
年
　
報

　第
42
号

平
成
三
十
年
六
月

西
日
本
日
独
協
会 FUKUOKA   JAPAN   2018

西日本日独協会

平成30年6月

年報 第42号



本文イラスト
藤 多恵子

表紙の写真：ルターとヴァルトブルク城

ルターは 1521 年５月から翌年３月までザクセン選帝候フリードリヒ
三世に庇護されてテューリンゲンの森の丘陵からアイゼナッハの町
を望むヴァルトブルク城に隠れ住み、新約聖書の翻訳に取り組んだ
（完成は９月）。 左上はルーカス・クラーナハ（父）の「マルティン・ル
ターの肖像 1525 年」（部分）。
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会長  岡嶋 泰一郎

今年の日本の冬が大変寒かったせいか、ドイツに住んでいた頃のように、春の訪れをずい
ぶんと待ち遠しく感じておりました。春は旅立ちの季節、いろいろな転機が訪れるときでも
あります。新年度を迎えた西日本日独協会は、理事や監事など、役員の顔ぶれが大きく変わ
り、新しいスタートを切ろうとしています。協会のさらなる発展に向けて、新しい役員の皆
様のご活躍を期待するとともに、今まで当協会の運営にご尽力いただきました旧役員の皆様
に、心より御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。皆様には、引き続き新役
員を温かく見守っていただき、ご指導下さいますようお願い申し上げます。
さて、大変残念なことをご報告申し上げなければなりません。当協会に多大なご貢献をい
ただきましたお二人の方が、相次いでご逝去されました。河田溥先生、中村昭先生が、昨年、
そして今年初めに亡くなられたのです。お二人を失ったことは、協会にとっても、そして私
にとりましても大変悲しい出来事となりました。
河田先生とは、先生が九州大学医学部の生理学教室で教鞭をとられていたころ、初めてお
会いしました。私は九州大学医学部の学生でした。六本松にあった教養部の音楽鑑賞室でお
話しする機会があり、先生はそばにあったピアノでベートーベンのソナタを次から次へと弾
いてくださいました。河田先生はずいぶんとお若い時分からピアノを勉強され、当時、日本
を代表するピアニストであった豊増昇氏に師事し、毎月東京までレッスンに出かけ研鑽を積
まれました。また、医学の研究者としてドイツに留学されたとき、ピアノとオルガンの演奏
を専門的に勉強されています。先生のピアノはアマチュアの域をはるかに超え、すばらしい
芸術として、人々の心に刻み込まれました。亡くなる直前まで、精力的にリサイタルを開催
され、その都度、収益を当協会に寄付して下さいました。先生の優しいまなざしと、繊細で
温かいピアノの音色がいつまでも胸の奥に残っています。
中村昭先生は、当協会の大切な事業のひとつである国際交流の部門の長として、ドイツ語
圏の留学生を例会やクリスマス会に参加させていただき、会員との交流をはかる機会を作っ
て下さいました。日本語学校の講師として、多くの留学生から慕われているご様子は、とて
も微笑ましいものでした。また、先生はピアノを演奏されることをこよなく愛し、当協会の
「会員によるコンサート」を、中心となって企画していただいておりました。天神の楽器屋さ
んで、ピアノの楽譜を楽しそうにみておられる先生のお姿を何度か拝見し、お声をかけると、
にこやかに応じて下さいました。その優しい笑顔が懐かしく思い出されます。今年５月に予
定されている当協会のコンサートも、先生を中心として準備が進んでおりました。今回のコ
ンサートで、中村先生の美しいピアノの音色を聴くことができないと思うと、寂しい気持で
いっぱいになります。５月の「会員によるコンサート」は、中村昭先生の追悼コンサートと
して開催したいと考えています。河田先生、中村先生が、当協会に多大なご貢献をしていた
だいたことに深く感謝するとともに、お二人のご冥福を心からお祈りいたします。
世相は内外ともにあわただしく動いております。それでも異なった国の文化や人々と触れ
合うことはわくわくするような喜びをもたらしてくれます。西日本日独協会も新執行部のも
と、皆様に喜んでいただけるような企画をたくさん考えております。会員の皆様の温かい、い
え、熱いご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

■	 ご挨拶
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宗教改革運動と陰の立役者カタリーナ・ルター

金山 正道

機が熟していたとはいえ、宗教のみならず政
治の世界においても強大な権力を有する組織に
対してひとり反旗を翻し、みずからの主張を公
にすることは勇気ある行動であり、加えてその
影響が宗教と政治の世界にとどまらず、自由な
思想の表明や文化の発展にも寄与したのであれ
ば、その行動は高く評価すべきものである。我
が国の高等学校で使われる「世界史」の教科書
にはマルティン・ルター（1483－1546）と宗教
改革運動について「カトリック教会」「免罪符
（贖宥状）」「九十五か条の論題」「1517年」「ヴィ
テンベルク」といった言葉・年号・都市名を使
い、これらにいわば随伴的に「メランヒトン」
の名が添えられ、宗教改革運動の経緯が説明さ
れている。簡潔な説明として誤りではない。
「九十五か条」が公示された1517年の時点で、
この論題とルターの行動を支持する声は小さく
なかった。10月31日に掲示された「九十五か
条」が同年のうちにラテン語でヴィテンベルク
とニュルンベルクで印刷され、翌18年にはドイ
ツ語版が出された。1520年までに復刻も含め少
なくとも22のドイツ語版が印刷に付された。出
版地もこのふたつの都市に、ライプツィヒ、ア
ウグスブルク、バーゼルが加わり、印刷業者に
関しても、わかっているだけで12人の名まえが
確認される。換言すれば、キリスト教徒として、
というよりも業者として生きる者たちが
「九十五か条」やルターの著作を出版すること
のできる状況と場がすでにあった。
1521年ルターはローマ・カトリック教会に
よって破門された。これに先立ち、ルターに対

しておこなわれた1518年６月のローマにおけ
る審問と翌19年夏のライプツィヒにおける討
論の結果、ルターは異端の烙印を押され、教皇
レオ10世は「破門」を予告することによってル
ターに自説の撤回を迫る教勅を出したが、その
教勅をルターは公衆の面前で焼き捨て、破門と
なった。異端者とされ、すでに破門されていた
ルターが、破門された年の４月ヴォルムスの帝
国議会に召喚され、再度審問されたのである。
歴史の教科書や参考書に淡々と項目的に書かれ
たこれらの事柄に関する説明を、疑問をもって
よむ読者が果たしてどのくらいいるだろうか。
ときの神聖ローマ皇帝カール５世はスペイン・
ハプスブルク家からでた皇帝（スペイン王カル
ロス１世）であり、カトリック教徒であった。
ヴォルムスで自説撤回を拒絶したルターに対し
ては帝国追放刑が言い渡された。
さて、ヴォルムスにおけるルターの姿勢だが、
査問委員会がルターの著作の有害であるか否か
を審議したとき、質問は最初にラテン語でなさ
れ、次にドイツ語で繰り返されたが、ルターは
「最初にドイツ語で、次にラテン語で」答えた。
ルターのこの姿勢は議会と教会の公用語である
ラテン語を否定した態度であり、大きなセン
セーションを巻き起こした。さらにルターは、
教会内に閉じ込められていた「神の言葉」を民
衆のものとするために聖書の独訳を敢行した。
カトリック教会では唯一の公認聖書として「ウ
ルガタ」と呼ばれるラテン語訳聖書が使われ、
聖書を人々が日常使っている言語に翻訳するこ
とはカトリック教会によって禁止されていた。

寄　稿
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こうしたルターの勇気ある行動は高く評価す
べきである。けれども、大きな改革は、いかに
その人物がすぐれていようとも、ひとりの力で
なしうるものではない。聖書をドイツ語に訳す
ことをルターに勧め決意させた朋友であり、ル
ター派の教義や領邦教会制度の確立に尽力した
同志たるメランヒトン、ルターが属する領邦の
君主であり、神聖ローマ皇帝でさえ看過するこ
とのできない存在であったザクセン選帝侯フ
リードリヒ３世など、ルターを支えた人々の存
在が見落とされてはならない。
このページに掲載した木版画に描かれた女性
はカタリーナ・フォン・ボーラ（1499－1552）
という。ボーラは６歳のとき母を失い、幼くし
て修道女になることを決意する。彼女は最初ブ
レーナの修道院にはいり、次いで10歳から11歳
までの時期をニンプシェンにあるシトー会女子
修道院で過ごしている。けれども、ルターの宗
教改革運動を知るや、ボーラは修道院を脱け出
してヴィテンベルクに移る。「決断と実行のひ
と」といって過言であるまい。
宗教改革運動当初ルターが直面した状況にも
きびしいものがあったが、1524から25年にか
けて起こったドイツ農民戦争もまたルターにき

びしい決断を迫る出来事であった。本来はル
ターの信奉者でありその改革精神に鼓舞された
人々とのあいだに距離を置くルターの姿勢、こ
とに再洗礼派のトーマス・ミュンツァー（1490
頃－1525［斬首による死］）に主導されたチュー
リンゲン農民団を弾圧するようルターが勧告し
たことは「ルターの裏切り」とも呼ばれる。
いかに不屈の精神を持った人物であれ、多く
の血が流された状況のなかで、ひとり生活と祈
りの場にもどるとき、その人物が当初の精神を
堅持することは容易なことではあるまい。しか
し、ルターはひとりではなかった。ルターによ
るもうひとつの重要な「プロテスト」として
「妻帯禁止の打破」がある。1525年ルターは結
婚した。ルターの妻となった女性がカタリー
ナ・フォン・ボーラであり、カタリーナは６人
の子を産んだ。結婚の時期からみても、カタ
リーナが家庭で果たした役割は決して小さくな
かったといえよう。カトリック教会によって聖
職者の結婚が禁止されていた時代に元修道女と
聖職者が結婚したことは当時旋風を巻き起こし
たが、この一大事件を、現代ドイツの女流作家
アスタ・シャイプ（1939－）が扱い、ふたりの
結婚生活を描いた小説『不従順の子ら』Kinder 

des Ungehorsams（1985）を書いている。
末筆ながら、「宗教改革500周年記念」として
昨年11月10日福岡大学で開催された特別記念
講演会（金山が講演）における西日本日独協会
のご後援に対して感謝申し上げる次第である。

（かなやま まさみち、福岡大学人文学部教授）

ハンス・ブローザーマー作
（1530 年）
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アルプスの少女	Heidi
―	ドイツ語圏映画の、もう一つの楽しみについて	―

高柳 英子

「ハイジ」の原作者はスイスのヨハンナ・
シュピリ。元ネタとなる小説が存在したという
説が出て、彼女は盗作した？と、物議をかもし
たが、シュピリの作品で世界的に広まったこと
は間違いないので、ここでは触れないでおこ
う。彼女はゲーテを尊敬していたので、「ウイル
ヘルム・マイスター」に倣って、ハイジの修業
時代と遍歴時代の２部構成にし、大自然のアル
プスの牧歌的な生活と対比させた大都会は、
ゲーテの生誕地フランクフルトになったとい
う。
けれど19世紀当時は、話し言葉である方言
を、その音のまま書き言葉に文字化する、とい
う文学作品上のテクニックはまだなかった。本
の中ではハイジや村人は、フランクフルトの
人々と基本的には同じ標準ドイツ語をしゃべっ
ている。その後何度も映画化され、ドラマ化さ
れ、日本製の宮崎アニメはドイツ語訳されて本
場の子どもたちをも夢中にさせたが、言葉の点
はどれもいい加減だった。
そこへ2015年、本国スイスがそのプライドと
情熱を傾けて、渾身の実写映画化に成功した。
地元の子役を用いて、響いてくるのはスイス方
言の中でも最も美しいといわれるグラウビュン
デン州の正真正銘の訛り。ハイジがフランクフ
ルトで生活しだして次第に標準語に変わってき
た後、また山に戻って来て一気に昔の訛りを
しゃべりだすところも、計算しつくされてい
る。アルムの山小屋に住む祖父を演じているの
は、「ベルリン天使の歌」の天使ダミエル役や、
「ヒトラー　～最後の12日間～」の名優ブルー
ノ・ガンツ。チューリヒ出身だが、方言を完璧

にこなしているのは、さすが。
映画の邦題は「ハイジ ～ アルプスの物語」と
なっているが、私が配給元なら原音に忠実に
「ハイディ」とでもしたいくらい、21世紀のリメ
イクにふさわしい本物感にあふれた映画で、ス
イス映画史上、屈指の傑作となった。
…と、ここまでは前置きで、ここからが本論な
のだが、テーマはパンフレットについて。表紙は
青空をバックに丸太小屋がでんと立ってHeidi と
横文字ひとつが入るだけのいたってシンプルな
物。小屋には二つの窓があり、右の窓はくりぬか
れていて白い子ヤギがのぞいている。左の窓は
木の被いで閉じられているので、小屋の木の色
に溶け込んで、ちょっと目には窓とわからない
が、紙に切り込みが入れてある。その窓を開ける
と、パッとハイジの笑顔がはじける仕掛け。そう
して表紙をめくると、ワーォ！、丸太小屋の部分
だけが開いて、アルプスの山と青空を背景にし
たハイジ、アルムのおんじ、ヤギという本来の一
枚の表紙が出現した。仕掛け絵本並の作りだっ
たのだ。なんという微笑ましいパンフレットだ
ろう。
ドイツ語圏の映画には、ちょくちょくこんな
凝ったアイディアに満ちた魅力的なパンフがある。
たとえば、ケストナーの児童文学の名作、「飛
ぶ教室」と「点子ちゃんとアントン」の２作の
映画パンフは、完全に同じ装幀で、原書の表紙
と同様の厚手光沢紙を使用したハードカバーの
小型本という贅沢なものだった。
ピアノの天才少年が主人公の「僕のピアノコ
ンチェルト」では、ピアノを思わせる艶々の
真っ黒な表紙に、タイトル文字が金箔押しで入
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り、裏表紙が鍵盤の図柄部分だけサイズが飛び
出ている。表の表紙を少し開けると、あたかも
グランドピアノの蓋を開いたかのように見える
仕掛けなのだ。
レストランのシェフの恋愛劇「マーサの幸せ
レシピ」では、料理のレシピカードを模して、
綴じられてないバラバラのカードのセットが
ファイルの中に入っているという具合。
ヒトラー暗殺を計画した時計職人ゲオルク・
エルザーの実話の映画化「ヒトラー暗殺、13分
の誤算」では、パンフではまずお目にかかった
ことがない凝ったクラフト紙が使用されてい
た。メカニックな時計を思わせる凹凸の入った
銀 色 で、 小 さ く 時 計 の イ ラ ス ト と「13 
MINUTES」の文字が入っている。それを開け
ると、邦題が印刷された普通の第二の表紙が現
れる。
私はそれを購入した時、一瞬、製本ミスの落
丁のたぐいを受け取ってしまった、と誤解し
た。一枚目の表紙サイズが上部少し短すぎて、
下の２枚目の紙が覗いていたからだ。めくって
「13分の誤算」という日本語が目に入った瞬間、
そうだったのか！と合点。
悪天候のため急きょ演説時間を短縮し、予定
の13分前にミュンヘンのビアホールの演壇を
離れたヒトラーは、暗殺を辛くも逃れた。一枚
目のイラストの時計は時限爆弾の時刻を示し、
その表紙の縦サイズがわずかに短いのは、13分
早かったことを視覚化していたのである。
たかが映画パンフに、よくもまあ、こんな装
幀を考え付いたものだ。小さな制作会社が請け
負って、それこそ遊び心いっぱいのベテランの
スタッフがいて、儲けなんか度外視して、映画
にピッタリのパンフを作ることに情熱を傾けて
いるとしか思えない。
今はネットであらゆる映画情報が得られるか
ら、わざわざパンフレットを求める人も少なく
なったが、こんな思いがけない楽しみは、デジ

