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年号が平成から令和に変わった、その初日にこの原稿を書いています。日本国中がその熱
気に包まれ、お祝いモードになっています。新しい時代が平和な時代であることを祈るばか
りです。さて、当協会では平成最後の一年間、新執行部のもとで数々の活動がなされました。
会員の皆様のご協力により、協会の中心行事である例会の開催、そしてドイツ語教室の運営
など、計画された活動を滞りなく行うことができました。ここに、皆様のご尽力に対し心よ
り感謝申し上げます。
私は、2018年５月20日から22日まで金沢市で開催された「全国日独協会連合会30周年設立
記念日独交流国際会議」に出席しました（主催：全国日独協会連合会、主管：石川日独協会、
後援：ドイツ総領事館）。以下、そのご報告をいたします。西日本日独協会から参加したのは、
私と家内、青年部の緒方さんの３名でした。
１日目の５月20日（日）は、午後７時より、しいの木迎賓館で前夜祭が行われ、実に多く
の人たちが参加しました。あいにくスペースが狭く、ひしめく人の波の中で、会話を交わした
り、飲み物や食べ物をとったりするのに大変苦労をしました。ドイツ人の参加者も多く、約
80名の方々がドイツ各地の独日協会から参加されました。120名の日本人参加者を合わせる
と、総勢200名以上の大人数となりました。アトラクションとして太鼓や劇のパフォーマンス
もあり、会を盛り上げました。
２日目は、金沢歌劇座の大会議室で、午前中は総会と講演会が開催されました。主催者、来
賓の挨拶に続き、総会が開かれました。全国日独協会会長の小森氏が体調不良で欠席、北海
道日独協会の鈴木会長が総会の議長を担当され、議事が進行されました。講演ではシュタン
ツェル独日協会会長、フォンドラン独日協会名誉会長、橋本全国日独協会副会長、それに大
使代理のグラープヘア主席公使がそれぞれお話をされました。シュタンツェル氏は大変流暢
な日本語で、独日協会の数を３倍に増やしたいとの抱負を述べられ、また若者交流では、芸術
やコンサートに加え、漫画やゲームを使うことは正しいやり方であると言われました。さら
に日独協会間のネットワークの重要性についても言及されました。西日本日独協会でも、ド
イツのゲームについて興味深い卓話がなされたこと、また青年部がゲームを使って会員間の
交流を図っていたことなどを思い出しました。グラープヘア主席公使は、「日独交流の持続あ
る発展のために」という題で、日独協会の重要性、また未来への期待を述べられました。公
使のお話の中で、今年は日本でベートーベンの第九交響曲が初演されてから100年目にあた
る記念すべき年であることを知りました。
昼食後、午後の部で、各地日独協会活動報告（日本側）、各地独日協会活動報告（ドイツ側）
が行われました。日本側の報告は、１人３分の持ち時間をオーバーすると大きなベルが鳴ら
され、さながら学会発表のようでした。私も、藤野事務局長がすでに提出して下さっていた
報告書を基に発表を行い、見事に時間内におさめました（下写真参照）。どこの協会も、法人
会員の減とそれに伴う財政面での問題、またどうやって一般会員、とくに若手を確保するか
が共通の懸案事項となっていました。西日本日独協会での試みとして、一人新会員を入会さ

