ショックの後、欧米では貧富

の格差拡大や移民の急増などグローバリズムによる弊害に対して、

世界の主要国では「反グローバリズム」「自国ファースト主義」の

古 森  重 隆
（当協会会長、富士フイルムホールディ

ングス株式会社代表取締役会長・CEO、

富士フイルム株式会社代表取締役会長・

CEO）

Shigetaka KOMORI
(Präsident der JDG, Vorsitzender und CEO 

von FUJIFILM Holdings Corporation und 

FUJIFILM Corporation)

新 年 度 を 迎 え て

Zum neuen Fiskaljahr

声が高まっています。米国では保守派のトランプ大統領が誕生、欧

州では英国の EU離脱が問題化し、米国と中国の貿易摩擦など保護

主義的な動きが広がっています。２回の米朝首脳会議開催にもかか

わらず、北朝鮮の完全非核化も混沌としています。

　このような状況下で、日本は自由貿易の推進と社会の分断回避を

両立させている数少ない国として、国際社会の中で再評価されてい

ます。メルケル首相は 2月 4日来日し、安倍首相との首脳会談では

2月１日に発効した日本と欧州連合（ＥＵ）の経済連携協定（ＥＰＡ）

に基づく経済関係の強化や、英国のＥＵ離脱を巡る対応での連携を

お互いに確認しました。今後とも世界の中で自由貿易体制の維持に

向けて日独両国の連携を一層強化することが重要であります。

　

　昨年 5月金沢で開催された連合会設立 30 周年・日独交流国際会

議では、ドイツから 21 協会と日本から 28 協会が参加し、総勢 239

名が一堂に会し、今後の日独交流の発展について真摯に議論いたし

ました。日独両国が直面する政治的、経済的、技術的変化に、如何

に共同で取り組むべきか、そのためには日独関係で重要な市民社会

の交流を両協会の枠を越えて取り組む必要があるとする「金沢宣言」

が採択されました。

　

　当協会は東京オリンピック・パラリンピックに向けてドイツとの

交流促進を目的とする「ドイツ・ホストタウン」の認定を受けた文

京区と連携して、今年 4月より文京区民に対して年 40 回のドイツ

語講座を開講いたします。文字通り、地域自治体との日独交流を具

現化いたします。また、今年はベルリンと東京都の姉妹都市締結

25 周年を記念して当協会とベルリン独日協会は両都市間で若者交

流プログラムを企画しております。

　新年度を始めるにあたり、会員皆様はじめ、関係各位のご支援・

ご協力を切にお願いいたします。

E
s ist Frühling und während uns Nachrichten zum Stand der 

Kirschblüte aus ganz Japan erreichen, begrüßen wir ein neues Fis-

kaljahr. Am 30. April wird, mit dem Abdanken des gegenwärtigen 

Kaisers, die Heisei-Zeit enden und eine neue Ära beginnen.

In 30 Jahren Heisei wurde Japan wiederholt von Naturkatastrophen heim-

gesucht. Doch sowohl die japanische Wirtschaft als auch die Beschäfti-

gungssituation haben sich in eine positive Richtung entwickelt. Die Heisei-

Zeit begann gleichzeitig mit dem „Fall der Berliner Mauer“ und dem 

„Ende des kalten Kriegs“. Menschen, Produkte und Geld begannen grenz-

überschreitend in globalem Ausmaß zu verkehren. Heisei ist die Ära der 

rasanten Globalisierung. Nach dem Lehman-Schock wurden in den USA 

und Europa, angesichts einer wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich 

sowie verstärkter Immigration, zunehmend globalisierungskritische und 

isolationistische Stimmen laut. In den USA wird Donald Trump mit seiner 

„America first“ Politik zum Präsidenten gewählt, Europa steht angesichts 

des geplanten Austritts Großbritanniens vor Problemen; Handelskonflikte, 

wie der zwischen China und den USA, sowie protektionistische Tendenzen 

nehmen zu. Auch in der Denuklearisierung Nordkoreas geht es trotz zwei-

maligem Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea nicht voran. 