タル情報では決して味わえない。電子書籍など
金輪際ごめんで、紙の手触りをこよなく愛する
アナログ人間の私は、変わったパンフの蒐集が
楽しみなのだが、皆様も、ドイツ語圏の映画鑑
賞の際は、ぜひパンフレットにも注目してくだ
さい。

（たかやなぎ えいこ　会員、児童文学翻訳家）
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ウルリッヒ・シュライバー君に再会
―	日独友情のバトンタッチ	―

立花 雅子

2016年８月、バイエルン独日協会との交流事
業でミュンヘンから５人の若者たちが福岡に
やってきた。そのうちの一人、ウルリッヒ・
シュライバー君（愛称ウリー）が我が家に一週
間ホームステイ。そして翌年の春、ウリーのお
父さんのロベルト・シュライバー氏が来日さ
れ、親しく交流した。
そのような縁で、2017年10月、私達家族（夫
と大学生の孫娘の莉早と私）はミュンヘンと
オーバーアマガウのシュライバーさん宅にホ－
ムステイさせていただく機会を得た。 もちろ
ん、パッサウ大学に通っているウリーにも会い
に行った。
ミュンヘンのシュライバーさんのお宅はテ
レージエンシュトラーセにあり、近くにはアル
テ・ピナコテーク、ノイエ・ピナコテーク、
レーンバッハ美術館など多くの美術館がある。
ミュンヘン大学やイギリス庭園も徒歩圏内で、
あちこち歩いて見て回れるのは実に嬉しいこと
だった。高級官僚でいらしたシュライバー氏は
退職された現在、ミュンヘン大学で文学、哲学
などの講義を受けていらっしゃるとのこと。私
達もミュンヘン大学を訪れ、反ナチス抵抗運動
「白バラ」で逮捕され処刑された同大学の学生
３人がビラを撒いたという大階段を目にし、感
慨にふけった。
レーンバッハ美術館は、画家レーンバッハの
自宅がそのまま美術館となっていた。特に現代
抽象絵画の先駆者の一人であるカンディンス
キーの絵画が驚くほど充実していて、鮮やかな
色彩によるダイナミックな抽象表現の数々に魅
せられた。

絵画鑑賞後、侯爵でもあったレーンバッハに
よって19世紀末に建てられた、黄色い外装の
凝った館に三方囲まれた庭園に出る。燦々と秋
の日差しが降りそそぐなか、ベンチに腰をおろ
して美しい館と庭園を眺めながら、なんとも言
えない心地いい気分になり、しばらくゆったり
とした時間を過ごす。
広大な自然を満喫できるイギリス庭園にも何
度か足を運ぶ。秋のドイツの森は黄金に輝き、
日本の紅葉とはまた違った華やかさだ。ミュン
ンヘンでは例年にない好天、暖かさが続いてい
て、イギリス庭園の広い緑の芝生の上には裸で
日光浴をしている男性の姿もあった。
シュライバーさんの実家は、ドイツアルプス
の麓の町オーバーアマガウにあり、すでにご両
親はお亡くなりになっていて、ご夫妻は週末に
は自然豊かなオーバーアマガウのお宅で過ごし
ていらっしゃるとのこと。私達もそこに数日滞
在させていただく幸運に恵まれた。
ミュンヘンからオーバーアマガウに車で向か
う途中、シュタルンベルク湖に立ち寄る。この
湖はルートヴィヒ２世が謎の死を遂げた湖であ
る。湖に出る途中、落ち葉の降り積もった林の
中を歩いていくと、白い大きな館が木立の合間
から見えた。それはオーストリア皇妃エリザ
ベート（シシー）が生まれ育った家だとシュラ
イバーさんが教えて下さる。そして広大なシュ
タルンベルク湖のはるか対岸に小さく黄色い建
物を望むことができた。それはルートヴィヒ２
世が生前よく訪れ、死の直前に幽閉されたベル
ク城だった。このような衝撃的なドイツの歴史
が刻まれた場所を訪れることができるとは思い
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もよらず、特にシシーやルートヴィヒ２世の生
涯に興味のある私にとっては、心が震えるほど
の体験だった。
オーバーアマガウのシュライバーさんのお宅
はツークシュピツェなどのドイツアルプスの連
山が望める素晴らしい自然の中にある。お宅は
木造２階建て、バイエルンの伝統的な家屋だ。
居間には素敵なタイル張りの暖炉（Kachelofen）
があり、寒い時期はこの暖炉がパチパチ薪のも
える音をたてて部屋を暖めてくれるとのこと。
なんだか心まで温かくなりそうだ。奥様のイル
ムガルトは私達の滞在中は夕食も暖かいバイエ
ルンの料理でもてなして下さった。ドイツでは
一般的には夜はカルテス・エッセン（冷たい料
理）だと思っていたのだが、彼女の暖かい心遣
いに感謝！

私と莉早は夫より一日早くオーバーアマガウ
を発ち、列車でパッサウに向かう。夫はその間、
シュライバー夫妻と一緒にドイツアルプスの登
山を楽しんだとのこと。パッサウはオーストリ
アとの国境にあるバイエルンの町で、ドナウ、
イン、イルツの３つの川が合流していることで
有名な大変美しい町である。作家のカロッサも
20世紀初頭住んでいて、1956年パッサウ近郊
で没したことで知られる。パッサウの名誉市民
でもあった。
私達はウリーの案内で、暖かい秋の日差しを

浴びながらイン川沿いを散歩したり、世界最大
のパイプオルガンのある大聖堂や、３つの川が
合流しているのが眼下に望める高台の要塞
（Feste Oberhaus）などを訪れたりして美しい
パッサウの町を堪能した。ウリーの下宿はイン
川沿いにあり、対岸にあるパッサウ大学には橋
を渡って自転車で通学しているという。ウリー
は私たちを下宿に案内し、緑茶を入れてくれた
り、チェロを演奏してくれたりした。ウリーと
莉早は同い年で、二人にとってパッサウで一緒
に過ごした時間はとても楽しかったようだ。ウ
リーは別れるとき、「来年秋にまた日本にぜひ
行きます」と言って莉早にハグしてくれた。

今回はシュライバー夫妻の心温まるご親切や
ウリーのおかげで、今までのドイツ旅行では味
わえない貴重な体験をし、充実した楽しいドイ
ツ滞在になった。シュライバーさんは若いこ
ろ、日独青年スポーツ交流で日本に来られたこ
とがあり、のちに九大独文教授になられた杉浦
實先生のお宅にホームステイされたとのこと。
それ以来、杉浦先生との親交は、数年前先生が
お亡くなりになるまで続いたという。昨年の日
独若者相互交流をきっかけに、さらにウリーた
ちがバトンをひきついで日独の友情が続いてい
くことを心より願っている。

（たちばな まさこ　会員、元高校教員・英語）

オーバーアマガウのシュライバーさん宅にて

ドナウ、イン、イルツ 3 つの川の合流地点にて
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バイエルン独日協会会長　オーリヴァ・シェーン氏講演
「独日法律交流	150	年」

4月例会 April

小黒 康正

2017年４月14日、九州大学文学部で、バイエ
ルン独日協会の会長であるオーリヴァ・シェー
ン氏の講演会が行われた。同氏はミュンヘン地
方裁判所の裁判官であり、アウグスブルク大学
法学部で日本の法律に関する講義を担当されて
いる教員であり、800名以上の会員を擁するド
イツ最大の独日協会の会長として2011 年から
獅子奮迅の活躍をされている方です。今回は、
研修旅行を企画され、同僚４名と一緒に、学生
14名を引率して来日された。
シェーン氏の講演は、2016年８月３日に同協
会の依頼によりミュンヘン王宮で私が行った講
演のいわば返礼とも言える。講演後、司会をさ
れたシェーン氏と交わした約束を、今回、無事
に果たすことができた。４月12日に、アウグス
ブルクの一行を有志の皆さんと共に太宰府に案
内したことも、居酒屋にて夕食を共にしたこと
も、実に楽しい交流だった。
とあるハプニングも忘れられない。４月11日
に一行の一人がカバンをタクシーに置き忘れて
しまったのだ。観光の当日、私が本人と一緒に
交番に出かけたり、日本人側の献身的な努力も
あり、二日後にカバンが本人の手元に無事に
戻った。講演会後の２次会では、屋外でそのこ
とを皆で乾杯したが、そう言えば、そこは「出
会い橋」だった。
両協会の交流は、2016年の青年交流を通じ
て、新たな段階を迎えたようだ。そうした機運
の中で、私のミュンヘン講演もシェーン氏の福
岡講演も行われた。2017年９月15日には、芥川

賞作家の平野啓一郎氏がミュンヘンで講演を行
う。シェーン氏の協力を得て、バイエルン独日
協会の例会として私が行う企画だ。両協会の
「出会い」は着実に深まっている。
�

＊　＊　＊

講演「独日法律交流 150 年」（要約）

初めに
私は2009年から日本の法律をアウグスブル
ク大学で教えています。なぜ日本の法律なので
しょうか。日本の法律に取り組むことがドイツ
の学生たちになぜ価値があるのかを、私は初回
の授業で説明します。ドイツの法律と日本の法
律との間には深い結びつきがありますし、日本
の法律と取り組むことはドイツの学生たちにと
りましてドイツの法律をよりよく理解するため

例会と催し

講演中のオーリヴァ・シェーン氏
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に役立つのです。本日の講演では、日独法律交
流150年史の輪郭を皆さんに示します。

歴史
1853年のペリー来航を契機に、日本が西側諸
国と結んだ条約は、「不平等条約」と呼ばれてい
ます。2011年に150周年が祝われた独日修好条
約もそのひとつでしたが、「不平等条約」は日本
の側によって非常に屈辱的と受けとられまし
た。当時の日本には西側の理解による裁判所が
無かったということもあり、日本政府は懸命に
なって西側の統治体制を導入しようとしたので
す。日本は基本的な決定を実に迅速に行ったと
思います。大陸ヨーロッパ法、つまり制定法が
英米の判例法よりも日本に合うと見なされまし
た。最初はフランス法に対する関心が大きかっ
たため、日本に招かれた最初の外国人法律顧問
は、最高裁判所に胸像がある人物、フランス人
ギュスターヴ・エミール・ボアソナードだった
のです。
しかし、その後、当時の最も近代的な法で
あったドイツ法に対する関心が高まりました。
フランスの主要法典であるナポレオン法典は
19世紀初頭に起草されたものだったのです。
1871年にドイツ帝国が成立した後、1900年１
月１日にドイツ民法典が施行されました。日本
に対するドイツの影響として、ロストックの法
律家カール・フリードリヒ・へルマン・ロエス
レル教授が、1878年から1893年までの日本滞
在期間中、日本の憲法、商法典、民事ならびに
刑事訴訟法、民法典に対して重要な役割を担っ
たことが挙げられましょう。およそ30年で法秩
序を完全に整えたことは、驚くべき法改革であ
ります。

実例
日本の法律家がヨーロッパの手本となった法
律を日本社会の求めに応じてどのように修正し

たかを、皆さんに示しましょう。ドイツ民法第
242条によりますと、債務者は取引の慣行を考
慮して信義誠実に適うように支払いを行う義務
を負っています。つまり、契約の当事者は社会
が最小限の道義や礼儀作法とみなすものに反す
ることなく振る舞わなければなりませんが、こ
うした「信義誠実」規定はドイツにおいてあま
り意味を持ちません。これに対して、歴史的に
みて合意をめざす日本では、信義誠実の規定が
民法典第１条においてこう書かれています。
第１条
（１）� �私権は、公共の福祉に適合しなければ

ならない。
（２）� �権利の行使及び義務の履行は、信義に

従い誠実に行わなければならない。
（３）� 権利の濫用は、これを許さない。
このように信義誠実の規定を最初に置くこと
で、ドイツでは調整措置としてしか使われない
法規が、日本では決定的な意味を得ているので
す。実際、日本の法律家はいかなる結果が「公
正」なのかを考察の中心に据えています。西側
の法を導入した際、ドイツで展開した教条的法
理解に従うことが多かったのです。日本人法律
家の多くが当時ドイツ語を使いこなし、法の問
題に行きあたるとドイツの注釈書を引いたと言
われています。ドイツ法の中身を分析すること
は、法律の直接受容よりも日本の法理解により
大きな影響をもたらしたのです。

今後の見通し
第二次世界大戦後の日本において、ドイツ法
は重要性を失っていきました。とはいいまして
も、私は日本におけるドイツ法にとって望まし
い展開があると思っております。そのひとつ
が、日本の刑事訴訟法における参審裁判制度の
導入（2009年）です。刑事訴訟法は第二次世界
大戦終結までドイツ法にかなり従っていまし
た。その結果、第二次世界大戦前の日本では、
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刑事訴訟に非専門家が参加することができたの
です。しかし戦前の日本はそれをまったく適用
せず、最終的に撤廃し、戦後の日本はアメリカ
合衆国法を受け入れました。訴訟法では、アメ
リカの理解は、ドイツのそれとまったく逆であ
ります。ドイツの法理解によりますと、検察は
世の「最も中立的な」官庁ですが、英米の法理
解によりますと、検察官は当事者であって、判
決をめぐって弁護人と争うのです。ドイツの裁
判官は訴訟手続きを積極的に司りますが、アメ
リカの裁判官はどちらかと言うと消極的であ
り、検察官や弁護人が示した論拠をただ評価す
るしかありません。日本はアメリカの刑事訴訟
法を第二次世界大戦後に受け入れました。とは
いえ、日本の立法機関が陪審制度を導入する
際、アメリカの陪審員モデルではなく、大陸
ヨーロッパのそれに従ったのです。アメリカで
すと、陪審員である非専門家は自分たちだけで
決定をくださなければなりません。これに対し
てドイツでは、非専門家は公判中、職業裁判官
と同等に扱われ、職業裁判官とともに審議をす
ることができます。こうしたモデルが日本で選
ばれたのです。

まとめ
日本の法秩序に対するドイツの影響は非常に
大きいものでしたが、両国の法は異なる発展を
しました。その理由を、日本が第二次世界大戦

後にアメリカ合衆国に倣ったという事実の他
に、私は三つ確認できます。第一の理由は両国
における異なる紛争文化です。日本では人々は
どちらかと言えば合意に関心があり、判決を下
すことは伝統的に少なかったと言えます。しか
し、第二の理由として、両国における法律家数
の決定的違いを忘れてはなりません。１億2700
万人がすむ日本は8100万人がすむドイツより
も人口が多いにもかかわらず、ドイツには日本
の四倍にあたる約16万人の弁護士がいます。ま
た、ドイツには裁判官が２万人いるのに対し
て、日本にいる裁判官は約3600人しかいませ
ん。そして、第３の理由として、アメリカの法
を受け入れたことを除くと、日本が外からの影
響にさらされたことがほとんどありません。こ
れに対して、ドイツではヨーロッパ共同体の影
響によって数多くの法改正があり続けていま
す。
講演の冒頭で私は、なぜドイツの学生が日本
の法に取り組むべきなのかという問いを投げか
けました。その答えとして、法を適用する際に
社会の文化的・社会的コンテキストもかなり決
定的な役割を果たしているという認識をあげて
おきましょう。日本の法理解は、アメリカの法
の影響を強く受けました。しかし日本が将来、
再びドイツ的出自を思い出し、ドイツ法との交
流を求めることを、私は願います。裁判員制度
の整備はそのよい契機かもしれません。
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絵本について考える