■	 挨　拶

会長  岡嶋 泰一郎

ご挨拶にかえて	―	「2018年　全国日独協会連合会30周年設
立記念日独交流国際会議」参加のご報告	―	
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せた会員に、例会無料招待券を１枚進呈しているというお話をしたところ、他の協会の方々
も関心を寄せられたようでした。
会議の疲れを癒すため、その日の夜は「つば甚」という老舗の料亭で懇親会が開かれまし
た。200名近い参加者がグループに分かれ、着席でのにぎやかな会となりました。金沢芸妓さ
んの絢爛な舞も披露され（金沢では芸者さんではなく、芸妓さんと呼ぶ）、大変盛り上がりま
した。私も家内と参加しましたが、いろいろな方と不思議なご縁につながれた出会いがあり、
驚きの連続となりました。懇親会の後、今が旬の「白えび」を食べに行こうとお誘いいただ
き、神戸日独協会の桝田会長ご夫妻、和歌山日独協会の吉松専務理事、それに私ども夫婦で、
金沢の町へと繰り出しました。「白えび」の美味に加え、今後の日独協会の在り方について貴
重なお話をお伺いすることができ、実りある二次会となりました。日独協会間のネットワー
クの重要性も話題になり、横のつながりを強化することの必要性を痛感しました。また、日独
協会は学術的色彩を脱皮し、地域の中に溶け込み、市民に開かれた会になることが、生き残
る道であることで意見が一致しました。わが西日本日独協会も、地域の方々の親しみやすい
会を目指すとともに、神戸を始め、他の協会との連携を深めることができればと思いました。
これらの談義で盛り上がっている最中、緒方さんたち若手グループがお店に入って来ました。
一緒にどう？とお誘いしましたが、10数人の大人数とのことで、残念ながらこのお店には入
れず、別の場所を求めて移動して行きました。なんとも楽しく不思議な金沢の夜は、こうし
て更けていきました。
翌日、第３日目は私の仕事の都合もあって会議に参加できず、福岡への帰途につきました。
この日は若手交流などのワークショップ、エクスカーションなどが組まれており、金沢の町
を楽しまれた方も多かったことと思います。今回の会議では、日独交流を深めるため、分科
会などで検討された結果を基に、金沢宣言が出されています。WEB検索で「金沢宣言、日独
協会」と入力すればご覧になれます。
最後にお伝えしたいこと。数年前、この連合会の開催を池田前会長が担当されましたが、こ
の時参加された方々から、その時のホスピタリティの素晴らしさについてお褒めの言葉をい
ただきました。トーンチャイムで温かい歓迎を受けたこと、九大コールアカデミーのすばら
しい合唱、近郊へのエクスカーションなど、きめ細やかな心配りに大変感謝をされていまし
た。西日本日独協会会員の皆様のすばらしさを改めて認識し、ご尽力いただいた方々に心よ
り御礼を申し上げます。
当協会も新執行部体制の２期目を迎えようとしていますが、時代に即した、より活動を行
いやすい組織への組み替えが必要であると考えています。例会、懇親会をさらに充実させ、

会員の皆様のご期待に添え
る協会を目指して行きたい
と思います。超人イチロー
選手は「応援をよろしく」
と言わないことを信条とし
ていました。凡人タイイチ
ローは、そう言ってもおら
れません。2019年度も、会
員の皆さまの「応援をどう
ぞよろしく」お願い申し上
げます。

西日本日独協会の活動報告をする岡嶋会長
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作家が本を出した折、日本では講演会やサイ
ン会が開かれるが、ドイツでは朗読会というの
がよくある。刷り上がったばかりの新刊本や、
まだ原稿の段階の新作を本人が読み上げて、購
買意欲をそそるわけだ。声音、句読点や間の取
り方、トーンの上げ方など、文字通り作家の息
遣いが伝わってきて興味が尽きない。オースト
リアの前衛詩人エルンスト・ヤンドルなどは、
こうした朗読会なしにはその成功はありえな
かっただろう。
以下はゲーテ・インスティトゥートで二ヵ月
間のドイツ文学史講座を受けていた時の、そん
な朗読会の思い出話。クラス担任のシュミット
先生が「すごい才能を持った若手作家が現れ
た。その朗読会が今夕あるから興味のある人は
来なさい」と誘ってくれた。それまでトーマ
ス・マンやカール・ハインリッヒ・ヴァッゲル
ルの自作朗読レコードなら、本を片手に聞い
て、その美しさに酔いしれた経験はあるが、作
家本人による生の朗読会は未体験で、私は心が
躍った。それでも文学作品を予備知識なしでい
きなり聞くだけでは、自分の実力ではまず理解
不能だろうと思えたので、午前の授業が終わる
やいなや本屋に直行し、その処女作を購入する
と、朗読会の時間まで必死で目を通した。
言葉遣いは一見平易なのに、単語の反復が一
種独特で、「なんだ、なんだ、この文体は？」と
面食らっていると、その言わんとする重苦しい
内容に、やがて頭や胸が締め付けられてくる。
美しい詩のリフレーンを読んだ時のような心地
よさはなく、嫌な後味が澱のように脳の底にこ