In dieser Situation wird Japan von der internationalen Gesellschaft erneut 

als ein Land geschätzt, dem es gelingt den Freihandel zu fördern und 

gleichzeitig eine Teilung der Gesellschaft zu vermeiden. Am 4. Februar 

besuchte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel Japan, um bei ei-

nem Gipfeltreffen mit dem Ministerpräsidenten Shinzo Abe die Intensivie-

rung der wirtschaftlichen Beziehungen, basierend auf dem am 1. Februar 

in Kraft getretenen Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen 

Union und Japan, sowie ihre Zusammenarbeit beim Thema Brexit zu be-

kräftigen. Zur Bewahrung des Freihandels ist und bleibt es wichtig, die ja-

panisch-deutsche Zusammenarbeit zu vertiefen.

Mit diesem Ziel fand im Mai 2018, zum 30. Jubiläum des Verbands Japa-

nisch-Deutscher Gesellschaften, eine „Internationale Konferenz zum Japa-

nisch-Deutschen Austausch“ in Kanazawa statt. Es versammelten sich Vertre-

ter von 21 DJGen aus Deutschland und 28 JDGen aus Japan. Mit Insgesamt 

239 Teilnehmern wurde aufrichtig über die Zukunft des japanisch-deutschen 

Austauschs diskutiert. Sowohl Deutschland als auch Japan stehen einem po-

litischen, wirtschaftlichen und technischen Wandel gegenüber. Um diesen 

partnerschaftlich zu begehen, wurde der Punkt den Austausch zwischen den 

Zivilgesellschaften über den Rahmen der JDGen und DJGen hinaus zu för-

dern, in die abschließende Kanazawaresolution mitaufgenommen. 

Ein Projekt welches diesen Punkt aufgreift, ist die enge Zusammenarbeit der 

JDG Tokyo mit der deutschen Hosttown Bunkyo-ku im Hinblick auf die 

Olympischen Spiele 2020. Mit dem Ziel den Austausch mit Deutschland zu 

fördern, wird sie ab April einen Deutschkurs mit 40 Einheiten in Bunkyo-ku 

veranstalten. In diesem Sinne wird japanisch-deutscher Austausch in Zu-

sammenarbeit mit den Kommunen verwirklicht. Darüber hinaus ist anläss-

lich des 25. Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Tokyo und Berlin, 

ein Jugendaustausch zwischen der JDG Tokyo und der DJG Berlin geplant.

Wir bitten all unsere Mitglieder sowie alle Freunde des japanisch-deut-

schen Austausches auch im neuen Jahr um Unterstützung und hoffen auf 

eine gute Zusammenarbeit.
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Alle Jahre wieder – Unser Familienausflug zum JapanFestival Berlin

Kirsten Hoheisel, Mitglied des Vorstands der DJG Berlin

Es ist mittlerweile ein fester Termin für alle Japan-Enthusiasten: das letzte Wochenende im Januar in der Urania Berlin, 
diesmal am 26. und 27. Januar 2019. Und so starteten wir am Sonntagvormittag unseren Familienausflug. 
Es erwarteten uns schon im Erdgeschoss viele Stände, an denen wir japanische Souvenirs erwerben konnten.
Wir hatten durch spontanes Ausprobieren die Möglichkeit, etwas über die klassischen Traditionen und Künste, wie Ikeba-
na, Sumi-e und Kalligrafie zu erfahren. Aktuelle Trends zum Thema Manga und Anime entdeckten wir in der nächsten 
Etage und so waren wir bald inmitten von Scharen bunt gekleideter junger Menschen, die gut gelaunt nach dem neusten 
Outfit als Cosplayer suchten. Ganz preiswert ist dieses Hobby nicht. Die Japan-Fans sahen dies aber gelassen. Uns ging 
es genauso: Kaufen wir nun die begehrte, aber etwas kostspielige Figur von Naruto? Wir verschoben unsere Entschei-
dung auf das nächste Jahr, bekamen langsam Hunger und stärkten uns erstmal mit japanischen Snacks. Egal, ob Sushi, 

Onigiri oder japanische Backspezialitäten, es war für viele Geschmäcker etwas dabei. Zur 
Entspannung im hektischen Getriebe tranken wir belebenden grünen Tee und genehmigten 
uns am Nachbarstand besten japanischen Sake. 
Danach machten wir uns zu den Bühnen auf, da wir das umfangreiche Programm nicht ver-
passen wollten, welches zum diesjährigen 10. Jubiläum des „JapanFestivals“ einiges zu bie-
ten hatte. Mehr als 400 Künstler, Musiker, Tänzer und Akteure zeigten an diesem Wochenen-
de in zwei Konzertsälen auf zwei Bühnen über viele Stunden lang ein Non-Stop-Live-Programm. Wir ließen uns zum 
Beispiel von der großartigen Vorführung der Taiko-Trommler von Tengu Daiko mitreißen. 
Dann trafen wir die bekannte Sängerin und Cosplayerin Shiroku, die mit tollen Anime Songs ihr Publikum begeisterte. 
Mitsingen war hier einfach ein Muss und das machte eine Menge Spaß. 