村上 康子

5月例会 Mai

ドイツ語からの翻訳書『絵本考』（花書院、
2016年２月初版、７月再版）の上梓に伴い、翻
訳にまつわる苦労など話してみてはと卓話のお
薦めをいただきました。初めてのことで戸惑い
ましたが、皆様のご助力のお陰で貴重な体験が
できました。お力添えくださった皆様に深く感
謝いたします。
まず、絵本が視聴覚媒体であることを感じて
いただくために絵本の朗読ライブ、次に『絵本
考』についての話、最後に私の研究対象である
日本語の乳幼児向け絵本の言葉の特徴について
話すことにしました。準備を進めるうちに、こ
の卓話が媒体としての絵本の認識あるいは再認
識に繋がるかもしれないなどと思いを膨らま
せ、翻訳の苦労話に加え絵本についての話も含
めて用意したのですが時間的な制約もあり語り
尽くせませんでした。そこで私の研究について
の話は折があればということにして、重複する
部分もありますが『絵本考』についてここで少
し補足します。
私はドイツ語学習の経験を契機に、日本語の
絵本の言葉を研究する道に進みました。さらに
その研究過程において絵本研究書の翻訳という
課題を得たのです。課題の原書は、DAS 

BILDERBUCH ÄSTHETIK・THEORIE・
ANALYSE・DIDAKTIK・REZEPTION （『絵本　美
学・理論・分析・教授法・受容』、イゼンゼー
（Isennsee）出版、2000年初版、2003年第２版）
で、著者はオルデンブルク大学の教授兼児童文
学研究所の所長であった視覚メディアの研究者
イエンス・ティーレ（Jens Thiele）博士です。
翻訳には苦労しましたが多くの先達のお力を借
りて漸く出版することができました。

ところで、光栄なことに小黒先生が九州大学
独文研究室のホームページの「お知らせ」欄
（2017.5.21）に『絵本考』についてのコメント
をお書きくださいました。本書の全容が集約さ
れているこのコメントを引用させていただきま
す。
「・・・本書は、絵本の表紙やイラストに注目
しながら、芸術学的、文学的、心理学的観点か
ら絵本を考察する実に興味深い本です。特に第
４章は圧巻で、絵本を分析する際の五つのアプ
ローチが具体的に示されており、絵本の多様性
のみならず、絵本研究の多層性がよく分かりま
す。絵本のイラストレーションを集中的に論じ
た第２章や、教育学的視点から絵本を分析する
第５章も、とても参考になります。児童文学に
興味のある方、絵本を教育の現場で用いている
方、メールヒェンを研究したい方は、ぜひご一
読ください。・・・」
著者は、絵本の展望として、イラストレー
ションと文章が同等の力で相互作用し機能する
ことで媒体としての絵本の可能性は限りないも
のになるだろうと結んでいます。その可能性の
一端がうかがえる絵本として第４章で分析対象
になった５冊の本と日本の絵本界にも強い影響
を及ぼした２冊の本の情報を載せます。邦訳が
ない本はドイツ語版の情報です。末尾は原作の
言語です。
・『ラウラとふしぎなたまご』（Laura） ビネッテ・シュ
レーダー作　ささきたづこ訳　岩波書店、2000年、
ドイツ語

・� Die Menschenfresserin, Valérie Dayre / Wolf Erlbruch, 
Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1996 （『人食い女』）、
フランス語

・『おぢさん』 （Der Mann）レイモンド・ブリッグズ作　
林望訳　小学館出版、2004年、英語
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・『きみはおおきくてぼくはちいさい』（Du gross und 
Ich klein）グレゴワール・ソロタレフ作　武者小路
実昭訳　ソニーマガジンス出版、2004年、フランス
語

・『こうえんで…４つのおはなし』（Stimmen im Park）
アンソニー・ブラウン作　久山太市訳　評論社出
版、2001年、英語

・『あおくんときいろちゃん』（Das kleine Blau und das 

kleine Gelb）レオ・レオーニ作　藤田圭雄訳　至光
社、1967年、英語

・『かいじゅうたちのいるところ』（Wo die wilden Kerle 
wohnen）モーリス・センダック作 神宮輝夫訳　富
山房、1975年、英語

（むらかみ やすこ　会員、日本語教師）

→

原書 Das Bilderbuch

翻訳書『絵本考』

〒112-0005　東京都文京区水道 1-10-7
TEL 03(3816)7011 FAX 03(3816)7044
　

同 学 社 http://www.dogakusha.co.jp/
振替00150-7-166920 （価格税別）
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8年ぶりのビアパーティ

加藤 元也

7月特別例会 Juli

福岡の街が山笠で活気づき始める７月８日、
西日本日独協会の会員、その他の方が38名も集
結して、８年ぶりのビアパーティが開催されま
した。会場は中央区今泉にある創業30周年の老
舗「Kirin Beer Hall BAKU（麦）」。隠れ家的雰
囲気のある店の壁面いっぱいにドイツの街路図
が描かれ、大きな窓から真向いの警固神社の緑
が映えて、素晴らしい眺めでした。街路図は、
本協会会員である藤真理さんのご親戚のグラ
フィックデザイナーの方が描かれたそうで、よ
く見ると BAKU Straßeなど架空の地名もあっ
て遊び心が感じられるもの。お店の説明では
ビールの街ミュンヘンとソーセージで有名なフ
ランクフルトを合成した街だそうです。普段お
話しする機会の少ない老若男女、様々な分野・
経歴の皆さんが長机に隣り合わせてワイワイや
るのも、いつもの立食式とはまた違って楽しい
ものです。何といっても焼きたてソーセージな
どドイツの味と、爽快なビールという最高の
マッチングが、気分を開放させてくれます。お
かげで歌や演奏こそ出ませんでしたが、オク
トーバーフェストのテントの居心地の良い
（gemütlich）談論風発の気分を満喫できまし
た。
自己紹介タイムではウィーン倶楽部、ドイツ
語教室の生徒さん、音楽家の方、さらには韓国
から旅行中の方からも飛び入りのご挨拶があり
ました。宴たけなわとなった頃バイエルン民族
衣装ディルンドゥルをまとった高田副会長、荒
木さん、藤さんによるカンパが始まりました。
日独協会ならではの洒落た趣向の甲斐あって、
瞬く間に集まった募金は、今後ドイツ語圏の留
学生の支援に充てられるそうです。

さて、2017年はルターの宗教改革から500年
だそうですが、その前年1516年は、バイエルン
皇帝ヴィルヘルム４世が「ビール純粋令」を公
布した年です。またルターの妻カタリーナも修
道院ビールの醸造家だったことから、ルターは
無類のビール好きだったらしく、ビールにまつ
わる数々の名言を残しています。最後にそれを
ご紹介しましょう。お酒のみの免罪符？のよう
にも見えますが・・・・歴史上の大人物が、な
んだか急に身近な人に感じられませんか？

“Bier ist Menschenwerk, Wein aber ist von Gott.”
ビールは人間の創造物、ワインは神の創造物。

“Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken.”
 ビールがないなら、飲むものがない。

出典：Bierselig: Zitate und Redewendungen 

（http://www.bier-universum.de/por tal/
bierzitate.html）

（かとう もとや　会員、元麒麟麦酒）

キリンビアホール BAKU

13



平野啓一郎氏講演会「破滅と希望」

小黒 康正

7月例会 Juli

2011年３月11日の東日本大震災後、日本人が
見事な「冷静さ」と「秩序」を示したことは、
世界中で報道された。もっとも、自然災害の直
後に一致団結して助け合うのは、日本人だけで
はない。2009年にアメリカのレベッカ・ソル
ニットが世に問うた著作『災害ユートピア』（高
月園子訳、亜紀書房、2010年）によれば、1906
年のサンフランシスコ大地震のときも、2005年
のハリケーン・カトリーナのときも、人びとは
決してパニックに陥ることなく、見知らぬ者同
士が助け合いを行った。ソルニットは言う、「大
災害は、それ自体は不幸なものだが、時にはパ
ラダイスに戻るドアにもなりうる」と。但し、
19世紀初頭にドイツの劇作家ハインリヒ・
フォン・クライストが短編小説『チリの地震』
で描いているように、まるでユートピアが成立
するかのごとく理想的な助け合いが大惨事直後
から始まるが、しかしそうした連帯は長くは続
かない。なぜ私たちはそうした相互扶助を共同
体として維持できないのだろうか。

＊　＊　＊

2017年７月15日、九州大学文学部で、平野啓
一郎氏の講演会「破滅と希望」が行われた。平
野氏は、『日蝕』（1998年）、『葬送』（2002年）、
『決壊』（2008年）、『ドーン』（2009年）、『マチ
ネの終わりに』（2016年）などの小説や、『本の
読み方　スロー・リーディングの実践』（2006
年）、『私とは何か「個人」から「分人」へ』
（2012年）などの評論・随筆で著名な、現代日
本文学を代表する作家だ。23歳の時に受賞され
た第120回芥川賞（1999年）の他に数々の受賞

歴があり、2014年にはフランス芸術文化勲章を
受賞された。講演会の主催は、九大独文科研究
会「ドイツの文学・思想におけるトポスとして
の黙示録文化　〈終末〉の終末は可能か」であ
り、日本学術振興会から平成26－30年度科学研
究費補助金基盤研究（B）の助成を受けて行わ
れている、当方が研究代表者のプロジェクトで
ある。また、西日本日独協会の他に、日本独文
学会西日本支部の後援もあった。
このようにドイツと縁が深い三団体が講演会
を主催ならびに後援したのは、平野氏がトーマ
ス・マンに造詣が深いからだ。その証左とし
て、西日本新聞朝刊の2013年９月１日付け掲載
記事「排外主義デモ」や、同じく2015年３月29
日付け掲載記事「メルケルとマンの講演」が挙
げられよう。後者の記事はコピーにて講演会場
で配布された。また、平野氏が『マチネの終わ
りに』にて、「ヴェニスに死す症候群」という造
語を用いて、古典的な運命劇とは異なる「新し
い運命劇」の時代として現代を捉え直そうとし
たことも忘れてはならない。以上を知っていた
私は日本独文学会の編集責任者として同会機関

講演中の平野啓一郎氏
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誌『ドイツ文学』153号（2016年師走刊行の国
際誌）でトーマス・マン特集をドイツ語で組ん
だとき、余人をもって代え難しという思いで平
野氏に寄稿をお願いした。2015年６月25日、当
時、サバティカルでウィーン滞在中の私に快諾
のメールが平野氏から届いた日は、今でも忘れ
られない。
平野氏は十代の頃から三島由紀夫を読み、三
島が愛読したマンの作品を三島の作品以上に耽
読された。勿論、氏の関心はマンにとどまらず、
古今東西の文学に及ぶ。ドイツ文学に限って
も、『本の読み方』ではカフカの「橋」が扱わ
れ、『Re：依田氏からの依頼』（2013年）では三
島とエルンスト・ユンガーによる虚構の対談が
話題となり、『火色の琥珀』（2014年）では火の
精に対する水の精の関連でフケーの名が挙げら
れ、『マチネの終わりに』ではゲーテの『ヘルマ
ンとドロテーア』が引用され、ノーベル文学賞
受賞者としてヘルタ・ミュラーの名が登場し、
さらに平野氏自身によって訳出されたリルケ
『ドゥイノの悲歌』の一節が重要な役割を果た
す。平野氏に講演をお願いしたところ、三島由
紀夫、トーマス・マン、エルンスト・ユンガー
と関連づけながら、「災害ユートピア」について
講演をしていただくことになったのは、単なる
偶然ではなく、むしろ必然だったのかもしれな
い。

＊　＊　＊

定員70名の講演会には、約90名の方々が集
まった。そんな中で平野氏は「ドイツ文学と北
九州と私」をめぐり話し始める。愛知で生まれ
たが、幼少時から高校卒業までを過ごした北九
州では、岩波文庫を乱読し、三島文学を、更に
はマン文学を、特に『トニオ・クレーゲル』な
どの初期作品を愛読された。その時、マンから
何を学ばれたのか。京都大学に入学した際、平

野氏は「文学から遠い学部」として法学部を選
び、一冊の本も持たずに京都に向かった。入学
後は読書を止めようと思ったのである。内に真
の「危険」を抱える者がとかく外との絶妙なバ
ランスを模索することを、マンを通じて学ばれ
たのではないか。詰まる所、本を愛するが故に
本から距離をとられたのだ。しかし、京大法学
部で小野紀明教授から「美と政治」の問題を学
んだことを契機に、「読書」は乱読から政治思想
史を軸にした精読へと生まれ変わる。結果的に
ニーチェの言う「距離のパトス」が強く働いた
のかもしれない。
そんな平野氏が聴衆に問う。大災害後の「秩
序」は日本人に特有なのか、と。ジョン・ロッ
クの政治哲学が示すように、日常生活が一瞬に
して崩壊しても、人びとは自然法にもとづく最
低限の共同社会を維持する。それは、災害が大
きければ大きいほど、ユートピア的様相を呈す
るのかもしれない。そうした状況は何も日本に
限られたことではない。但し、平野氏によれば、
アメリカであれ、日本であれ、「公権力の介入が
災害を人災にしてしまう」。怖いのは、風評であ
り、自衛団の暴走であり、政府の介入もしくは
黙認であり、『災害ユートピア』の言葉を用いる
と、「エリートパニック」である。1923年９月
１日に起きた関東大震災の後、「善良なる市民」
と「不逞鮮人」を区別するため、多くの人びと
が路上で「ジュウゴエン」「ゴジュッセン」と言
わされ、僅かな発音の違いによって生死が決定
された。平野氏は、朝鮮人虐殺事件を扱った芥
川龍之介の「大震雑記」をもとに、我々の「秩
序」を改めて問うたのである。
「生死」をめぐり、講演はここで急展開し、
トーマス・マンと三島由紀夫の比較を通じて、
「終末」をめぐる違いへと考察が進む。「マン文
学にはフィクションの不思議な効果がある」と
平野氏は言う。例えば、『ヴェニスに死す』
（1912年）において主人公が死ぬことで、作者
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は生きのび、読者は救われる。「怖れと憐れみ」
によって悲劇を観る者の心に浄化が引き起こさ
れるとアリストテレスは『詩学』で説いたが、
そうした古代のカタルシス理論が現代のマン文
学に強く働く。もっとも『金閣寺』（1956年）の
「男性的」文体を「鷗外プラス、トオマス・マ
ン」として説明した三島の場合、事情はまった
く異なる。三島は「フィクションと現実の一致」
をあまりにも強く求めた。それは、幼少から病
弱ゆえに肉体コンプレックスを抱いていた者の
「認識と行動の一致」でもあり、晩年に政治思想
に傾倒した者の「言行一致」でもある。両者を
結ぶのは『金閣寺』であり、そこで描かれるニ
ヒリズムであった。
平野氏によれば、三島における「金閣寺」は
天皇のメタファーである。ここで言う「天皇」
とは、猥雑でありそれ故に豊穣である近代以前
の天皇でもなければ、教育を通じて権威化され
絶対化された近代の天皇でもない。それは三島
が独自に行き着いた「天皇」である。講演で挙
げられなかった三島の評論『文化防衛論』
（1969年）に依拠して言えば、日本の「国民精
神」が内在的に有する自己批判の原理であり、
超文化的かつ超歴史的な革新の原理でもある
「文化概念としての天皇」であろう。このような
「天皇」は、晩年の三島における政治思想の核心
であるばかりではなく、『金閣寺』の時期から醸
成された審美思想とも結びつく。平野氏は「美
と政治」の問題を通じて新たな「読書」に行き