びりつく。読後感は正直言って、感動よりも困
惑で、このような内容の作品を書く若い女性っ
て、一体どんな人生体験をした人なのだろう、
という多分に野次馬的興味で会場に赴いた。
デビュー作家特有の初々しさも、まして華や
かさもまるでない地味な印象の女性が、堅い表
情で短編をいくつか読み上げていく。本人の声
を通すと、そっけない切れ切れのセンテンスに
ちりばめられた繰り返しの効果が際立つように
思えた。
もしかして質疑応答の時に、「目下、翻訳家を
めざして語学学校でドイツ語を学んでいる身だ
が、将来あなたの本を訳せたらどんなにいいだ
ろう」くらいのお世辞のひとつでも発言できる
かもしれないと、淡く期待もしていたが、その
場になるとそんな勇気は出なかった。「すばら
しい」、「がんばって」、などという地元の文学
ファンたちのありきたりの賞賛や励ましが続く
中で、隣に座っていたシュミット先生がやおら
口を開いたのだ。その才能を褒め称えながら
も、鋭い舌鋒で個々の文章の不備や矛盾を突
き、デビューしたての若い女性作家を壇上でし
どろもどろにさせる先生の批評能力に圧倒され
てしまった。
文芸評論家で私が尊敬してやまないのは、高
校時代に知った小林秀雄と、このブレーメンで
ホームステイしていたころテレビで見た「文学
カルテット」という文芸評論番組のマルセル・
ライヒ＝ラニツキの二人なのだが、シュミット
先生は、明らかに彼らと同様の本物の批評眼を
備えた人物だった。

寄　稿

ブレーメンでの朗読会の思い出

高柳 英子
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この時、そのヘルタ・ミュラーにしてもらっ
た、素人っぽいサインが残された処女短編集
Niederungen『澱み』が今、私の手元にある。あ
れは、この作品ゆえに故郷ルーマニアで出版活
動禁止の処分を受け、西ドイツの出版社の招き
で密かに朗読会をした折のことだったと、それ
からほぼ四半世紀たって、彼女がノーベル文学
賞を受賞して、初めて知った。彼女はあの後、
間もなく正式にドイツに亡命し、ドイツの作家
として着々と頭角を現していったのである。
あの時、先生の呼びかけに応じて朗読会に参
加したクラスメートは、ほんの数名に過ぎな
かったと思う。先生がそれを残念がっていた理
由も、遅まきながらわかった。ドイツに亡命し
てきてすでにここに定住し、職を得ている東欧
圏からの生徒が多いクラスだった。職業上のド
イツ語を必要としており、文学に興味を示さな
かった彼らに、この東欧出身の作家がどう映る
のか、先生は知りたかったに違いない。ヘル
タ・ミュラーがノーベル賞をとった今、シュ
ミット先生と当時の思い出を語りあい、先生の

批評をあらためて聞けたらと、無性に思う。
作家の自作朗読の面白さに目覚めた私は、後
に STIMMEN DER DICHTER『詩人たちの声』
という７枚組の CDを手に入れた。無声映画が
トーキーになったごく初期のころのフーゴー・
フォン・ホーフマンスタールに始まり、今なお
存命している児童文学者の中では一番好きな
ペーター・ヘルトリングに至るまで、ドイツ語
圏の作家たち119名の朗読が録音されており、
その声に耳を傾けることは、私にとって至福の
時間となっている。

（追記）以上の文章は、今から10年前の2009
年、ヘルタ・ミュラーのノーベル賞授賞式典の
報道をラジオで聞きながら、日独協会年報用に
したためたものである。けれどそのすぐあと母
が亡くなり、忙しさに取り紛れているうちに、
締め切りを逃してしまい、お蔵入りになってし
まっていた。今、読み返してみると、末尾に「今
なお存命している」と記したペーター・ヘルト
リングもすでに2017年に故人となっている。大
戦中に小学生だったはずのシュミット先生が今
もご存命かどうかは、寡聞にして知らない。
久しぶりに『詩人たちの声』の CDをかけて、
ゴットフリート・ベンの Worte 『言葉』という
詩に耳を澄ます。詩人のちょっと甲高い声が紡
ぎ出す言葉を聞きつつ、言葉が切れ切れのシラ
ブルへと変容し、その行きつく先の沈黙の世界
に歩み入るその「時」を凝視している70歳に
なった自分が、そこにいる。