Im Obergeschoss schmökerten wir in Prospekten der Japan-Reiseveranstalter. Hier begegneten wir auch am Stand 
der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Berlin vielen bekannten Gesichtern. Wir freuten uns, diesmal junge Studen-
ten und Praktikanten zu sehen, die seit dem Sommer 2018 zum Team der „Jungen Gruppe“ der DJG Berlin gehören. 
Am Nachbarstand beobachteten wir, wie man kunstvoll Geschenke auf japanische Art verpackt. Dann erfüllten wir 
uns einen großen Wunsch, erwarben zwei sehr alte Puppen und erfuhren gleichzeitig vieles zum kulturellen Hinter-
grund dieser Puppen. Am Nachmittag herrschte mittlerweile ein dichtes Gedränge auf allen Etagen. Wir nahmen uns 
vor, noch einen Abstecher zur Aufführung des Chors der DJG zu machen und freuten uns über das schöne Reper-
toire. Leider ging der Sonntag viel zu schnell vorbei und wir machten uns auf den Heimweg. Warum wir im nächsten 
Jahr bestimmt wieder dabei sind? Ganz einfach: Ohne eine lange Reise machen zu müssen, können wir uns hier ei-
nen Tag lang der Illusion hingeben, sich ganz wie in Japan zu fühlen.

 毎年恒例、ベルリンの「日本フェスティバル」に家族で行ってきました

キルステン・ホーハイゼル（ベルリン独日協会理事）

日本ファンにとってここ数年、1月の最後の週末（2019 年は 26 日と 27 日）に、ウラーニア・ベルリ

ンに行くことが恒例となっています。日曜日の午前中、私たち家族も行ってきました。

1階ではすでに、日本のお土産を買うことのできる売店がたくさん待ち構えていました。生け花、墨絵、

習字などの伝統や古典文化をその場で体験することもできます。次の階では、漫画やアニメなどの流行

りのものがあり、たちまちまわりは、コスプレのコスチュームを嬉しそうに探している、カラフルな装

いの若者でいっぱいになりました。この趣味はなかなかお金がかかりそうですが、

日本ファンにとって金額は問題ないようでした。私たちも、人気だけれど値段も高

いナルトのフィギュアを買うかどうか迷いましたが、来年までのおあずけにし、お

腹も空いたので、まずは日本の軽食で腹ごしらえすることにしました。寿司、おに

ぎり、焼いたもの、などいろいろなものがありました。人込みでの疲れをいやすために、リフレッシュできる

緑茶を飲み、横の売店で最高の日本酒を一杯ひっかけました。

日本フェスティバル 10 周年を記念した出し物も予定されている、豊富なステージプログラムを見逃したく

ありませんでしたので、そのあとは舞台に向かいました。この週末、二つのコンサートホールの二つの舞台で、

400 以上のアーティスト、ミュージシャン、ダンサー、俳優が何時間にもわたり、途切れることなくライブパ

フォーマンスを行いました。私たちも「天狗太鼓」による太鼓パフォーマンスなどを興奮して見守りました。

それから、素敵なアニメソングで聴衆を魅了した有名な歌手でありコスプレーヤーである Shirokuに会うこ

とができました。この場では一緒に歌うことはあたりまえで、それがとても楽しいのです。

上の階では、日本の旅行会社のパンフレットを見ることができ、独日協会ベルリンのスタンドでは、たくさんの知り合いに会う

ことができました。2018 年夏からベルリン独日協会の Junge Gruppe (若者グループ ) のメンバーになった、

たくさんの若い学生や研修生に今回会うことができ、うれしかったです。お隣のスタンドでは、贈り物を

日本式にどう芸術的に包むかを見ることができました。そして、欲しいと思っていた、とても古い日本人

形を２つ手に入れ、これらの人形の文化的な背景についてたくさんのことを学びました。そうこうしてい

るうちに午後はどの階も混雑してきました。私たちは、独日協会の合唱団が素敵なレパートリーを披露す

るのを聴くことにしました。残念ながら日曜日はあっという間に過ぎていき、家に帰る時間になりました。

また来年ここに来る理由ですか？簡単です。長い旅をしなくても、ここに来れば、1日中、日本にいる

ような気持になれるからです。

Berliner Luft

Fernsehturm

Bier

Sieg
essäu

le

コスプレ用品コーナー

日本人形

ベルリン独日協会のブース

コスプレーヤーShiroku

風呂敷を使ったお包み

緑茶と菓子パン
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その 7：ドイツから来た九州鉄道建設の父　