着いていた。その結果、地上最高の美として夢
想された「金閣寺」と自己批判を含む保守革命
的な理想として構想された「天皇」との同一性
を、三島の文学的思想的核心として読み解くの
である。
現実と理想の不一致が三島を突き動かした。
現実の金閣寺と理想の「金閣寺」との間に耐え
難い乖離があったことを、『金閣寺』は示す。ま
た、歴史的現実としての天皇制と超歴史的理想
としての「天皇制」をめぐる非同一性を、『文化
防衛論』は扱う。その結果、『金閣寺』の主人公
である溝口が絶対的美とともに自分が滅びるこ
とを望んだように、晩年の三島は天皇との神秘
的合一を果たしながら自己を破滅させることに
ユートピアを見始めたのである。それは、市民
同士が生きるために力を結集する「災害ユート
ピア」とも、市民社会の伝統に基づくマン文学
の「カタルシス」とも異なる「言行一致」の思
想であった。70分にも及んだ平野氏の講演が
「ドイツ文学と北九州と私」から始まったこと
は、決して偶然ではない。平野氏は「距離のパ
トス」を伴う読書遍歴と「美と政治」をめぐる
学術経験とを通じて三島における「破滅と希
望」に行き着き、その思索を我々に新たに問い
かけたのである。

（おぐろ やすまさ　会員、九州大学大学院 
人文科学研究院教授）
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9月例会 Septemberゴシック復興　―	建築に託すロマン主義の夢	―	

武田 利勝

ゴシック復興とは？
ユーゲントシュティルのような前衛的な建築
様式が生まれる以前、19世紀ヨーロッパの建築
は歴史主義的な折衷様式に支えられていまし
た。中世や古代あるいはルネサンス期に栄えた
雑多な様式を巧みに組み合わせながら、一つ一
つの主要建築を設計していたわけです。なかで
も特に愛好されたのが、「ゴシック」と呼ばれ
る様式でした。ロンドンのタワー・ブリッジや
ウィーンの市庁舎、あるいはかのノイシュヴァ
ンシュタイン城に至るまで、今でも多くの観光
客を引寄せる有名な建築の多くは、まさにこの
時代、いわゆるネオ・ゴシック様式の流行のな
かで建てられたものです。その流行の背景に
は、18世紀以降のヨーロッパを席巻した「ゴ
シック復興」のムーブメントがあります。
本来の「ゴシック」といえば中世の様式です
が、この呼称が生まれたのはルネサンス期のこ
とです。フィレンツェを中心としたラテン文化
圏の人々は、「まるでゴート人のように悪趣味
で野蛮」であるとして、アルプス以北に多く残
るこの様式を「ゴシック（ゴート的）」の名のも
とに蔑みました。しかしこうしたゴシック蔑視
の風潮が主流を占める中、ラテン文化圏の外
側、当時のヨーロッパの地勢図からすればいわ
ば周縁地域から、ゴシック再評価の声が高まっ
てきます。そうした機運をうけて、18世紀半ば
のイギリスにおいて、ゴシック・リバイバルと
言われる運動が起こりました。なかでもとりわ
け名高いのがホラー小説の先駆者と言われる
ウォルポールが建てたゴシック風の邸宅で、彼
はこの「悪趣味」な空間にこもってかの傑作
『オトラントの城』を執筆しました。ゴシック

趣味はこうして全ヨーロッパに波及してゆき、
やがてドイツ語圏にも浸透します。特にエルベ
流域の各地域では、ゴシックモードを体現する
かのような別荘や邸宅の類が多く建てられるこ
とになりました。

ドイツでのゴシック復興
以上の流れがゴシックの「みかけ」を追求す
るただのモードだとしたら、ゴシック様式を哲
学的、歴史的に再考するもう一つの流れを、真
剣なゴシック復興、と呼んでいいかもしれませ
ん。その端緒というべきはゲーテによるゴシッ
ク建築論（1772年）で、彼は従来の偏見、蔑視、
先入観を排除しつつ、ストラスブール大聖堂の
なかに一つの偉大な調和を見出します。これは
革命的な指摘だったと言ってよいでしょう。不
格好、奇怪、無秩序 ― これこそ、ゴシックの教
会建築をめぐる通念だったにもかかわらず、そ
こに「調和」という古典的な価値を認めたわけ
ですから。この建築様式を覆う夥しい過剰な装
飾は、それまでの美的価値観によるなら悪趣味
にほかならなかったのですが、ゲーテはこれら
の装飾一つ一つの細部と、建築全体の構成との

カール・フリードリヒ・シンケル『水辺の中世都市』
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間に、言語を絶する巨大で有機的な関連を見出
し、それを「調和」と呼んだのです。この有機
的な構成は、無数の樹木のおりなす一つの森、
あるいは無数の葉のおりなす一本の樹木にも比
すべきであり、人間の卑小な価値判断によって
貶められるべきではない――ゲーテの提示した
こうしたゴシック観は、その後のドイツ語圏に
おいて、幾人かの思想家たちに引き継がれてい
きます。

ゴシック建築と植物
ゲーテにも見られる「植物的有機体としての
ゴシック建築」という着想は、18世紀後半、イ
ギリスを中心に広く受け入れられていました。
例えば J. ホールという人は、トネリコや柳の枝
を巧みに組み合わせてゴシック風の小屋をつく
り、この様式の起源がその素材も形状も植物そ
のものであったことを証明しようとしました。
このように、ゴシック建築は植物の模倣であ
る、という見解はなかば通説となっていまし

た。ただし通常この発想は、森の中で生活して
いた古代ゴート人の文化的記憶としてこの様式
を説明しようとするきわめて恣意的な偏見に支
えられたものであって、その限りでは、ゴシッ
クを野蛮と見なす発想とも容易に接続します。
また、ゴシック様式は自然の植物の単なる

「模倣」にすぎない、という新たな批判も登場し
てきました。例えば哲学者シェリングもそう述
べています。芸術は自由な創造であるべき、と
いう自律性美学を掲げるロマン主義の時代に
あってゴシック擁護の立場をとろうとするな
ら、まずはこの批判に対して応答しなくてはな
りません。この困難な課題に挑んだのは私の知
る限りただ一人、ドイツ・ロマン派きっての理
論家フリードリヒ・シュレーゲルです。

フリードリヒ・シュレーゲルのゴシック建築論
1804年、シュレーゲルは、中世ドイツ美術の
蒐集家ズルピッツ・ボアスレーとともにライン
流域を旅し、数多くのゴシックの廃墟や教会を
観察、のちにその記録を発表します（ボアス
レーといえば19世紀ドイツにおける一大事業、
ケルン大聖堂再建の立役者として重要ですが、
ドイツ文学研究ではゲーテの文通相手の一人と
いう立場に甘んじるばかりで、その若い頃、
シュレーゲルから絶大な知的影響を受けていた

ストラスブール大聖堂

「原始の木屋」としてのゴシック建築
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ことは、残念ながらあまり知られていません）。
この旅行記（『旅書簡』1806年）はかつてない
規模の壮大なゴシック建築論となりましたが、
その意義と独自性はまったく見過ごされてきま
した。これまで私が述べてきた文脈に即して、
ここでシュレーゲルが提示して見せた重要な観
点を二つ、ご紹介したいと思います。
シュレーゲルの斬新さは、第一に、ゴシック
建築の普遍的な共通原理を見出したことに認め
られます。一つの建築物に専心したゲーテとは
異なり、彼は多数の教会建築を比較するなかで、
それらの共通原理を探り出そうとしました。そ
の結果、建築を構成する無数の要素のそれぞれ
が全体と結びついていること、端的に、個と全
体が有機的に連関していることを指摘し、それ
をゴシック建築の根本特徴と見なしました。
第二に、彼はゴシック様式だけでなく、それ
に先行するロマネスク様式（シュレーゲルはこ
れを古代キリスト教的様式と呼びますが）をも
考察することによって、建築様式を歴史的生成
のうちに捉える新たな観点を導入しました。ロ
マネスクの根本特徴もまた、シュレーゲルによ
れば「個と全体との関連」です。ただしそれは
ゴシックにおける植物的有機性とは異なる幾何
学的な構成として現れ、いわば天界をめぐる星
辰のような調和を創りだすのですが、やがてそ
の幾何学的構成はあたかも自ずからのように、
植物のような有機性を帯びつつ、高みを目指し
て生長しはじめる、と言うのです。これを理解
するには、植物のメタモルフォーゼについての
ゲーテの理論が役立つでしょう。「個と全体の
関連」はいわば「原型」であって、この原型が
さまざまに姿を変えつつ展開してゆくのです。
その生成の歴史はまさしく「建築のメタモル
フォーゼ」とも言うべきもので、建築そのもの
が植物のように生長するものである以上、「ゴ
シックは植物の模倣にすぎない」という批判は
もはやあたりません。

こうしたシュレーゲルのゴシック論はしか
し、その出版当初から、もっぱら愛国主義的な
文脈でのみ評価されてきました（あるいはそれ
ゆえに忌避されてもきました）。ナポレオン率
いるフランス軍に屈した当時のドイツの国民感
情からすれば、我が国固有の文化を賞揚するテ
クスト、として読むのは当然かもしれません。
そしてナポレオン戦争終了後、近代国家ドイツ
の政治的・経済的勃興に歩を合わせるように、
ケルン大聖堂の再建はプロイセンの主導によっ
て着々と進められてゆくことになります。しか
し私が知る限り、シュレーゲルがその運動に積
極的に関与した形跡は認められません。むし
ろ、「個と全体」の有機的な関連こそがゴシック
の根本特徴である、というその独自の主張から
すれば、次の彼の言葉のほうが、いまゴシック
建築の何たるかを論じるに際して、一層の説得
力を帯びているように思えます――「大いに問
題なのは次のことである。ヨーロッパ人は（す
べてが溶け合って）一つの民族になるべきか、
あるいはそれぞれの民族は単にそれ自体である
べきか。――おそらく両者でなくてはならない。
中世においてそうであったように」（『哲学的修
業時代』補遺 VIII, Nr. 103）。

（たけだ としかつ　会員、九州大学大学院 
人文科学研究院准教授）

未完成のケルン大聖堂
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11月例会 November私のウィーン滞在記　―	めまい、難民、メールヒェン	―	

小黒 康正

私は、2015年４月から１年間、ウィーン大学
訪問研究員としてオーストリアの首都に家族と
ともに滞在いたしました。その年は多くの難民
がウィーンに押し寄せた年です。また、私個人
にとりましては、1764年刊行のヴィーラント
『王子ビリビンカー物語』』（同学社、2016年）を
訳し終えた年でもあります。今から思えば夢の
ような毎日でしたが、何度も歴史的現実を目の
当たりにしたからでしょうか、私のウィーン滞
在は夢を見てそして夢からさめる毎日でした。
私たちが住んだのはウィーン二区です。滞在
当初は、数週間めまいに苦しみました。渡航前
の疲れがたまっていたからかもしれません。
もっとも、５月になりますと次第に回復しまし
たので、気分転換とめまい予防をかねて、近所
のアウガルテンを走ったり、年間チケットを
買った「海の家」に週末に子供たちと一緒によ
く出かけました。アウガルテンは王家の城館と
ウィーン少年合唱団の本拠地がある美しい庭
園、「海の家」はウィーンの子供たちに大人気の
水族館です。いずれも夢のような施設ですが、
しかし、アウガルテンを走っていても、「海の
家」に行っても、夢見心地に浸ることはできま
せんでした。アウガルテンでは美しい庭園に不
釣り合いな巨大建築がありますし、そして「海
の家」そのものが類似の巨大建築だからです。
いずれも夢に見そうな不気味さを有します。実
は、いずれもナチスドイツ時代の建物であり、
「帝国の真珠」と称されたウィーンを防衛する
ための高射砲台だったのです。
また、当時小一の息子が住居前の道路に埋め
込まれている金色のプレートに気づいたときの
ことも忘れられません。ウィーン二区はとりわ

けユダヤ人、それも同化を拒むユダヤ人が数多
く住み続ける地区、プレートを読むと、我が家
の建物でも1942年まで33人のユダヤ人が狭い
部屋で隠れ住み、発見され強制収容所に連行さ
れました。中には２人の子供もいたようです。
私の仕事部屋にも、アンネ・フランクのような
少女が息をひそめていたのかもしれません。
そうこうする内に、夏から秋にかけて、オー
ストリアの鉄道ダイヤが頻繁に乱れるようにな
りました。ウィーン西駅に日々多数の難民が到
着したからです。すると、ウィーン・フィルが
チャリティーコンサートを始めるなど、さまざ
まな支援活動がすぐに始まり、特に西駅はある
種の高揚感に包まれていました。警官や報道関
係者の他に、実際、多数のボランティアが駆け
つけ、難民の子供たちのために駅構内に遊び場
を設け、おもちゃとお菓子の袋づめを用意して
いたのです。袋には「ウィーンの子供たちから
のプレゼント」という紙が貼られており、ホー
ムの壁に張り出された大きな紙には温かいもて
なしに対するお礼が英語で書かれていました。
ところで、誰も目にとめていませんでした
が、駅構内には別の「お礼」が今なおあります。

アウガルテンのナチスドイツ時代の建物
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トランクの上にひとりの子供が座っているブロ
ンズ像です。その下にはイギリス在住の支援者
に対する深謝が記されています。1938年から
1939年の間、ナチスの迫害にあった１万人の子
供たちが、多くの方々の尽力によって、まさに
このウィーン西駅からイギリスへと旅立つこと
ができたのです。戦火を逃れ、海を渡り、国境
を越えた人々と彼らを温かく迎えた無名の人々
を目の当たりにした後に、異国へと旅立つ子供
の不安と希望が巧みに表現されたブロンズ像と
子供たちを救った人々への感謝が記されたプ
レートを見つけたからでしょうか、私は何だか
精神的なめまいを感じ、時間そのものを失った
気になりました。

そのとき、私は大きな物語の中で語られる小
さな物語の数々を思い出したのです。真っ先に
思い出したのは、ゲーテの『ドイツ避難民閑談
集』であり、そこに所収されている「メール
ヒェン」でした。ちなみに、刊行された1795年
は、カントの『永久平和のために』が上梓され
た年でもあり、フランス革命後の混乱が各地で
続く時期でもありました。つまり、ヨーロッパ
全体が難民に溢れた時期だったのです。また、
執筆に22年を要したゲーテ『ヴィルヘルム・マ
イスターの遍歴時代』（1829年）所収の「新メ
ルジーネ」も、第一部が1800年に執筆され、第
二部が完成されなかったノヴァーリス『青い