（たかやなぎ えいこ　会員、ドイツ児童文学翻訳家）

Herta Müller のサインが入った文庫本『澱み』
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2018年11月11日の日曜日、自宅のTVに映し出
される第一次世界大戦終結から100年の式典（パ
リ）の様子を見ていて、ロストック大学解剖学
教室での一コマを思い出した。1975年のある
日、解剖学の実習中、となりの解剖台を取り囲
む学生たちからざわめきが起こった。高齢男性
の肺の中から銃弾が見つかったのだ。第１次世
界大戦で受けた銃弾だと想像された。それは直
径１cm、長さ３cmほどで、貫通することなく肺
の組織の中に埋もれたままで、男性は50年以上
もの間、1970年代まで生存していたわけであ
る。
学生寮の同じフロアにすむ友人の一人、ゲオ
ルク（いつもはジョージと呼んでいた）の祖父
は、第１次世界大戦のドイツ軍兵士でフランス
との前線にいた。疲れて休んでいたとき、ふと
後ろを振り向くとすぐそこにフランス兵の姿が
あった。お互いに驚いた様子で顔を見合わせた
が、どちらも銃を向けることもなくそっとその
場を立ち去ったとのこと。ジョージ曰く「俺の
じいさんもフランス人も相手に向けて銃を撃ち
たくなかったんだよ」。
ロストックはバルト海に面する港町で、第２
次世界大戦でイギリス空軍の爆撃を受けるまで
は軍事産業の拠点の一つであった。ロストック
の西にシュレースヴィッヒ＝ホルシュタインの
州都キールがある。現在もなおドイツ連邦海軍
の拠点の一つである。現在海軍局はロストック
に置かれている。
1918年10月ドイツ海軍司令部はイギリス艦
隊に対しての絶望的な出撃命令を出した。厭戦
気分が広がっていた水兵たちが命令を拒否し、
11月１日逮捕者が出た。それをきっかけに、11

月３日 キール軍港で水兵たちが反乱を起こし、
兵士と労働者は評議会を設立した。評議会は翌
日11月４日には、戦争の終結、皇帝の退位、自
由な共和国、女性への参政権などの政治的要求
を掲げた。この動きは一気にドイツ各地に広が
り、11月９日には皇帝ヴィルヘルム２世がオラ
ンダに亡命した。臨時政府が作られ、11月11日
休戦協定に調印、第一次世界大戦は終了した。
キールの水兵反乱からわずか８日の出来事であ
る。
翌年1919年１月には、ドイツで初めて女性が
参加した国民議会選挙が行われた。憲法制定会
議が、ベルリンではなくチューリンゲンの小さ
な古都ヴァイマルの、ゲーテとシラーの像を正
面に有するそれほど大きくもない国民劇場で開
催された。ドイツ国民はこの国民議会を通じて
1919年８月11日、ヴァイマル憲法を制定した。
しかしその後、民主的といわれるヴァイマル憲
法の枠の中からヒトラーが現れ、ヴァイマル郊
外のブーヘンヴァルトにも強制収容所の一つが
作られることとなった。小生がワイマールと

1918	―	2018そして2019

宮﨑 亮

ロストック大学（創立 1419 年。今年 2019 年は大学創
立 600 年、ロストック市が都市権を獲得して 800 年の
記念すべき年）の建物の中でも歴史的価値の高い赤煉瓦
造りの解剖学・生理学教室
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ブーヘンヴァルトを訪れたのは1973年で45年
も前のことになるが、強烈な印象が残ってい
る。歴史にきちんと対峙しなければならないと
強く思った原点である。
憲法改正の動き、立憲主義の揺らぎ、議論さ

えないがしろにするデマゴーグの政治。今の日
本において、ヴァイマル憲法から100年の今年、
じっくり憲法のこと、戦争と平和のことを考え
てみたい。

（みやざき りょう　会員、外科医、至誠会木村病院副院長）

12:30 ドイツ語・スピーチコンテスト

15:00 ドイツの旅 （ドイツ観光局）

ドイツ留学について （DAAD）
ドイツのビジネス

（在九州ドイツ系企業）

大阪神戸ドイツ連邦共和国
総領事講演「ドイツと日本の関係」

18:30 表彰式および懇親パーティー

＊イベント詳細 と
懇親パーティ参加申し込み
（ ６月３０日締切）：
http://www.hum.fukuoka-u.ac.jp/ger/deta

＊会場にて、写真コンテスト 「九州におけるド
イツ」応募作品を展示します。

年 月 日 土
福岡大学文系センター棟
福岡市城南区七隈８丁目

共催： 大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館、ドイツ学術交流会（DAAD)、福岡大学ドイツ語学科・福岡女子大学・九州大学のドイツ語教員
後援： オーストリア文化フォーラム東京、大阪ドイツ文化センター、日本独文学会西日本支部、西日本日独協会、在九州ドイツ系企業、