　　　　　　　　　　ヘルマン・ルムシュッテル

久保　健 （鉄道史学会会員　日独協会会員）

■九州鉄道はドイツ式

�今回は、昨年10月に開催したぶらドイツの報告でも少し取り上げた、ドイツ・プ

ロイセンの鉄道技術者ヘルマン・ルムシュッテル (Hermann�Rumschöttel) につい

て紹介します。ルムシュッテルは1844年 11月 21日トリーア (Trier) 生まれで、プ

ロイセン邦有鉄道監査官の職にあった1887年、九州初の鉄道路線を計画していた九

州鉄道の顧問技師として来日しました。博多に住み、蒸気機関車はミュンヘン

(München) のクラウス (Krauss) 社、客貨車はケルン (Köln) のファン・デル・チー

ペン（Van�der�Zypen）社、橋梁はデュースブルク (Duisburg) のハーコート

(Harkort) 社、線路など資材はドルトムント・ウニオン（Dortmunder�Union）社へ

発注するなど準備を進め、1889年博多駅から千歳川仮停車場間22kmを開業させて

います。経営に関する指導も行うなど、日本の鉄道発展において「本州はイギリス式、

北海道はアメリカ式、九州はドイツ式」と言われる礎を築いたと言えるでしょう。現

在の佐賀県鳥栖駅には、当時輸入されたウニオン社製の線路が屋根の柱に転用されて

おり、その痕跡を見ることができます。

なおルムシュッテルの読み方は、当時の新聞に「ルムショエッテル」、戦前期の文

献は「ルムショッテル」となっており、まさに「ギョエテとは、俺のことかとゲー

テいい」の活用例のようです。現在ルムシュッテルの表記が多いようですので、今

回この表記に統一をさせていただきました。

■ ドイツ式が選ばれた理由は

しかしこれまでイギリスを手本としてきた本州の鉄道に対し、なぜ九州はドイツを模

倣するようになったのでしょう。少し古くなりますが、日本国有鉄道百年史に掲載され

ている1876年の国籍別鉄道関係者数では、イギリス人94人に対し、ドイツ人は2人

と少数でもあり、疑問に思えます。このドイツ式導入の理由は各種資料で様々あり、技

術的に英米をしのいでいたためや、ルムシュッテルも従軍した普仏戦争において国境に

向けた鉄道による物資輸送が勝因となった実績を評価したため、はては本州に対する九

州人の意地などがあげられています。ただ当時九州にドイツ語の分かる者がほとんど無

く、わずか佐賀病院の医師ができたため、ルムシュッテルはそこへ通っていたとの記録

を見ると、言葉の壁も高かったと思われます。最近は、日本政府の意図として、イギリ

ス一辺倒だった鉄道技術から、日本の自立を図るため、他国も交え、イギリスの影響力を分散させようとしたとの説もあげられているよ

うです。ただルムシュッテルが選ばれた経緯など不明なところも多く、今後の研究に期待したいと思います。

■ レリーフは博多駅屋上に

ルムシュッテルは1892年九州鉄道技術顧問退任後、ドイツ公使館の技術顧問として、東京市街高架橋や愛媛県別子鉱山鉄道の設計

に関わり、1894年に帰国しています。帰国後も日本との関係はつづき、1905年日本国鉄資材購入の顧問になるも、第一次世界大戦

開戦にともない解消され、大戦末期の1918年ベルリンで亡くなっています。その後1927年、日本の国鉄が派遣した留学生がベルリ

ンで下宿を探していると、日本の鉄道にゆかりある人と紹介され、行ってみると掛け軸や置物がたくさんあり、聞いてみるとルムシュッ

テル未亡人宅で、下宿代150マルクでお世話になり、墓参もしたとの記録が、今に伝わる最後の足跡になるようです。

現在、博多駅ビルの屋上にルムシュッテルのレリーフが飾られており、十河国鉄総裁の揮毫により「九州鉄道建設の恩人」と記され

ています。1960年に鉄道88周年を記念し、1911年鉄道工作課長時代の島安次郎が訪問した際、記念に贈られたサイン入りの写真を

使い、作られたそうです。博多滞在中、毎日鶏の丸蒸しを食べ、好物のビールを1ダース飲むなど、大食漢と伝えられるルムシュッテ

ル。今も博多駅の屋上で、ビール片手に九州の鉄道を見守っているのではないでしょうか。

■ 皆様のご意見をお待ちしております。

2018年 4月より当会報誌に掲載いただいている「シリーズ　ドイツの鉄道」、今回1周年を迎えることができました。これもお読

みいただいています皆様のおかげです、心より感謝いたします。ドイツの鉄道について、少しでもご興味をお持ちいただくきっかけと

なることを願い、書いてまいりましたが、ネタに尽きることは無く、あらためて鉄道というジャンルの持つ幅の広さを実感しています。

ドイツの鉄道を見る、乗る、撮る、調べるなど、興味の対象とするに加え、車窓からの風景や乗車中に食べた料理、サッカーの試合な

どイベントに向かう車中の高揚感、そして帰路の寂寥感など、移動手段にはとどまらない、それぞれの場面における記憶も含め、すべ

てがドイツの鉄道を語るテーマになると思います。そこでドイツの鉄道について、皆様が興味を持たれている点や、知りたい点などを

教えていただくことはできませんでしょうか。もちろん思い出話も大歓迎です。連絡先は日独協会の「ドイツの鉄道宛」になります。メー

ル（jdg@jdg.or.jp）やお手紙、お待ちしております。

イ ツ の 鉄ド

シリーズ

道

レールが転用された柱がならぶJR鳥栖駅のホーム

鳥栖駅構内に掲げられたウニオン社製の刻印紹介

博多駅屋上のヘルマン・ルムシュッテルのレリーフ
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私たちオスモ＆エーデル株式会社は、「暮らしの理想をドイツから」をキャッチコピーとして掲げ、OSMO（オスモ）社の「自然塗料：