花』所収の「クリングゾールのメールヒェン」
も、いずれも当時創作されたメールヒェンであ
りました。そして、私がウィーンで訳し終えた
『王子ビリビンカー物語』（1764年）は、ドイツ
で最初の小説とされているヴィーラント『ド
ン・シルヴィオの冒険』に所収された世界で最
初の創作メールヒェンだったのです。つまり、
いずれも大きな物語の中で語られる小さな物語
でありました。メールヒェンの「ヒェン」とい
う縮小語尾には、それなりの大きな意味がある
のではないでしょうか。
ヨーロッパ文学には、不特定多数の無名の民
衆によって語り継がれてきた「民衆メールヒェ
ン」（例えばグリム童話）と特定の名のある個人
によって書かれた「創作メールヒェン」例えば
アンデルセン童話）、つまり古いメールヒェン
と新しいメールヒェンがあります。考えてみれ
ば、ボッカチオ『デカメロン』もチョーサー『カ
ンタベリー物語』もバジーレ『ペンタメローネ』
も、さらにイスラム圏の『千夜一夜物語』も、
いわば世界文学の古典の多くが枠物語という形
式を有していました。そもそもホメロス『オ
デュッセイア』も枠物語形式の文学です。近代
に誕生した創作メールヒェンは、一方でヨー
ロッパの古典的な文学形式を踏襲し、他方で戦
乱や難民の時代にいやしをもたらす物語であり
ました。つまり、創作メールヒェンは大きな物
語の中の小さな物語であり、人々にいやしをも
たらす大きな物語なのです。難民に溢れる現代
には、現代の新しいメールヒェンが必要ではな
いでしょうか。戦火を逃れてきた人々の辛酸と
彼らに救いの手を差しのべる無名の人々の思い
は、語り継いで行かなければなりません。そう
思うやいなや、白日夢からさめ、ブロンズ像の
前に立っている自分に気がつきました。

（おぐろ やすまさ　会員、九州大学大学院 
人文科学研究院教授）

異国へ旅立つ
ユダヤ人の子ども
のブロンズ像
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クリスマス会
―	子どもたち、ドイツ人留学生と祝う	
　	楽しいドイツ風クリスマス	―

12月例会 Dezember

　12月21日、恒例のクリスマス会が「KKR 博
多」で開催されました。会場の収容人数の都合
上、今年は定員を100名にしたため、参加者は
全部で96名でした。ドイツ語圏からの留学生13
名、子ども７名と、例年になく留学生の参加者
が多く、国際色豊かなパーテイになりました。
トーンチャイム合奏で幕が開き、岡嶋会長の
挨拶と小川名誉会長（ドイツ連邦共和国在福岡
名誉領事）の来賓挨拶（代読）のあと和やかな
宴となり、堺先生とゴツィック先生の名コンビ
の司会進行で、会は盛り上がっていきました。
いよいよ聖ニコラウスとループレヒトの登場。
子どもたちと留学生の一人ひとりに言葉をかけ
ながらプレゼントを渡していきます。会場がほ
どよい大きさであったせいか、舞台上の絶妙な
かけあいがよく聞き取れ、会場が笑いの渦に包
まれることもしばしば、以下に掲げる留学生の
感想からもうかがわれるように、アットホーム

な素晴らしいクリスマス会でした。
今年あらたに企画された、ミニバザー（売り
上げ15,071円）と留学生基金募金（募金額
18,255円）では、多くの方々にご賛同いただい
たことも併せてご報告いたします。

（編集委員　垣本 知子）

Japanisch-Deutsches	Weihnachten
Jonathan Laux

Wie jedes Jahr veranstaltete die Japanisch-Deutsche Gesellschaft Westjapan auch in diesem Jahr wieder 

eine große Weihnachstfeier in Fukuoka, zu der sich die Mitglieder der Gesellschaft zusammen mit 

Freunden und einigen deutschen Auslandsstudenten, die sich zur Zeit in Fukuoka aufhielten, 

versammelten. Durch Glühwein, Stollen, gemeinsames Singen und Beschehrung herrschte eine 

gemütliche weihnachtliche Stimmung, in der viele gute Gespräche aufkamen und sich neue 

Bekanntschaften und Freundschaften bilden konnten. Für mich war diese Feier das weihnachtlichste 

Event, das ich dieses Jahr fern von meiner Heimat in Deutschland erleben konnte. Durch den Geruch des 

Glühweins fühlte ich mich, als wäre ich wieder auf einem Weihnachtsmarkt, und die Weihnachtslieder 

erinnerten mich daran, wie wir als Familie jedes Jahr zu Heilig Abend nach dem gemeinsamen Essen 

einige Lieder anstimmten, bevor man sich als Kind dann auf die Geschenke stürzen durfte. Auch wenn 

子どもたちの演奏と留学生たち
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Weihnachtsgefühle	in	Fukuoka
Nadja Krotow

Es ist bereits zu einer schönen Tradition geworden, das Jahr mit einer besinnlichen Weihnachtsfeier im 

Kreise der Mitglieder, Familie und Freunde der Westjapanisch-Deutschen Gesellschaft enden zu lassen. 

So auch vergangenen Dezember, als Japaner wie Deutsche in Fukuoka zusammenkamen, um bei 

traditionellem Festschmaus, melodischer Konzert-Musik und lebendiger Atmosphäre ganz nach 

deutschem Brauch Weihnachten zu feiern. Gerade für die Deutschen in Fukuoka, vor allem für uns 

Austauschstudenten, war Weihnachten damit wirklich angekommen. Langsam hatte sich das Gefühl 

dieses Singen früher vor allem von Ungeduld geprägt war, ist es im Nachhinein doch eine schöne 

Erinnerung, die im Zuge der Weihnachtsfeier wieder aufgelebt ist.

福岡で出会ったドイツのクリスマス
ヨーナタン・ラウクス

例年どおり今年もまた福岡で西日本日独協会
のクリスマス会が盛大に催され、協会員が家族
や友人たち、そして折しも福岡に滞在中のドイ
ツ人留学生たちと一堂に会して、クリスマスを
祝いました。グリューワインを味わい、シュト
レンを頬張り、一緒に歌をうたい、クリスマス
プレゼントを贈られ、和やかで心地よい、ゲ
ミュートリッヒなクリスマスの気分に浸る中
で、いろいろな方と会話も弾み、新たな知り合
いもでき、友だちもできました。今年はクリス
マスの時期をドイツの故郷を遠く離れて過ごす
ことになりましたが、そのぼくにとって今回の
クリスマス会は、今年経験できた中で最もクリ
スマスらしいクリスマスイヴェントになりまし
た。グリューワインの香りを嗅ぐとまるで故郷
のクリスマスマーケットにいるかのような錯覚
を覚え、クリスマスの歌は、毎年家族と祝った
クリスマスイブのことを懐かしく思い出させて
くれました――家族みんなで食事をとったあと

クリスマスの歌を何曲かうたい、それが終わる
とはじめて子どもたちはプレゼント目がけて駆
け寄ることが許されるのです。ですから子ども
の頃は早く歌が終わらないかと痺れを切らした
ものですが、その後大きくなってからはそれが
忘れがたい思い出に変じ、クリスマスパーティ
でクリスマスソングに出会うと、そのときのこ
とが懐かしく蘇ってくるのです。

（九州大学留学生／ハノーファー大学学生）

［和訳］

留学生にインタビューする聖ニコラウス
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angeschlichen, mit der prächtigen Illumination außerhalb den ganzen Dezember hindurch, dann war das 

Fest mit dem Duft nach Glühwein und Christstollen der authentische Höhepunkt. Jedes Detail im Saal hat 

mich an Weihnachten in meinem Familienkreis in Deutschland erinnert, vom vermissten Schwarzbrot, 

zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern bis hin zum regen Kontakt untereinander. Besonders 

die Kleinen, aber auch wir deutschen Studenten haben uns gerührt gefühlt mit der Geste der 

Geschenkvergabe – von Sankt Nikolaus und Knecht Ruprecht persönlich! So fernab der Heimat und der 

Familie wurde einem, passend zu dieser besinnlichen Zeit, ganz warm ums Herz, als neue 

Bekanntschaften und Freundschaften zwischen Deutschen und Japanern geschlossen wurden, die weit 

über das Fest hinaus bestehen würden!

福岡でクリスマスの気分を味わう
ナディヤ・クロートフ

クリスマスは深く物思うしめやかな祝祭の一
時ですが、このしめやかな時を共に祝うことで
一年を締め括る――これはすでに西日本日独協
会の会員とその家族や友人のあいだでは一つの
良き伝統になっています。昨年の12月もこの例
にもれず、福岡で、日本人とドイツ人が共に集
い、クリスマスの食べ物や飲み物をたのしみ、
美しい楽の音に耳を傾け、楽しく明るい雰囲気
の中で、何から何までドイツ風のクリスマスの
夕べを祝いました。福岡在住のドイツ人、とり
わけ私たち留学生にとっては、本当のクリスマ
スがやってきた瞬間でした。12月になると福岡
の町はきらびやかなイルミネーションで飾ら
れ、クリスマスの気分が徐々に芽生えだんだん
と高まってゆきますが、日独協会のクリスマス
会、グリューワインとクリスマス・シュトレン
の香りに包まれたこの祝祭は、まさしくそのク
ライマックスでした。懐かしい黒パン、クリス
マスの歌の合唱、楽しい会話と交流、それらの
一つひとつが何もかも、ドイツで家族と祝った
クリスマスを思い出させました。なかでも子ど
もたちが、そしてまた私たちドイツ人留学生ま

でもが、聖ニコラウスと従者ループレヒトか
ら、しかもひとりひとりプレゼントを贈られた
ときには、私たちは感動のあまり胸がいっぱい
になりました。ドイツ人と日本人とのあいだに
新たな交友と友情の絆が結ばれるという経験に
は、故郷と家族から遠く離れた身には、このし
めやかな祝祭の時にふさわしく、本当に心温ま
るものがありました。願わくはこの交友と友情
が祝祭の時を越えていつまでも続きますよう
に！

（九州大学留学生／ルーヴェン・カトリック大学学生）

［和訳］

会員によるグリューワインのサービス
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2月例会 Februarマイスターの修業時代

志田尾 友晴

ドイツ料理店「シュタットマインツ」を営ん
でいる志田尾です。仕事をしていて「ドイツ料
理ってどんな料理ですか？」と聞かれることが
よくあります。けっこう悩むのですが、自分は
素朴で美味しいシンプルな料理だと言います。
中には複雑な料理もありますが、代表的なシュ
バイネハクセやシュバイネブラーテンはビール
をかけて長時間蒸し煮にするだけですが、とて
も美味しい料理だと思います。
あとはやっぱりソーセージですかね。ドイツ
ではソーセージのことをヴルストと言います。
ブラートヴルスト、ミュンヘナーヴァイスヴル
スト、ウインナーなど、都市ごとの文化の違い
によって様々なヴルストがあるのですが、中身
の肉の種類や、状態の違い、配合、詰める腸の
太さなどで呼び名が異なり、けっこう厳格に決
められています。
たとえばニュールンベルガーヴルストは、豚
肉と塩とマジョラムという香草だけで作り、粗
挽きで羊腸に詰めてから７～９cmで作ります。
中世のフランケン地方で外出禁止時間であって
も、鍵穴からお腹を空かせたお客たちに売る事
が出来るように細く短くしたというのが始まり
だと伝えられています。このようにドイツでは
都市ごとに、ご当地グルメのように様々なヴル
ストがあるので色々食べ比べしてみるのも楽し
いと思います。
自分はミュンヘンに３年半住んでいたのです
が、もともとドイツで修行しようと思ったの
は、一年を通してドイツの季節や風土を感じて
みたかったからです。やはり日本だけで生活し
てドイツ料理を作っていると、深く考えないで
終わってしまいます。私にはなぜイースターに

は仔羊を食べるのか、春になったら白アスパラ
を食べるのかなど、季節によって違うことを感
じたく渡独しました。そしてそれは生活して初
めて感じることができました。
町にでかけると、どの町にもマルクト（市場）
があります。そこには季節の野菜や肉、ハム、
チーズ、ワインなど色々な出店があります。そ
こが春先には苺一色になり、白アスパラに変わ
り、秋になるとキノコに変わっていきます。白
アスパラの時期には、これでもかというくらい
に白アスパラだけになり、レストランでもアス
パラ祭りになります。もう食べない訳にはいき
ません。そして食べると美味しいのです。ドイ
ツ好きの方々が「白アスパラ、白アスパラ」と
春になると騒いでいる理由が分かった気がしま
した。今ちょうど自分の店でも白アスパラが入
荷し始めました。＊　日本では、フランス、イタ
リア、オランダから輸入されています。この時
期が来てようやく春が来たなと感じます。
夏の記憶はあまりありません。そもそもミュ
ンヘンではその当時、１～２週間しか暑くなら
なかったので、クーラー、扇風機もないですし、

ヴュルツブルクのレストランで修業する著者
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長い冬が終わって春が来て、一瞬夏、そして秋、
オクトーバーフェストというイメージでした。
秋はやはりキノコです。シュタインピルツや
ペファリンゲ、トリュフなど、日本ではポル
チーニの方がよく知られているキノコで、分か
りやすいと思います。狩猟の時期が来て、鹿や
猪、野鳥のジビエ料理。新酒の時期には日本で
はボジョレ解禁とかありますが、ドイツでは
フェーダーヴァイセとツヴィーベルクーヘン
（たまねぎのキッシュ）。フェーダーヴァイセ
は、発酵中のブドウジュースで、微炭酸で徐々
にワインになっていく過程を楽しみました。
冬はヴァイナハテン（クリスマス）というこ
とで、全てのお店は閉まるので、スーパーで
シャポンを買っていました。シャポンは去勢鶏
のことで、ヨーロッパではクリスマスに食べる
ご馳走です。このように一年を通して料理と季
節を感じることができました。
カルトッフェル（ジャガイモ）については、ド
イツ料理には色々ありますが、やっぱりジャガ
イモは欠かせません。日本で言う米です。何か
料理を注文すると、ほぼもれなく付いてきます。
それも大量に、そして様々な姿に変身しながら。

ブラートカルトッフェル、ザルツカルトッフェ
ル（茹でて塩をかけるだけ）、ムース（マッシュ
ポテト）、ポメス（フライドポテト）、クヌーデ
ルと、自分が手伝ったドイツ料理店でも朝から
芋を茹でることから仕事を始めていました。
その中でもドイツに行ったら驚くのはカル
トッフェルクヌーデルです。手のひらぐらいの
大きさの丸いものです。意外と好きな方が多い
と思うのですが、皆さんは作ることができるで
しょうか？とても簡単です。まず芋を洗って半
分の量を茹でます。茹で終わったら潰します。
残りの芋を皮をむいておろします。おろした芋
をしぼり、潰した芋と合わせます。あとは片栗
粉を入れて丸くし、お湯で茹でたら出来上がり
です。
皆さんにも、もっと身近にドイツ料理を感じ
て楽しんでもらえたらと思います。

（しだお ともはる　会員）

＊�例会は２月に行われましたが、原稿はアスパラガス
の出始める４月上旬にご提出いただきました。

� また、例会後の懇親会はシュタットマインツで行わ
れ、オーナーシェフの志田尾さんの手になるドイツ
料理を堪能しました。（編集委員会）
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トーマス・マン書簡の公開記念式典