ドイツ観光局（DZT)、在日ドイツ商工会議所

大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事をお招

きし、最新ドイツ情報満載の特別イベント

《ドイツの日 in ふくおか》を開催します。

ドイツファンの皆さま、お誘い合わせの上、

是非ご参加ください。 日本語通訳付き、参加無料
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2016年夏、バイエルン独日協会との若者交流
事業で福岡にやってきて我が家にホームステイ
したウルリッヒ・シュライバー君（愛称ウー
リ）が2018年11月、再び福岡にやってきた。前
年の2017年10月、私と孫娘の莉早は彼が通う大
学のあるバイエルン東部の町パッサウを訪れ、
一緒に楽しい時を過ごした。別れ際に「司法試
験に合格し、大学を卒業したら来年11月にまた
日本に行きます」と言っていた彼の約束が実現
したわけで、実に嬉しいことだった。
彼は上級公務員採用候補者として法律事務所
でインターンシップに従事しながら、さらなる
難関の国家試験を受けることになるのだが、そ
の前にしばらく時間的な余裕があるということ
で、オーストラリアに２ヶ月、日本に１ヶ月、
インドとネパールに合わせて約３週間の「小さ
な世界旅行」を計画した。
2018年８月末にミュンヘンを出発し、まず
オーストラリアで１ヶ月、環境保護団体でボラ
ンティア活動をし、後半の１ヶ月はオーストラ
リア各地を旅行したり、海でダイビングを楽し
んだりしたとのこと。魚の群やイルカ、鮫と一
緒に泳いでいる写真を見せてくれた。
そして11月１日、ウーリは元気な笑顔で福岡
空港に到着。ちょうど１年ぶりの再会だ。九州
には12日間の滞在予定である。まず11月３日か
ら別府の私の大学時代の友人宅に連れていき、
初日は別府の地獄巡り、翌日は友人の車で国東
半島一帯にある宇佐神宮、富貴寺、両子寺、熊
野磨崖仏などを見てまわった。ちょうど「六郷
満山1300年」という節目の年にあたるというこ
とだった。

午後早めに日独協会岡嶋会長お勧めの素敵な
由布院のホテルに到着。紅葉に包まれた雄大な
由布岳をのぞみながら温泉につかり、夕方には
街に出て金鱗湖までの散策を楽しんだ。燃え立
つような鮮やかな紅葉が金鱗湖に映えて美し
かった。
日本に来る前、五家荘に行きたいというメー
ルを貰っていたので、山好きの夫が九州山地
（阿蘇、高千穂、椎葉、五家荘）を車で巡る３泊
４日の旅を計画した。11月５日、由布院に迎え
に来た夫の車で３人での旅が始まる。
阿蘇ではこの日は中岳の火口の縁まで行くこ
とが出来、ウーリは身を乗り出して噴煙の上が
る火口を興味津々の様子でのぞき込んでいた。
南阿蘇で一泊したあと、神話伝説の地、高千
穂へ。天岩戸神社参拝後、天安河原へ向かう。
神話の舞台である大岩窟まで渓流沿いの遊歩道
を歩く。ウーリは自然豊かなこの山中の谷間の
そぞろ歩きをとても楽しんでいるようだった。
高千穂神社参拝のあと高千穂峡へ。楽しみにし
ていたボート遊覧。ウーリが漕いでくれたの
で、私達はゆっくり景色を楽しむことができ
た。そそり立つ断崖、木漏れ日の中で輝く紅葉、
静かな青い深淵、流れ落ちる大小の滝に陽が射
し、虹がかかって美しい。
次に訪れた平家の里、椎葉では国指定文化財

「鶴富屋敷」を見学。800年以上前の平家の落
人、鶴富姫と源氏の将、那須の大八郎の恋物語
の舞台である。飴色の板戸や太い柱や梁、座敷
の中央にある囲炉裏には炭火が赤々と燃えてい
る。私たちはその周りで椎葉の美味しいご馳走
をいただいた。足付き漆塗りのお膳には、椎葉