オスモカラー」、「無垢フローリング：オスモフローリング」、WAREMA（ヴァレーマ）社の「外付けブラインド：ヴァレーマ」、FINSTRAL

（フィンストラル）社の「ドイツの窓：エーデルフェンスター」などのドイツの高品質な建材を輸入し、日本でご紹介しております。

ドイツは、冬寒い国ですが、冬のドイツを訪れた時、外は寒くてもドイツの住宅やホテルなど建物の中

で過ごしていると、とてもあたたかく、居心地が良いと感じられたご記憶がある方も多いのではないでしょ

うか。ドイツの住宅や建築は、建物全体の断熱性に優れ、窓は大きく開放的、窓の断熱性能も優れてい

ます。光や風など自然のエネルギーをうまく取り入れた快適な空間づくりがされています。私たちは、そ

のようなドイツの健康で快適な暮らしのスタイルを日本のみなさまにもご提案したいと思っております。

【OSMO社：オスモカラー・オスモフローリング】
オスモ社は、ミュンスターとその近くのヴァーレンドルフに拠点を構え、140 年の歴史と伝統を誇る

木材会社です。“オスモクオリティ”という独自の品質基準を設け、徹底して品質を追求してきました。

木には、ひまわり油などの植物油を使用した自然塗料がよく合うということで、オスモカラーという木

部用自然塗料を独自に開発。日本だけでなく世界 50 か国以上で愛されています。

オスモフローリングは世界の最も良いとされる産地から調達した、良質な木材をフローリングに加工

し、オスモカラーが塗装された無垢フローリングです。木の良さを活かし、耐久性にも優れたオスモフロー

リングは日本の住宅はもちろん、幼稚園や保育園、ホテルやオフィスなどでもご採用いただいています。

【FINSTRAL社：ドイツの窓エーデルフェンスター】
ドイツの窓といえば、内倒し・内開きで開閉するドレーキップ窓をイメージ

されるでしょうか？「そうそう、ドイツの窓といえば、これだよね！」とドイ

ツに住んでいらっしゃった方やよくドイツに行かれる方に、おっしゃっていた

だくことが多いです。ドイツの窓は樹脂製で、断熱性、気密性に優れます。

窓を大きくとり、太陽の光をたっぷり取り入れ、快適に過ごすことができます。

【WAREMA社：外付けブラインドヴァレーマ】
ヴァレーマ社はバイエルン州に主要拠点を構える日射遮蔽の

トップブランドです。断熱性の優れた窓を大きくとると、一方で

効果的に太陽の光をコントロールする必要もあります。そのため

に活躍するのが外付けブラインド。ドイツの建築では標準的に使

われている建材で、日本でも住宅はもちろん、学校や病院から高

層のオフィスビルなど、様々な物件で採用いただいています。

【ドイツの家】
私たちはこれらのドイツの建材を使用した「ドイツの家」という住宅もご提案しています。

リビングからダイニング、キッチンと続く広い空間と高い天井。木のぬくもりを感じる素足

に心地よい無垢フローリング。家全体を柔らかな空気で包む断熱システム。ドイツならでは

の知恵と工夫を日本の気候風土や文化に合わせて、快適性を追求した住まいのご提案です。

【ドイツワイン：ベックシュタイン】
また長年にわたるドイツとの関わりの中で出会ったワインもドイツから直輸入しています。

ワイナリーは、ベックシュタイン。フランクフルトから南東に約 100km、ロマンティック街

道沿いの美しい村にあります。日本で手に入れられるドイツワインの種類が少ないなぁと感

じられている方もいらっしゃるかもしれません。一般的にドイツワインというと、甘口の白

ワインというイメージが固定されているようにも思います。私たちが輸入しているベックシュ

タインのワインは、白ワインの辛口、赤ワイン、ゼクト（ドイツのスパークリングワイン）

など、この地方特有のぶどうの品種からできたワインを含めてご用意しております。