小黒 康正

トピックス

2017年６月、トーマス・マンの書簡５通と元
九州大学教授である高橋義孝氏の研究ノートが
九州大学に寄贈された。寄贈者は中山宗春・周

ちか

ご夫妻（周さんは高橋義孝氏の次女）である。
書簡５通の内、１通はコピー、３通はタイプ、
１通は直筆で、いずれも貴重な研究資料と言え
よう。そこで、関係者が協議した結果、記念式
典を行なった上で今回の寄贈品を九州大学附属
図書館の貴重図書として受け入れることになっ
たのである。
「トーマス・マン書簡の公開記念式典」は、水
戸から中山ご夫妻、ドイツからトーマス・マン
協会のハンス・ヴィスキルヒェン会長を招き、
九州大学大学院人文科学研究院の主催で、2018
年３月10日（土）の16時より九州大学文学部会
議室で行われた。本式典の後援団体として九州
大学附属図書館と日本独文学会西日本支部とと
もに本協会も名を連ねたこともあって、参加者
約50名の内、本協会会員も多数参加したことを
まずはお伝えしておきたい。
式典では、始めに久保智之研究院長の挨拶が
あり、続けて当方による寄贈品の紹介があった
後、中山ご夫妻への感謝状贈呈が附属図書館長
の宮本一夫教授によって行われ、最後にヴィス
キルヒェン会長が記念講演を行なった。同会長
はマン研究の第一人者であり、同時に、リュー
ベック市にある「ブッデンブローク・ハウス」、
「ギュンター・グラス・ハウス」、「自然環境博
物館」などの11の文化施設の館長として、獅子
奮迅の活躍をされている方である。
講演では、「トーマス・マンと日本」という題
目のもとで、あまり知られていないマンと日本
の関わりに話が及ぶ。マンの夫人であるカー

チャは双子として生まれており、その兄である
クラウス・プリングスハイムは1931年に来日
し、1972年に東京で亡くなるまで、日本の音楽
教育に多大な貢献をした人物であった。また、
マンが1952年に亡命先のアメリカからスイスに
移り住む際に最後の写真を依頼した相手が、著
名な日本人写真家の宮武東洋だったのである。
ヴィスキルヒェン氏は、マンと日本の私的関
係の他に、広島と長崎における原爆投下や日本
の敗戦などを含め戦後日本の動向に、マンがド
イツを常に意識しながら強い関心を抱いていた
ことを指摘され、非常に高い水準にある日本の
マン研究を最後に賞賛し、日本とドイツのマン
研究が一層協力し合うことを祈念しながら講演
を終えられた。
なお、今回の寄贈書簡や記念式典のことは、
３月２日のお昼と夕刻ならびに３月11日早朝
の NHK ニュース福岡版にて報道され世間の耳
目を集めたことも、併せて報告しておきたい。

（おぐろ やすまさ　会員、九州大学大学院 
人文科学研究院教授）

感謝状を受け取る中山ご夫妻
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進め！	西日本日独協会・青年部！！

緒方 愛実

青年部通信

2017年は、青年部にとって挑戦と躍動の一年
でした。青年部が新体制に変わったことを機会
に新しいことに挑戦しました。今まで講演会や
日独ボードゲーム会などのインドアなイベント
が主流でしたが、「大人の遠足 in AMAGI!!」や
「『神聖ローマ帝国皇帝ルドルフ２世の驚異の世
界』を楽しもう！」などのアウトドア企画を開
催しました。
「大人の遠足 in AMAGI!!」は、九州北部豪雨
復興観光支援も兼ねた平和記念・レトロをテー
マにした日帰り旅です。西鉄電車の観光切符
「あまぎぐるりんフリーきっぷ」を使用し、甘木
周辺の「大刀洗町平和記念館」などのレトロな
場所を巡りました。のんびりと単線を乗り継ぎ
ながら観光と歴史勉強を青年部メンバーのみな
さんと楽しみました。私自身福岡に住みなが
ら、知らないことも多く、福岡の魅力を再発見
できる貴重な機会となりました。また、甘木地
域は幸いにも災害を免れた地域が多くあったそ
うですが、風評被害に遭い、観光予約のキャン
セルが相次いだとのことです。甘木のみなさん
は私たちが訪れたことを大変よろこんでくださ
いました。
「ルドルフ２世の驚異の世界」では、福岡市博
物館で特別展示と記念ミニクラシックコンサー
トを鑑賞し、その後、ドイツレストラン「バイ
エルン福岡」で懇親会を行いました。どちらも
少人数のこじんまりとした会となりましたが、
その分メンバーのみなさんとドイツ談議を含め
て深い交流ができたように思います。
青年部の全国的な展開として、日本国内の各

協会の青年部を繋ぐ日独ユースネットワーク
(JG-Youth、以下ユース )が本格的に発足・活動
を開始いたしました。2017年１月に記念すべき
第一回目のイベント「中二病で学ぶドイツ語 in 

福岡」を福岡で開催したことを皮切りに、９月
に大阪で青年部会議・イベントを開催いたしま
した。僭越ながらユースメンバーとして私も懇
親会で自作のドイツに関するマニアッククイズ
を披露させていただきました。会議をはじめ２
日間に亘るイベントは大いに盛り上がり、各県
の青年部のみなさんと親交を深めることができ
大成功を収めました。実際にユースや青年部メ
ンバーのみなさんとお話でき、日本全国にこん
なに同志がいるのだと改めて実感し、うれしく
思う反面、身が引き締まる思いでした。活動へ
の勇気、発想力、行動力を学ばせていただきま
した。福岡でも今後のイベントや活動に活かし
ていきたいと考えております。 

2018年は、インドアとアウトドアを兼ね備え
たイベントを開催し、青年部メンバーのみなさ

大阪にて　日独ユースネットワークの皆さん
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んとより親交を深め、繋がることができるよう
に努めていきたいと考えております。さらなる
躍進を目指し、青年部役員一丸となって活動に
励んで参りますので、青年部のみなさん、西日

本日独協会メンバーのみなさん、今後とも青年
部をよろしくお願いいたします！

（おがた まなみ　会員、青年部部長）

◎診療時間　月・火・水・金／9：00～12：30　14：00～18：00
　　　　　　木・土／9：00～12：30
◎休診日　　日・祝日

〒811-2405 糟屋郡篠栗町大字篠栗4868－7
TEL 092-947‐0358　FAX 092-947-1058
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◆新入会員自己紹介 

有吉	千佳
初めまして、有吉千佳と申します。私は、久
留米市出身で今は宮崎に住んでいます。昨年ハ
イデルベルクにて７か月間の語学留学を経験し
ました。語学学校では日本文化を伝えるセミ
ナーに参加したり、学外では剣道をしたりと、
ドイツでの日本文化も体験しました。帰国後も
ドイツと日本の関係に何か貢献できないかと思
い、入会させていただきました。皆様とお会い
できる日を楽しみにしています。

（ありよし ちか　宮崎公立大学３年）

板部	忠佑
勤務先においてドイツから重防食という分野
の塗料（ドイツメーカー：Ceramic Polymer 

GmbH）を輸入し、日本国内向けへ主にプラン
ト工場への販売を行なっております。以前か
ら、ドイツの言語や文化に興味をもっており、
この度、身近に接する機会が出来ると考え、西
日本日独協会様へ入会させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。

（いたべ  ただすけ）

大澤	遼可
九州大学独文学研究室の博士後期課程に所属
しております大澤遼可と申します。2016年の夏
から一年間、ミュンヘン大学のドイツ語学科に
留学していました。専門はロマン派の詩人ノ
ヴァーリスの科学的思想、哲学的思想、そして
それらと彼の詩学との関わりを関心の中心に、
目下博士論文の執筆に取り組んでおります。微
力ではありますが、ますます活発な日独間の文
化交流に貢献できればと思います。どうぞよろ
しくお願いいたします。

（おおさわ はるか）

小黒	百合
初めまして、新入会員の小黒百合と申しま
す。縁があって、2015年ウィーンに一年間滞在
しました。子ども達が日本人学校に行っている
間、私も Volkshochschuleに通い様々な方と知
りあうことが出来ました。
ホイリゲ、朝市、クリスマス市、オペラ、全
てがかけがえのない経験です。お金では買えな
い自然のぬくもりを感じた気がしました。私た
ち家族に素敵な思い出を与えてくれたドイツ語
圏への恩返しが出来たらと思い入会しました。
宜しくお願い致します。

（おぐろ ゆり）

落合	桃子
福岡大学人文学部文化学科講師として西洋美
術史を教えています。2008年から2011年まで
DAAD奨学生としてブレーメンに留学していま
した。ドイツ語を忘れないよう、シュトロート
ホフ先生から個人レッスンも受けています。神
奈川県の出身で、福岡での生活も６年目になり
ました。ドイツのことや福岡のことなど、いろ
いろと教えていただけましたら幸いです。よろ
しくお願いいたします。

（おちあい ももこ）

会 員 だ よ り
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Ernst=Georg	Caspary
私は自分では選べなかった場所と時に誕生し
ました。学校では科学が一番良く語学が一番悪
い成績でした。徴兵され、イスラエルの障害者
施設で働きましたが、ヘブライ語とアラブ語は
話せませんでした。外国語といえば他国の言語
です。多くの人達の考え方を学ぶために外国語
は魅力的です。プラハの物理研究所で勤めてい
た時はチェコ語で友達が出来ました。結婚し福
岡に住んでいるので日本語を学んでいます。分
からない未来が好きです。

（カスパリ　エルネスト－ゲオルグ）

古賀	友子
主人の Ulm大学留学に伴い生後10カ月の長
男とUlmの近くの Sendenという町で1987年か
ら約２年間暮らしました。毎日の Spazieren （散
歩）でドイツの素晴らしい自然と友達に出会
い、週末には色々な街に出かけドイツが大好き
になりました。滞在中はアレクサンダー・フォ
ン・フンボルト財団にとても助けられました。
帰国後25年間はWeihnachtskarte （クリスマ
スカード）だけは欠かさず交換していました
が、５年前ドイツ人留学生と福岡で知り合った
のがきっかけで、ドイツ語の勉強を再開。Ulm

の友人を25年ぶりに訪ねたり、福岡に来るドイ
ツ語圏の方々との交流を楽しんでいます。

（こが  ゆうこ）

白土	浩司
はじめまして。協会理事の松野さんと前職が
同じで、ご紹介いただき入会しました。ドイツ
には行ったことがないのですが、大学時代の第
二外国語がドイツ語でした。その時の教官だっ
たのが高田淑先生です。４半世紀を超えて再会
でき、人生の不思議さを感じています。現在は
八女郡広川町で蛍光体の製造を行っています。
お酒が好きなので懇親会を楽しみにしていま

す。今後ともよろしくお願いします。
（しらつち こうじ）

田中	隆幸
下関市の出身で、日本大学文理学部ドイツ文
学科に学び（昭和46年卒業）、団体職員を務め、
仕事の関係で1984年から1995年までフランク
フルトに滞在しました。在職中、平成13年から
福岡大学大学院人文学研究科独語学独文学専攻
博士課程後期に学び、平成16年に満期退学して
現在に至っています。趣味は音楽鑑賞（主にク
ラッシック）です。平成28年11月に退職しまし
た。
地球は多文化・多民族・多言語などが示すよ
うにとても多様性に富んでいます。その多様性
を楽しみたいものです。

（たなか たかゆき）

土井	和重・章斗
DAADの奨学生、フランクフルト大学の助手
として５年に亘り、ドイツで様々な経験をさせ
てもらいました。現在でもエアランゲンの指導
教授の下を定期的に訪ねています。最近、妻が
ドイツ語の教室を利用させていただくようにな
りました。私もこれまでに受けたドイツからの
恩を還元していきたいと思い、妻と二人で入会
するに至りました。各種のイベントを通じて、
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福岡の日独関係の方々と交流を深めていければ
幸いです。
（どい かずしげ　北九州市立大学法学部法律学科准教授）

（どい あやと）

二又美穂子
高田淑先生のご紹介で入会させて戴きました
二又美穂子です。
趣味は音楽鑑賞と絵画鑑賞です。ドイツの詩
の雰囲気に憧れています。シューベルト、
シューマン、ブラームス他、歌ってみたいと
思っています。
日独協会の例会に参加させて戴く事を楽しみ
にしています。久留米市在住です。どうぞよろ
しくお願い致します。

（ふたまた みほこ）

二村	英俊
九大大学院で心理学を学んだあと、法務省で
心理職に就き、宮崎以外の九州各県を回り、那
覇少年鑑別所首席専門官を最後に退職しまし
た。現在は主に卓球とＳＮＳでの写真投稿を趣
味としています。旅行も好きで、妻と４年をか
けて東海道五十三次を踏破したこともありま
す。2012年に「日独国際交流・日独青少年指導
者セミナー」の一員としてドイツ各地を訪れ、
その縁でベルリンマラソンにも挑戦しました。
日独協会に入会したのは、ドイツやオースト

リアの話を聞けるし、ドイツ語の勉強にもなる
と考えたからです。新参者ですが、よろしくご
指導ください！

（ふたむら ひでとし）

脇	崇晴
ドイツ語とドイツ文化について、もっと色々
な話を聴く機会がほしい、生のドイツ語にも
もっと触れたいと思って入会しました。以前か
らドイツの哲学に興味があり、カントやヘーゲ
ル、ハイデガーの哲学について学んできまし
た。ドイツと日本との思想的なつながりについ
ても関心があり、両者には、単なる偶然ではな
い、直接心に通じ合えるような何かがあるので
はないかと最近考えるようになりました。
現在は非常勤講師としていくつかの大学や看
護学校で、哲学、倫理学、生命倫理について講
義しています。

（わき たかはる）
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◆会員通信

萱野	通子
11月例会の小黒先生のウィーンのお話しは
ぜひ拝聴したく存じますが、80歳になって気付
いて不自由に存じますことに、夜分の外出は出
来なく、残念でございます。私も一度だけ友人
知人４人の小さなグループでドイツ語圏の観光
旅行なるものを経験いたしまして、ウィーンに
も立ち寄りました。地味で快く美しい処でござ
いました。〔11月例会欠席届に添えられたお便り〕／
年をとるにつれて福岡の良さが色々な面で感じ
られ、福岡で暮らせることに感謝するばかりで
す。第一に福岡市は美しいですし、清潔です。
集合住宅の十階から眺めるからかも知れません
が。〔12月クリスマス会欠席届に添えられたお便り〕

（かやの みちこ　元九州大学文部事務官）

山本	成宏
2017年11月15日までウィーンでの音楽祭出
演のために渡欧します。途中、来季のコンサー
トの打合せのためにドレスデン、ベルリンを訪
問いたします。

（やまもと しげひろ　作曲家・指揮者）

ベルリンの国際医学会
舩津	邦比古

2017年10月ベルリンで国際精神医学会が催
された。参加国は先進国から発展途上国まで５
段階に分かれ、参加費が異なる。日本など最上
位 Aクラスの参加費は約67,000円と、かなり高
額だった。
世界から１万人の精神科医が集まる巨大な学
会である。これを冊子形抄録集に纏めると、広
辞苑一冊分でもまず足りない。そこで登場する
のがスマートフォン。iPhoneに学会アプリを
ダウンロードし、中の抄録を読んで日時を確認
し、聴きたい演題に予めチェックを入れてお