ウルリッヒ・シュライバー君再来日	
―	4カ国を巡る	Eine	kleine	Weltreise	―

立花 雅子
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の食材―山女魚、鯉、鹿や猪の肉、山菜、茸な
どを使った素朴な料理が並べられ、それを肴に
夫とウーリは日本酒を酌み交わし、とても楽し
そうだった。ウーリはこれらの椎葉の珍しい料
理を前にして、「一生忘れられない！」と感激し
ていた。平家の時代から代々続く那須家の当主
が隣家で民宿を営まれており、宿泊客は「鶴富
屋敷」で食事をとることができるのである。
11月７日、椎葉を出て昼12時前に白鳥山登山
口の峰越に着く。峠の草原にシートを敷き、心
地よい秋の日差しを浴びながら、宿で用意して
貰ったおにぎりの昼食をとる。その後、夫と
ウーリは白鳥山の頂上まで登山。わりと平坦な
ルートであったが私は途中でギブアップ、のん
びりと椎葉の山奥の風景を楽しみながら二人が
戻るのを待つ。峰越を出て、椎葉と同じく平家
落人伝説の地、五家荘に向かう。途中、奥深い
山々に広がる紅葉は溜息が出るほどの美しさ
で、このような深山の自然の素晴らしさを目に
することが出来る幸せを感じた。
11月８日、旅行最終日は五家荘見学―平家の
歴史資料が展示されている「平家の里」、平家・
緒方家、菅原家・左座家を見学。五家荘でも行
く先々で驚くほど美しい紅葉が私たちの目を楽
しませる。

福岡へ帰る車の中で、ウーリに今回の旅行で
印象に残ったのは何かと問うと、一に紅葉、二

に食事、三に温泉という答えが返ってきた。旅
行中ずっと好天に恵まれ、晴天の下、輝くばか
りの鮮やかな紅と黄金色の見事な紅葉は、彼の
心に強い印象をとどめたようだ。
11月10日、ウーリは福岡大学で行われた日独
協会の例会に招待され、２年ぶりにお会いする
方々との再会、初めてお会いする会員の方々と
の交流をとても楽しんでいた。
11月12日に福岡を発ち、広島、大阪、京都、
奈良、東京と巡り、11月28日までウーリは日本
滞在を大いに楽しんだようだ。関西での１週間
の滞在では、2016年の全国日独協会連合会総会
以来親しくさせて頂いている大阪日独協会事務
局長の和田展子さんに、宿泊先の手配、高野山
への案内など大変お世話になり、そのご親切に
心より感謝している。１年前、ウーリとパッサ
ウで会った孫娘の莉早は、社会人１年目で宇都
宮在住だが、仕事が休みの日に大阪と東京で２
回、一緒に楽しい時間を過ごしたとのこと。

11月28日、ウーリはインドのムンバイに向け
東京を発ち、約３週間インドに滞在、その間ネ
パールの高山のトレッキングツアーに参加し、
恐ろしいほど深い谷間にザイルをつけてバン
ジージャンプをしたという。フェイスブックで
その動画を見たが、いつも冷静で知的な雰囲気
を持つ彼があんな勇敢な冒険をやるとは驚き
だった。クリスマス直前の12月22日にウーリは

五家荘「山女魚荘」にて

日独協会 11月例会にて
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家族の待つミュンヘンへ無事帰った。2016年に
ウーリと一緒に福岡に来た兄のトビーアスは医
師の国家試験に見事合格し、今後は様々な専門
分野の実習と臨床を始めるとのこと。シュライ
バー兄弟の将来が楽しみだ。４ヶ月にわたる外
国旅行はウーリのこれからの人生の中でどのよ
うな意味をもつのだろう。異文化の外国での

様々な体験は、きっと彼の人生の貴重な糧にな
るにちがいない。2016年のバイエルン独日協会
との若者相互交流をきっかけに、今後も様々な
レベルで交流の輪が広がっていくのではないか
と期待している。

（たちばな まさこ　会員、元高校教員・英語）
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私の語学遍歴

中里 公哉

中学生の頃、将来は航空機の設計者になりた
いと思っていた。そのためには、数学、物理、ド
イツ語が必要なので勉強しなければと思い、一
生懸命取り組んでいた。高校３年の時、第二外
国語でドイツ語の授業がある（当時は､ 引き揚
げ者、軍隊から戻った人、旧制高校の人が編入
され英語を知らない人が多かったため）ことを
知り、早速受講した。先生は九大の山川丈平助
教授で、生徒は少人数のためか、とても親切に
教えてもらえた。教科書は旧字体（ひげ文字）で
フリードリヒ・ヘッベルの『手の震える理髪屋』
が使用された。当時はドイツ語が航空機の設計
に役立つと思い、真面目に学んだ。やがて大学
入試、先生からドイツ語で受験してはどうかと
言われ、英語は遠慮して（そのため将来苦労し
た）ドイツ語で九大を受験し無事合格した。
教養部の前期は高校の時と同じ山川先生がド
イツ語担当で、同じ教科書であったため、授業
をさぼって文系の他の講義を受けていた。前期
の語学のテストはドイツ語で受けたが、高校の
一年間に習ったのと違って進度が早かったせい
か、分からないことが多く、見事に欠点となっ
た。後期が始まる頃、国立大では初めての女性