このように私たちは、ドイツの住宅建材を中心として、ドイツのライフスタイルや文化をご提案したいと考え、ホームページや

SNSでもドイツに関する情報を発信しています。ぜひ一度ホームページもご覧になってみてください。

オスモ＆エーデル株式会社

兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6　（0794）72-2010

https://osmo-edel.jp/

東京（新宿）ショールーム

東京都新宿区西新宿 1-20-2 ホウライビル 11F　（03）6279-4971

https://osmo-edel.jp/showroom/tokyo_shinjuku

日本とドイツ ビジネスが架ける橋 Firma 11

オスモ＆エーデル株式会社　 OSMO & EDEL

オスモカラー

オスモフローリング

ヴァレーマ

エーデルフェンスター



9

 坂口 尚史 

ドイツと私を結びつけたものは何だったかと考えてみると、そのきっかけはやはり、ドイツ文学だったと思う。私が学んだ奈良

県立奈良高校は、平城京の一条通りにそってあり、佐保川や、万葉集の編者である大伴家持の旧宅も近かった。国文学には適した

環境である。その高校の図書室で岩波文庫の『トオマス・マン短編集』をみつけて読んだのがはじまりである。実吉捷郎 (さねよ

しはやお )訳であった。人物描写が大変辛辣で、あたたかく人をつつみこむような味わいはなかったが、どのような作家なのか、

また出身地のハンザ同盟都市リューベックに関心があった。ちょうど世界史でハンザ同盟について習ったところで、1860 年に江

戸幕府と交渉したプロイセン王国の艦隊は、ハンザ同盟の意向をうけて、日本と通商条約を結びたいという希望をもっていたこと

もわかった。

ドイツ文学の専攻科がある大学に行きたいと考え、法律家の父に相談したところ、旧制高校でドイツ語を学んだ話になり、ヘル

マン・ヘッセの『デミアン』を読んだという。しかし、ドイツ語は文法がとてもむずかしいから、ドイツ語の教員になどなれるわ

けがないと反対された。父は、自らの所属する法曹界の方がいいのではないかと思ったようだ。そこへ父の従兄弟で、チューリヒ

のユング研究所へ家族ぐるみで行こうとしていた河合隼雄がやってきて、自分は今ドイツ語を勉強していること、ドイツ語はおも

しろいし、本人の希望を尊重してやらせてみてはどうかと言ってくれた。まさに助け舟を出してくれたのである。

大学 2年から念願の独文専攻に入り、主任教授の相良守峯先生のご指導の下に、トーマス・マンやその兄のハインリヒ・マンな

ども含めて 20世紀ドイツの小説を研究できることになったのは幸運であった。相良先生は東大教授を定年退官されて、慶応大の

ドイツ語専攻科に来られていた。文学の研究とならんで語学の研究書も出されており、両方ともに大切であることを教わった。大

学院修士課程を修了したとき、駒澤大学非常勤講師としてドイツ語の授業を担当できることになり、ドイツ語の文法をできるだけ

わかりやすく説明していく、この作業を 48年間やりつづけた。この期間中、全国のドイツ語履修者が激減し、新たに教壇に立て

ることはむずかしくなっていった。

博士課程の単位を取得して、奈良県の天理大学外国語学部の専任講師になったときから、ドイツについてドイツ人の先生から詳

しく教えていただく機会に恵まれた。当時私は 28歳であったが、7歳年上のヨハネス・ラウベ先生と共同担任でドイツ語の授業

にあたった。先生はヘッセン州の出身で、グリム兄弟と同じマールブルク大学の神学部を出ておられる。14世紀にドイツの大学

が創設されたとき、それはカトリックの修道院が発展したものであり、神学部は最古の学部であるとのこと、聖書については何を