く。毎朝チェックを入れた講演を確認出来、講
演15分前には自動的に案内メールが入る。
この学会はドイツ精神・心理療法学会と共催
の形をとっており、そのため全演題の約20%は
ドイツ語で行われた。

（ふなつ くにひこ　伊都の丘病院理事長・院長）

ミュンヘンのエネルギー転換
立花	雅子

2017年10月、ミュンヘン中央駅から空港へ向
かうＳバーン（郊外電車）の中で、「ミュンヘン
のエネルギー転換」と題されたパネルが目にと
まりました。それには太陽光パネルの写真と以
下のような文章がありました。
「2025年までにミュンヘン市はミュンヘン全
体が必要とする電力を、独自の設備で、再生エ
ネルギーによって作り出すことになるだろう。
また2040年までにミュンヘンは遠隔地域暖房
網を再生可能エネルギーで100パーセントまか
なえるドイツで最初の大都市になるであろう」
世界中で脱炭素社会への転換が求められてい
る今、ミュンヘンはドイツを、そして世界を
リードしている都市なのだという認識を新たに
しました。現在、総エネルギーに占める再生可
能エネルギーの比率は、ドイツ30パーセント、
日本15パーセントとのこと。やはりドイツに学
ぶべきこと大ですね。

ベルリンでの国際精神医学会
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（たちばな まさこ　元高校教員・英語）

ドイツワインセミナー
石井	裕美

日本でも世界でも人との出会い、会話をして
情報や刺激を貰えるのは私の仕事の醍醐味。そ
の中で20年来の知り合い、ドレスデン在ソムリ
エ沼尻氏を招いてワインセミナーを開催するよ
うになって４年。今年も先日二日間「シュタッ
トマインツ」にて開催。生産地方や醸造所の紹
介からはじまり、料理との相性のポイントなど
ワイン情報があった。簡単だが現状況は多種多
様化、赤の高品質ワインへの傾向、辛口への傾
向、糖度よりぶどう畑のある土地の性質を重
視、有機農法や自然農法の傾向あり、である。
かつてドイツワインといえば90％は白が主
流だった。当然それは白ワインの材料のぶどう
が沢山とれたからであり、赤は南のフランス、
イタリアに集中していると感じていた。それが
世界的温暖化で赤ワインのぶどうが北上してい
るらしい。自然現象、生産物に与える影響、そ
れに応じていこうという姿勢などを学び、確か
めに行かねばと思った。

（いしい ひろみ　JTB勤務）
＊�このワインセミナーは２月上旬に開かれましたが、
石井さんはご病気のため、４月２日にご逝去されま
した。ご冥福をお祈り申しあげます［編集委員会］

Fantastique チーズの世界
Maria	Büttner

10月22日、西日本日独協会の事務所で「チー
ズを楽しむ会」が開かれました。チーズに詳し
い事務局長の藤野さんのお話しを伺い、実際に
試食してみるという趣向です。今年で３回目だ
そうですが、参加者は日本人会員10人とドイツ
人新会員の私、全部で11名でした。
まず映像と言葉で、チーズの歴史、チーズの
種類、製造技術や熟成度、ナチュラルチーズと
プロセスチーズの違い、チーズの様々な形など
について学び、そしてついにやってきた試食の
時。私たちの期待は裏切られませんでした。ヤ
ギのチーズ、白かびチーズ、ミモレットがそれ
ぞれ二種類ずつ、そして最後を飾るものとし
て、チーズの表皮でできたナチュラルな覆いの
下にとても柔らかでクリーミーな中身が隠れて
いる、その名も「黄金の山」（モン・ドール）！
チーズの微妙な味わいに触れ、焼き立てのバ
ゲットやフルーツやワインをお供に、藤野さん
を囲んでチーズ談義に花が咲いた、発見と驚き
に満ちた至福の一時でした。
（マリーア・ビュットナー　九州大学大学院人文科学

研究院招へい外国人教師）
＊�2015年「年報第39号」に、藤野さんによる「チーズ
のお話し」が掲載されています［編集委員会］

ワインセミナー当日の石井裕美さん（向かって左端）
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〒810-0012 福岡市中央区白金２丁目９番２号
TEL.092-526-0287　FAX.092-524-4411

〒810-0012　福岡市中央区白金2丁目9番6号
TEL.092-531-7102  FAX.092-524-4411
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2018年度役員等名簿

（注：敬称略）

１．名誉職等
役職等 氏　名 備　　考

名誉会長 小川 弘毅 在福岡ドイツ連邦共和国名誉領事
西部ガス㈱相談役

顧問
末永 直行 寿軒社長、末永文化振興財団代表
池田 紘一 九州大学名誉教授

２．役員
役　職 氏　名 備　　考

会長 岡嶋 泰一郎 国立病院機構小倉医療センター名誉院長、 
社会保険仲原病院院長

副会長
髙﨑 隆一　 ㈱西日本マネジメント開発代表取締役
宮﨑 亮 木村病院副院長
小黒 康正 九州大学大学院人文科学研究院教授

財務 高﨑 隆一 （株）西日本マネジメント開発代表取締役
事務局長 藤野 成爾 チーズプロフェッショナル協会顧問

理事

堺 雅志 福岡大学人文学部教授
Holst, Sven 福岡女子大学文学部准教授
Godzik, Maren 福岡大学人文学部准教授
松野 正邦 理研農産加工㈱
山崎 勝幸 声楽家
荒木 啓子 元西日本日独協会事務局員
緒方 愛実 ㈱サンマーク媒体戦略ソリューションチーム
藤 真理 福岡大学非常勤講師
中村 直樹 城島印刷㈱
村上 康子 日本語教師

監事
福元 圭太　 九州大学大学院言語文化研究院教授
北芝 幹怡 ㈱千鳥饅頭総本舗顧問

評議員 有吉 泰徳、石村 善治、大塚 潤、緒方 敏郎、小杉 依子、萱野 通子、佐田 正之、
二本木 一哉、舩津 邦比古、葉 照子、横川 洋、分山 邦子

３．委員会
委員会 委員長 委　　員

企画委員会 小黒 康正 荒木 啓子、岡嶋 美佐子、小黒 百合、加藤 元也、
松野 正邦、村上 康子、山崎 勝幸、葉 照子

年報編集委員会 堺 雅志 田口 武史、冨重 純子、藤 真理、中村 直樹
ドイツ語教室委員会 堺 雅志　 Strodthoff, Martin、平松 智久、本田 和親

国際交流委員会 宮﨑 亮 Holst, Sven、緒方 愛実、藤 真理、平松 智久

青年部委員会 藤野 成爾 Godzik, Maren、緒方 愛実、田野 武夫、平松 智久、
森 光一郎
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４．事務局
役職 氏名

事務局長　 藤野 成爾
Web-master 中村 直樹

事務局員 喜多村 由布子

事務局報告

Ⅰ．2017年度会員動向（敬称略）
（1）�2017 年度入会個人会員 28 名
� �今井宏昌、橋本佳奈、川上達也、二村英俊、白土浩司、武田利勝、脇崇晴、村上浩明、徳山奈美、
榎下一裕、榎下栄子、小黒百合、土井美弥子、二又美穂子、渡邊しま、有吉千佳、ビュットナー
･マリーア、カスパリ ･エルネスト -ゲオルグ、竹下亜希子、落合桃子、板部忠佑、古賀友子、宮
原郷士、宮原悦子、田中隆幸、土井和重、土井章斗、大澤遼可

（2）�2017 年度退会個人会員 25 名
� �石蔵友理、伊東忠一郎、岸原よしえ、黒須眞紀子、古賀勲、高木剛、高木ユリア、原田広太郎、
原田隆、ボルズツキー宣子、吉村歌織、野村優子、赤松秀岳、有村隆広、久保敬司、久保博子、
黒川教子、椎葉倫和子、松重昂志、矢壁和彦、吉中幸平、溝田七絵

� ＊　物故者：河田溥、中村昭、西尾昭彦　　　謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
（3）�2017 年度末会員数　
� ○名誉会員：6名
� ○法人会員：3法人　城島印刷（株）、西部ガス（株）、南州マイスターヴェルク
� ○個人会員：146 名（一般 100 名、家族 9名、青年 26 名、学生 5名、法人指名 6名）

Ⅱ．2017年度活動報告

１．諸会議
（1）�2017 年度定期総会
� 2017.4.23（日）16:30 ～ 17:30、福岡市国際会館、出席 26 名
（2）�理事会、評議員会
� 第１回理事会＆評議員会　2017.4.23　15:00~16:00　福岡国際会館、出席 21 名　
� 第 2 回理事会　2017.7.8　協会事務所、出席 11 名
� 第 3 回理事会　2017.9.19　協会事務所、出席 10 名
� 第 4 回理事会　2018.2.12　協会事務所、出席 11 名
� 第 5 回理事会＆第 1回評議員会　2018.4.15　9:30 ～ 10:30　福岡市国際会館　出席 17 名

２．人事
� 2017.4.23　総会にて岡嶋泰一郎会長代行が会長に就任、池田紘一前会長は顧問に就任
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� 原田広太郎監事が退任、荒木啓子会員が監事に就任

３．例会等の諸行事
（1）�4 月例会　2017.4.14（金）18:30 ～ 21:00、九州大学文学部、出席 66 名、懇親会 58 名
� 講演「日独法律交流 150 年：日本の法に対するドイツの影響」
� 講師　Dr. Oliver Schön （バイエルン独日協会会長）
（2）�5 月例会　2017.5.27（土）15:00 ～ 18:00、KKRホテル博多、出席 41 名、懇親会 29 名
� 卓話「絵本について考える」
� 講師　村上康子氏（会員、絵本研究者）　
（3）�7月特別例会　ビアパーティ　2017.7.8（土）17:00 ～ 19:00　 ビアホール ｢麦（Baku）」、出席 39名
� 留学生基金募金（醵金 23,953 円）
（4）�7 月例会　2017.7.15（土）14:30 ～ 16:00　九州大学文学部、出席 84 名　　
� 講演「破滅と希望」
� 講師　平野啓一郎氏（作家）
（5）�9 月例会　2017.9.19（土）17:30~20:00　KKRホテル博多、出席 36 名、懇親会 31 名
� 卓話「ゴシック復興 ― 建築に託すロマン主義の夢 ―」　
� 講師　武田利勝氏（会員、九州大学大学院人文科学研究院准教授）
（6）�11 月例会　2017.11.22（水）19:00~20:00　 天神ビル九州学士会会議室、出席 29 名
� 卓話「私のウィーン滞在記 ― めまい・難民・メールヒェン ―」
� 講師　小黒康正氏（会員、九州大学大学院人文科学研究院教授）
（7）�12 月例会クリスマス会　2017.12.21（木）18:30~20:30　KKRホテル博多
� 「子どもたち、ドイツ人留学生と祝う　楽しいドイツ風のクリスマス」
� 参加 83 名＋招待ドイツ人留学生 13 名
（8）�2018 年 2 月例会　2018.2.12（月祝）16:00~17:00　KKRホテル博多、出席 36 名、
� 懇親会 17:30 ～ 19:00（シュタットマインツ）30 名
� 卓話「マイスターの修業時代」
� 講師　志田尾友晴（会員、ドイツ料理店「シュタットマインツ」オーナーシェフ）

４．委員会活動
（1）�年報編集
� 「年報第 41 号」発行　2017.5.30
� 「年報第 42 号」編集　2018.6.初旬 発行予定
（2）�ドイツ語教室　講師：本田和親（協会事務所）、シュトロートホフ・マーティン（天神ビル）
� 2017 年度春期　2017.3.29 ～ 2017.7.13　6 クラス　受講者 43 名
� 2017 年度秋期　2017.9.27 ～ 2018.1.25　6 クラス　受講者 50 名

５．事務局
�   会員数増加への施策として
� ・カラー版「協会紹介と入会案内」を 500 枚印刷し配布を開始
� ・「例会招待券」発行を７月８日より開始
� 　現会員が新会員獲得に成功した場合、現会員に例会・懇親会招待券 1枚を発行
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� 　招待券は現会員または新会員または第三者が使用可、1年間有効

６．共催・後援・支援
（1）�後援　2017.6.17　第 2回ドイツ語スピーチコンテスト九州　福岡大学　
� 主催：九州大学 ･福岡大学 ･福岡女子大学有志
（2）�後援　2017.11.10　宗教改革 500 周年ポスター展 ･記念講演会　福岡大学教授 金山正道氏
� 主催：大阪 ･神戸ドイツ連邦共和国総領事館、福岡大学人文学部ドイツ語学科　
（3）�後援　2018.3.10　トーマス ･マン書簡の公開記念式典　九州大学文学部
� 主催：九州大学大学院人文科学研究院
（4）�共催　2018.2.7　第 9回 福岡で楽しむ EU　　西鉄グランドホテル　当協会員 6名参加

Ⅲ．2017年度協会会計・留学生基金収支決算報告および会計監査報告
　　 ― 2017年4月1日～2018年3月31日 ―

１．2017 年度協会会計収支決算
（1）�【収入】（金額単位：円）

費　　目 項目 予算 決算 増減
（決算−予算）区分 記帳項目名

運営費

繰越金 △ 56,498 △ 56,498 0

年会費 個人年会費 700,000 730,000 30,000
法人年会費 100,000 100,000 0
広告費 105,000 105,000 0
60周年募金 200,000 200,000 0
寄付金 100,000 202,000 102,000
雑収入 506 14,863 14,357

活動費 例会等行事 例会参加費 1,200,000 934,500 △ 265,500

事業費
（ドイツ語教室）

今期前受け金 666,992 666,992 0
春期受講料等 183,000 151,842 △ 31,158
秋期受講料等 850,000 1,048,512 198,512
次年度前受金 0 859,460 859,460

合計 4,049,000 4,956,671 907,671

（2）�【支出】

費　　目 項目 予算 決算 増減
（決算−予算）区分 記帳項目名

運営費

経常費

事務所家賃 240,000 240,000 0
光熱水道費 60,000 57,507 △ 2,493
電話代 85,000 89,235 4,235
インターネット 5,000 4,838 △ 162
人件費 249,000 294,000 45,000
事務経費 25,000 29,544 4,544
通信印刷費 80,000 86,438 6,438
会議費 0 0 0
渉外費 50,000 34,000 △ 16,000
旅費交通費 0 0 0
青年部補助費 15,000 15,000 0
年報発行費 470,000 449,820 △ 20,180
雑費 10,000 5,886 △ 4,114
予備費 10,000 0 △ 10,000
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活動費 例会等行事 例会 1,150,000 884,555 △ 265,445

事業費
（ドイツ語教室）

春期教室経費 800,000 704,884 △ 95,116
秋期教室経費 800,000 818,678 18,678

0 35,527 35,527
合計 4,049,000 3,749,912 △ 299,088

　　【区分別収支計算】（単位：円）
2017年度

Nr. 費用区分 収入 支出 収支
1 運営費 1,295,365 1,306,268 △ 10,903
2 活動費 934,500 884,555 49,945
3 事業費 2,726,806 1,559,089 1,167,717

合計 4,956,671 3,749,912 1,206,759
注：合計収支1,206,769は2018年度運営費繰越金347,299と事業費今期前受金859,460に分割計上される。