助教授で、フランス帰りで美人の城野節子先生
のフランス語の講義が始まることを知り、興味
もあり、早速文系の連中とともに受講した。教
科書は『赤と黒』で熱心に勉強し、後期は無事、
合格であった。
その後、航空会社（日本航空・JAL）に入社し
て５年目に、イギリスのダービーにあるロール
ス・ロイスでコンウェイ・エンジン整備の資格
を取得するため出張となった。講師のなまりの
ある英語がさっぱり分からずに悩んだが、筆記
テストでは、既に航空自衛隊で習っていた
ジェットエンジンと類似のものについて問われ
たため、見事満点で合格した。他の受講者は英
空軍の整備兵で、ジェットエンジンがよく理解
出来ないためか、彼らには不利であった。その
ため、送別会では代表してスピーチをさせられ、
「アンジョン」（講師の訛りでエンジンのこと）
の意味が最後まで分からなかったと言ったら拍
手大喝采であった。
２年後、南回り欧州線開設のためフランクフ
ルト駐在員となった。ドイツ語が役に立つと
思ったが全くの的外れで、学校で習った文法の
「デル、デス、デム、デン」など必要なく、一番
使う言葉は「カプット」（壊れている）と「レパ
リーレン」（修理する）であった。当時は、委託
先のルフトハンザの連中は英語が出来なかった
ので、彼らの扱ったことの無い「コンベアー
880」機の故障を説明するのに死に物狂いの毎日
であった。その後、ハンブルクに転勤になった
のだが、今度は事務所や社宅設置の交渉にドイ
ツ語が役に立った。傑作だったのは、同年のド
イツ人の友人 L君が祖母から受け取った手紙が
「ひげ文字」のため読めないと云うので読んで
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やったことである。彼らは、ヒットラー・ユー
ゲント時代から全国的に「ひげ文字」の使用が
禁止されていたために読めなかったのである。
私の高校時代のドイツ語が役に立った次第であ
る。また、彼が日本に出張した時に、東京のク
ラブに行きＫ子さんという女性と知り合った。
その彼女から日本語で書かれたラブレターが届
くので、翻訳を毎度頼まれた。返事はドイツ語
を日本語に翻訳して送ったが、私が双方の手紙
に極めてオーバーな言葉遣いで愛情表現をした
ために、結局結婚まで発展してしまった。数年
後にフランクフルトにやってきた彼女は、彼よ
り10歳年上で美人であったが、ひどい東北弁で
言葉が分からず困ってしまった。今はどうして
いるか気にかかるところである。
帰国して間もなく、小学館でフランス語大辞
典が編集されることになったが、航空用語のフ
ランス語要員がいないとのことで呼び出しがか
かり、約一年間、辞書編集に携わった。航空用
語は意外とフランス語が多く、エルロンなど約
2,000語を収集して編集に寄与した。特に、友人
のエール・フランスの客室乗務員から最新の情
報が得られたことが役に立った。『ロベール仏和
大辞典』の執筆者の中に自分の名前が掲載され
ていてうれしかった。
その後モスクワに転勤になり、今度は全く未
知のロシア語との戦いになった。習ったのが女
性であったため女性言葉になり（ロシア語は日
本語のように分かれている）、公式の場では恥ず
かしくて喋れなかった。しかし税関吏や年寄り
にはドイツ語をしゃべる人が多く、助かった。
一番愉快であったのが、モスクワに乗り入れて
いる航空会社（東欧・北欧が中心）の支店長会
議で、全員が独、露、英のミックス言葉を喋る
ので母国語のように通じたことであった。また、
ロシア語のキリル文字を覚えたので、これを
ローマ字表記に応用して、現在でも内緒のメモ
で利用している。