きいても丁寧に答えて下さった。日本では、ご自身のカトリックの立場から浄土真宗の親鸞の著書を研究されていた。日本の仏教

の歩みについて、仏教文化発祥の地である飛鳥から案内してほしいとのご希望があるので、よろこんで法隆寺、薬師寺、東大寺、

延暦寺などを案内しながら、ドイツの宗教であるキリスト教との違いを知ることができた。ドイツを知るための良い方法であると

思う。先生はドイツに帰られてから、「比較宗教論」で博士号をとられて、ミュンヘン大学日本学の正教授に就任された。

私のドイツ滞在は、35歳になってやっと実現した。1978 年の成田空港は、管制塔がこわされた事件のあとで、厳重な警戒の中、

北極圏まわりであった。天理大学が、二ヶ月の教員用研修を認めてくれたので、まずバイエルン州に入り、ニュルンベルクでのゲー

テ・インスティトゥートの研修を終えて、北ドイツのリューベックに向かった。マン兄弟ゆかりの「ブッデンブロークハウス」の

向かいが聖マリア教会であり、ブクステフーデのオルガン演奏をバッハがはるばる聴きにきたというエピソードを思い出して、

1968 年にOおgelbaきmeiかがeお（オルガン建造職人）ケンパーによって作られたオル

ガンの音に耳をかたむけていると、これがドイツだという気持ちがした。音楽が神

と人間をつなぐ役目を果たしていることがわかった。ドイツの教会でオルガンをき

かれた方は、このような感想を持たれたのではないだろうか。

リューベック市内の様子は、あのホルステン門といい、ブライテ・シュトラーセ

の船舶協会、旧市街はずれの、13世紀に建てられたブルクトーアも手に取るよう

にわかった。トーマス・マンの『トニオ・クレエゲル』や『ブッデンブローク家の人々』

をよく読んでいたからである。実にふしぎな体験で、はじめてきたという気がしな

かった。

若い時のことを思い出す機会を与えていただいて感謝している。ラウベ先生は、

惜しくも 2012 年 75 歳で逝去された。1991 年秋にミュンヘン大学の日本学研究

室をたずねたとき、「中央公論」をテキストに学生を指導されていたお姿が思いだ

される。

「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。

著者プロフィール：�当協会会員。慶應義塾大学名誉教授。（1971-1982）天理大学、（1982-2008）慶應義塾大学法学部�日吉でドイツ語を

担当。1983 年から日独協会夏期講習会担当。日本独文学会会員。

リューベック　ホルステン門

File6

シリーズシリーズ
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－日独協会ドイツ語講座、講師紹介－

本田恵理先生

（土曜日「試験対策講座 -独検３級
対策クラス-」、プライベートレッ
スン）

出身地
福岡です。街に活気があり、人々
がよく笑うところです！

ドイツとの出会い、ドイツ語学習
初ヨーロッパは 12 歳で母親と行ったイタリア、その後 14 歳でドイ
ツを旅行し、クラシック音楽やオペラ、美しいボーデン湖、人々の
生活に触れ、「ここで暮らしていける」と強く感じ、中学卒業後す
ぐにドイツに留学したい、と思うようになりました。親、友人、学
校の先生は皆反対していましたが、1年かけて粘り強く説得し、具
体的な留学計画を調べあげて伝えることで両親の理解を得て、15
歳で留学しました。
ドイツに行くまでドイツ語の知識は全くなく、フライブルクの語学
学校でゼロから学びました。ドイツ語で文法の説明を受けたので、
モヤモヤとするところもありました。中級、上級になるにつれ、深
く、難しいテーマについて話すには文法が大事であると自覚し、文
法にも力を入れました。