（3）�2017 年度　留学生基金　収支�―�2017 年 4 月 1日～ 2018 年 3 月 31 日�―

2017年度
適用

収入金額 支払金額 差引残高
項目・費目 備考

4/1 前年度繰越金 297,416 297,416 
4/14 ４月例会 留学生補助として 50,000 247,416 
7/8 ビアパーティー寄付 23,953 271,369 

12/21 クリスマス会 留学生招待2500×13 32,500 238,869 
12/21 クリスマス会募金 18,255 257,124 
3/31 次年度繰越金 257,124 0 

合計 339,624 339,624 0 

2017年度西日本日独協会会計および留学生基金監査報告書

　　西日本日独協会
　　会長　岡嶋 泰一郎 殿

　�　�2017年度（2017年4月1日～2018年3月31日）西日本日独協会会計および留学生基金について、諸
帳簿、収支決算書、預金通帳および関係書類に基づき監査した結果、その内容が適正かつ経理事務
が正確であることを報告します。

2018年4月6日   
監事　福元　圭太　印
（荒木啓子監事不在）

Ⅳ．2018年度活動計画

１．諸会議
（1）�総会　2018 年度定期総会　2018.4.15（日）11:00 ～ 12:00　福岡市国際会館
（2）�理事会、評議員会　必要時に随時招集　協会事務所
� 懸案課題　従来型名簿発行の是非、会員数の維持増加
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（3）�全国日独協会連合会総会　2018.5.21（月）金沢
� 「全国日独協会連合会 30 周年記念会＋独日協会連合会との交流会」　岡嶋会長出席

２．例会等の行事　
（1）�5 月例会　2018.5.24（木）故中村昭氏追悼・会員による音楽会 2018　
（2）�6 月例会　2018.6.16（土）講演　小林晶氏（福岡日仏協会会長）
� 仮題「近世から現代へのフランス医学の流れ」　
� 附・本邦のドイツ医学導入雑感
（3）�7 月例会　2018.7.28（土）講演　松尾馨氏（シュタインバート ･ギムナジウム日本語教師）
� 仮題「平和への言語教育」
（4）�9 月例会　2018.9.8（土）講演　前原茂雄氏（蒜山郷土歴史館館長）　
� 仮題：「ベルリンフィルとウィーンフィル」
（5）�10 月例会　2018.10.6（土）西日本日独協会オクトーバーフェスト
（6）�11 月例会　2018.11.10（土）卓話 アンドレ ･ライヒャルト氏
� （会員 福岡大学人文学部ドイツ語学科講師）
� 仮題「ドイツの漫画とサブカルチャー事情 」
（7）�12 月例会　2018.12.20（木）例会　クリスマス会
（8）�2 月例会　2019.2.16（土）卓話　今井宏昌氏（会員　九州大学大学院人文科学研究院講師）

３．委員会活動
（1）�年報第 42 号発行　2018.6.初旬　　年報第 43 号編集
（2）�ドイツ語教室　講師：本田和親（協会事務所）、シュトロートホフ・マーティン（天神ビル）
� 2018 年度春期　2018.3.28 ～ 2018.7.12　　2018 年度秋期　月日未定
（3）�国際交流　（未確定）2018.7.下旬　ミュンヘンで現地独日協会との交流（予定）
（4）�青年部　改善点などを検討し活性化を図る。
（5）�協会ウエブ　改善点などを検討し実行する。
（6）�事務局員の勤務態勢の変更（試行）
� 事務局員の事務局への勤務は、原則として金曜日 12 時～ 15 時のみとする。
� 繁忙月（3、4、9月等）は状況に応じ火曜日にも勤務し、年間総勤務日数は 60 日とする。
� 外部からのメールは逐次事務局員宅に転送され、必要に応じて迅速に対応する。
４．共催・後援・支援　
（1）�後援　2018.6.16　第 3回ドイツ語スピーチコンテスト九州　主催 : 在福 3大学有志
（2）�共催　2019.2　第 10 回福岡で楽しむ EU　　主催 : 福岡 EU協会　
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Ⅴ．2018年度協会会計収支予算  ― 2018年4月1日～2019年3月31日 ―

１. 【収入】（金額単位：円）
費　　目 項目 前年度 2018年度

区分 記帳項目名 予算 決算 予算 前年予算比

運営費

繰越金 △ 56,498 △ 56,498 347,299 403,797

年会費 個人年会費 700,000 730,000 750,000 50,000
法人年会費 100,000 100,000 100,000 0
広告費 105,000 105,000 105,000 0
60周年募金から 200,000 200,000 0 △ 200,000
寄付金 100,000 202,000 0 △ 100,000
雑収入 506 14,863 241 △ 265

活動費 例会等行事 例会参加費 1,200,000 934,500 1,200,000 0

事業費
（ドイツ語教室）

今期前受金 666,992 666,992 859,460 192,468
春期受講料等 183,000 151,842 0 △ 183,000
秋期受講料等 850,000 1,048,512 850,000 0
次年度前受金 0 859,460 700,000 700,000

合計 4,049,000 4,956,671 4,912,000 863,000

２. 【支出】（金額単位：円）
費　　目 項目 前年度 2018年

区分 記帳項目名 予算 決算 予算 前年予算比

運営費

経常費

事務所家賃 240,000 240,000 240,000 0
光熱水道費 60,000 57,507 60,000 0
電話代 85,000 89,235 90,000 5,000
インターネット 5,000 4,838 5,000 0
人件費 249,000 294,000 300,000 51,000
事務経費 25,000 29,544 60,000 35,000
通信印刷費 80,000 86,438 90,000 10,000
会議費 0 0 0 0
渉外費 50,000 34,000 40,000 △ 10,000
旅費交通費 0 0 50,000 50,000
青年部補助費 15,000 15,000 30,000 15,000
年報発行費 470,000 449,820 180,000 △ 290,000
雑費 10,000 5,886 10,000 0
予備費 10,000 0 10,000 0

例会等行事 例会 1,150,000 884,555 1,150,000 0

事業費
（ドイツ語教室）

春期教室経費 800,000 704,884 800,000 0
秋期教室経費 800,000 818,678 800,000 0

0 35,527 0 0
合計 4,049,000 3,749,912 3,915,000 △ 134,000

注：��収入予算4,912,000から支出予算3,915,000とドイツ語次年度前受金700,000を差し引いた270,000が2019年度
運営費繰越金となる。
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青年部報告

Ⅰ．2018 年度青年部役員および会員 

１．役員
役　職 氏　名 備　考
部長 緒方 愛実  再任

副部長
平松 智久  再任（福岡大学等連携役員）
田野 武夫  再任（在東京駐在役員）
森 光一郎  新任（会計兼任）

２．会員（2018年4月1日現在　合計56名）
　　・協会会員（青年会員＋学生会員）34 名
　　・非協会会員 22 名

Ⅱ．2017年度活動報告

１．諸会議
（1）�2016 年度青年部総会　2017 年 4 月 23 日（日）　福岡市国際会館 4階国際交流フロア大会議室
� 出席者：�立花健吾（青年部委員会委員長）、緒方愛実、オブザーバーとして立花雅子（年報編集委

員長）
（2）�青年部運営会議　2017 年 10 月 28 日（土）　西日本日独協会事務局
� 出席者：立花健吾（青年部委員会委員長）、緒方愛実、森光一郎
＊　その他諸会議はメールでの小会議を随時開催

２．青年部総会
（1）�「第 11 回全国青年部総会」（日独ユースネットワーク：JG-Youth）　2017 年 9 月 2日（土）
� DZGO（大阪日独協会関連企業を借りての会議）
� 出席者：緒方愛実、森光一郎

３．活動・イベント
（1）�第 2 回 大人の遠足 「大人の遠足 in AMAGI！！」　2017 年 8 月延期→ 2017 年 9 月 10 日（日）
� 甘木・大刀洗町周辺施設（筑前町立大刀洗町平和記念館、国史跡平塚川添遺跡公園など）
� 参加者：2名
（2）�第 3 回 大人の遠足 「『神聖ローマ帝国皇帝ルドルフ 2世の驚異の世界』を楽しもう！」
� 2017 年 11 月 18 日（土） 
� 福岡市博物館、ドイツレストラン・スポーツバー「バイエルンミュンヘン」 参加者：2名

４．その他（所属団体・機関・組織等）
（1）� JG-Youth Connect in Osaka～ドイツとつながる二日間～　2017 年 9 月 2日（土）・3（日）
� 全国青年部総会、講演会、懇親会、エクスカーションの複合イベント
� DZGO、大阪日独協会ビル会議室、ドイツ料理「ガストハウス」
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� 参加者：2名（西日本日独協会）、他協会・一般参加 30 名以上

５．ドイツ語映画鑑賞会への参加
� 【各回共通事項】
� 主催：福岡大学人文学部ドイツ語学科、福岡大学エクステンションセンター
� （市民カレッジ「映像に見るヨーロッパ文化 ― ドイツ語圏 ―」）
� 場所：福岡大学中央図書館多目的ホール
（1）�第 32 回ドイツ語映画鑑賞会：『ゲーテの恋 ― 君に捧げる若きウェルテルの悩み ―』
� （日本語字幕・解説付）　4月 27 日（木）
（2）��第 33 回ドイツ語映画観賞会：『ロッテ・ライニガーのメルヒェン映画特集』（日本語字幕・解説

付）　5月 11 日（木）
（3）�第 34 回ドイツ語映画観賞会：『さよなら、アドルフ』（日本語字幕・解説付）6月 8日（土）
（4）�第 35 回ドイツ語映画鑑賞会：『舞姫』（日本語字幕・解説付）7月 6日（木）
（5）�第 36 回ドイツ語映画鑑賞会：『吸血鬼映画特集』（日本語字幕・解説付）9月 21 日（木）
（6） 第 37 回ドイツ語映画鑑賞会：『アイガー北壁』（日本語字幕・解説付）10 月 12 日（木）
（7）�第 38 回ドイツ語映画鑑賞会：『菩提樹』（日本語字幕・解説付）11 月 9日（木）
（8）�第 39 回ドイツ語映画鑑賞会：『アマデウス』（日本語字幕・解説付）12 月 9日（木）

Ⅲ．2017年度会計収支決算報告および会計監査報告
【収入】

費　　目 予算 決算 増減
予算−決算 備考

繰越金 7,,347 7,347 0  
青年部補助費 15,000 15,000 0 旅費補助など
行事参加費 30,000 0 30,000  

雑収入 53 0 53 寄付、銀行利子他
合計 52,400 22,347 30,053  

【支出】� � � �

費　　目 予算 決算 増減
予算−決算 備考

運営費 1,000 0 1,000
活動費 40,000 15,000 25,000
雑費 1,400 0 1,400

予備費 10,000 0 10,000
合計 52,400 15,000 37,400

【収支計算】� � � �
　 収入 支出 収支計算 備考

合計 22,347 15,000 7,347 次年度繰越金
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2017 年度青年部会計監査報告

2017年度西日本日独協会青年部会計監査報告書

　　西日本日独協会
　　会長　岡嶋 泰一郎 殿

　�　�2017年度（2017年４月１日～2018年３月31日）西日本日独協会青年部会計について、諸帳簿、収
支決算書、預金通帳および関係書類に基づき監査した結果、その内容が適正かつ経理事務が正確で
あることを報告します。

2018年４月６日 西日本日独協会
青年部委員長　立花 健吾　印

Ⅳ．2018年度活動計画

１．青年部定期総会
�   2018 年 4 月 14 日（土）15:00 ～ 16:00  西日本日独協会事務局

２．青年部運営会議（年４回ほどの開催を目標）
�   メール等での小会議も適宜行う。

３．青年部主体のイベント（年4回ほどの開催を目標）
� � �ドイツ関連（ボードゲーム会、野外での美術館・博物館での関連催しの鑑賞会：「大人の遠足」

などを行う予定）

４．その他（所属団体・機関・組織等）
�   2018 年 7 月中旬　香川県にて、青年部総会・関連イベント開催予定

５．ドイツ語映画鑑賞会への参加
�   （福岡大学人文学部ドイツ語学科、福岡大学エクステンションセンター主催）

Ⅴ．2018年度会計収支予算

【収入】

費　　目
2017年度 2018年度

予算 決算 予算 前年度比
繰越金 7,347 7,347 7,347 0

青年部補助費 15,000 15,000 30,000 15,000
行事参加費 0 0 5,000 5,000

雑収入 0 0 6,000 6,000
合計 22,347 22,347 48,347 26,000

45



【支出】

費　　目
2017年度 2018年度

予算 決算 予算 前年度比
運営費 0 0 3,000 3,000
活動費 15,000 15000 30,000 15,000
雑費 0 0 5,000 5,000

予備費 0 0 3,000 3,000
合計 15,000 15,000 41,000 26,000

　西日本日独協会会則および青年部規定については年報に掲載することを原則としていますが、本号
では経費節減のためページ数を削減しましたので掲載されておりません。共に西日本日独協会ホーム
ページでご覧いただけます。
� ＊「協会概要」　〇　西日本日独協会 会則、〇　西日本日独協会青年部 規定 　
� ＊�「刊行物」　西日本日独協会年報 第 41 号（2017） 創立 60 周年記念号　109 ～ 112 ページ、お

よび 113 ～ 114 ページ。

西日本日独協会会則および青年部規定
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西日本日独協会年報　第42号（2018）

編集後記

　　年報第42号をお届けします。2017年10月31日は「マルティン・ルター宗教改革500年」という
ことで、ドイツを初め、世界中で様々な記念行事が行われました。そこで本号も「ルター」に因
んだ表紙にいたしました。
　福岡大学でも、2017年11月に、ドイツ大使館からの依頼による「宗教改革500年記念ポスター
展」と、金山正道教授による特別記念講演が開催されました。その時の貴重な講演内容を本号に
寄稿していただいております。
　さて、本号で初めて「新入会員自己紹介」の欄を設けました。多くの新入会員の方々から原稿
をお寄せいただき、ドイツとの様々な関わりをお持ちの方がこんなにいらっしゃるのだと嬉しく
思いました。これをきっかけに交流の輪が広がっていけばと思います。
　本号は、昨年の「創立60周年記念号」に比べ、かなりのページ数削減となっておりますが、協
会の活動の中心である「例会」の報告記事には力を入れた編集にしています。
　年報第38号から42号まで、垣本知子さん、池田園子さんと私は5年にわたり年報編集に携わっ
てまいりましたが、本号の編集を最後に委員を退くことに致しました。会員の皆様のご協力を得
て何とか重責を果たすことができました。私どもの執筆依頼に快く応じて下さいました会員の皆
様方に衷心よりお礼を申しあげます。また、前会長・池田紘一氏には編集に関して様々な助言・
提言をいただきました。特に年報第38号、41号（創立60周年記念号）におきましては大変なご尽
力を戴きましたこと、編集委員一同心より感謝申し上げます。年報第43号からは若手の編集委員
の方々にバトンタッチをすることになっております。会員の皆様方には、尚いっそうのご協力を
賜りますようお願い申しあげます。
　年報が、日独の友好・親善に関する記事、随筆、提言などを通じて、今後も会員の皆様方の情
報交換、交流の場となることを心より願っています。

2017 年度 年報編集委員会委員長　立花 雅子　
（委員　垣本知子、池田園子、藤真理、小黒百合、加藤道子、中村直樹）
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