ドイツでの大学生活
DSH（Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang　大学入試の
ためのドイツ語試験）に合格し、フライブルク大学に入学、ドイツ
語言語学、ヨーロッパ民族学を専攻しましたが、ここからが地獄の
日々でした。大学での勉強は語学学校とは比べ物にならないほど高
度なもので、専門的な授業がはじまると最初の 1学期は全く内容が
理解できませんでした。関連の書物を必死に何十回も読んだり、
F.A.Z.（フランクフルト新聞）や、SZ（南ドイツ新聞）を大量に読
んでいくことで、授業中や学生との討論に備えたり、論文の書き方
や、冠詞のつけ方などを学ぶことができました。プレゼンテーショ
ンは最初はとても緊張しましたが、慣れてくると、相手からの指摘
から学べることが多く、相手を納得させるための論理的な話し方も
磨かれ、これらの経験を経て質の高い論文を書くことができるよう
なったように思います。
また、大学時代に、街でも人気のメキシカンレストランでウェイト
レスとして働いていたのですが、ここはお客の回転率が高くとても
忙しく厳しい店でした。ドイツではサービスの良さでチップの額が
変わってくるので、同僚を観察し、お客様と積極的にコミュニケー
ションをとったり、仕事をさばく工夫をしていくうちに効率的に動
けるようになりました。
ここのレストランで、一度自分が担当するテーブルのドイツ人 4人
に飲み逃げされたことがありましたが、支払いがされなかった分は
スタッフが自腹で払わなくてはいけないというルールがあったの
で、必死で追いかけていき、払わせたこともあります。アルバイト
でもだいぶたくましくなりましたね！

ドイツ語教師となったきっかけ
13 年間のドイツ生活を終えて帰国し、大学生にドイツ語を教えて
いたところ、彼らのドイツ語が向上し、「文構成を理解できるよう
になった」などと言ってもらえるようになりました。自分が学んだ
ことや苦労した経験が生かせること、教えた生徒の力が伸びること
にやりがいを感じています。

教える際にこころがけているところ
生徒さんの表情をよく見るようにしています。授業がわかっている
かどうかだけでなく、信頼を得られているかがわかります。また、
生徒の緊張感を保ち、集中力を途切れさせないためには目ヂカラも
使いますね（笑）。協会では独検 3級合格に向けたクラスを開催し
ていますが、基礎が何よりも大事ですので、問題を解きながら、文
法をしっかり説明しています。このクラスは質問しやすい雰囲気が
ありますね。

ドイツ語のおもしろさ
ドイツ語の bildhaft（絵画的、具象的）なところが好きです。例え
ば Leidenschaftだったら leiden（苦しみ）ながら schaffen（生みだす )

から、「情熱」となる。ドイツでも外来語が増えましたが、英語か
らの外来語の recyceln（リサイクルする）より、wiederverwerten（再
活用する）の方が私にはしっくりきます。ドイツ語は格が決まって
いて、どこに単語が来ようが格で意味が特定できる。この論理的な
ところがとても好きです。そしてこの論理的な言語がドイツ人の論
理的な思考にもつながっていると思います。

趣味・好きな食べ物
ロープクライミング、スキーなどアウトドアの活動が好きです。ボ
ウリングも好きで、ドイツでもよくやってました。学生時代から慣
れ親しんでいるレクラム文庫も良く読みますね。語学ももちろん大
好きです。
好きな食べ物は、くさいチーズ、Zwiebelmettwurst （脂身のない生の
豚挽き肉に玉ねぎのみじん切りを加えたもの )、日本でしたら生ガ
キです。

ドイツから日本に取り入れられたらよいこと
社会や環境への意識の高さ、それらの問題について議論できるよう
に小さなころから教育されることは、日本でも取り入れられたらい
いと思います。

ドイツ語学習者へのメッセージ
言葉は楽して覚えられるものではありません。根気よく続けること
が大事ですし、1回で覚えられないのはあたりまえですから、何十
回でも反復することが大事です。あれこれといろいろな方法や教材
に手を出すのもダメですね。自分のやり方を信じて淡々とやり続け
る人が伸びます。泣き言をいわずとにかく何か一つやりきってみま
しょう。