数年後、今度はロンドンに転勤になり、支店
長であったが、多くのマネージャーはイギリス
人で、ブリーフィング（打合せ）の時など相手
から「分からん」とぼやきが出て困ってしまっ
た。特に若い連中はコクニー（下町言葉）で喋
るので参ってしまい、その後の採用試験は私が
同席して、BBCイングリッシュ（放送英語）を
喋る者を採用した。なお、ロンドンでは欧州支
配人室も兼務していたので、デュッセルドルフ、
ミュンヘン、ベルリン線開設作業にも従事でき
て、ドイツ語を使うチャンスが多かった。
その後、帰国して役員になった。その年、JAL

が世界で一番大量に GE製のエンジン（800億円
以上、１基約10億円）を購入したので、オハイ
オ州シンシナティーにあるGE本社で560人の管
理職に、「なぜ JALが GEエンジンを選んだか」
を話す羽目になった。逃げることが出来ず、羽
田にいる GEの駐在員に発音などの特訓を受け
たのち、ロスアンジェルスまで迎えに来たGEの
ビジネスジェット機に乗り、大陸を横断して当
地に乗り込んだ。その日、街を散歩していたら、
街頭の広告塔に、でかい小生の写真が貼ってあ
り「明日のGEの講演会に市民も参加してくださ
い（＄10）」と書いてあったので驚いた。当日、
１時間のスピーチは何とか無事に終わった。質
問は一般市民の日系２世からが多かったので日
本語で答えられて助かったのだが、いずれにせ
よ、わが人生で最も厳しい語学の試練であった。
この時、会話の言葉は文法より度胸が優先する
ことと、聞き手の聞こうとする心理をうまくつ
かんで、そこのところを強調することが大切で
あることを認識した。
現在は気になる隣の国の言葉、ハングルを勉
強中であるが、年のせいか覚えが悪く苦戦して
いる。語学は若い時代にもっと習得すれば良
かったと思っている。

（なかざと きみや　会員、元日本航空勤務）
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「故中村昭さんを偲ぶ・会員による音楽会2018」のご報告

岡嶋 泰一郎

５月の例会は、３年ぶりの会員によるコン
サートとなりました。５月24日木曜日の午後６
時半開演、場所はKKRホテル博多の「レグルス」
です。このコンサートの企画を中心的に進めて
いただいていた会員の中村昭さんが、大変残念
なことに今年初めにご逝去されました。一時は
コンサートの中止も考えましたが、中村さんの
ご尽力を無にすることなく、そのご遺志を継い
で残った会員で行おうということになりまし
た。山崎勝幸さん、村上康子さん、岡嶋美佐子
さんを中心に、鋭意準備が進み、この日の開催
に至りました。今回のコンサートは「故中村昭
さんを偲ぶ・会員による音楽会」と題し、中村
さんの奥様、お嬢様にもご来場いただきました。
コンサートの開始前には、中村さんを偲び、全
員で黙祷を捧げました。また池田紘一前会長よ
り、中村さんのお人柄や、当協会の国際協力部
門での多大なるご功績が述べられ、改めて失わ
れたものの大きさを感じました。
当夜のプログラムを添付しておりますが、
ヴァラエティに富む、すてきな構成となってい

ます。司会は山崎勝幸さんと村上康子さんのお
二人。コンサートは、瀬戸泰生さんによるドイ
ツ民謡の独唱で始まりました。《眠りの精》や
《ローレライ》など、素朴なドイツ民謡数曲が原
語で歌われ、当協会のモットーである「ドイツ
好きの集まり」にふさわしいものとなりました。
２曲目は村上悠さんによるベートーベンのピア
ノソナタ《悲愴》第２楽章。静かに奏でられた
その温かい旋律は、中村さんの魂を安らぎで満
たしたことでしょう。３曲目は当協会の前副会
長、北芝幹怡さんが属する男声合唱団、ゴール
デンボーイズによる《黒田節》と《荒城の月》。

例会と催し

5月例会 Mai
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指揮は分山邦子さん、ピアノは菊池啓子さん。
男声合唱の迫力ある響きを堪能しました。４曲
目はセヴラックの《祭り～ピュイセルダの思い
出に》。中村さんとの共演が予定されていた竹下
亜希子さんのピアノ独奏でした。５曲目はトー
ンチャイムの演奏で、バッハの《主よ人の望み
の喜びよ》。会員有志とシェーネムジークの皆
様、そして藤原恵子さんのピアノによる共演。
会場に心温まる音色が響き渡りました。この
トーンチャイムは、池田前会長の時に購入して
いただいたものです。以後クリスマスコンサー
トなど、機会あるごとに、会員やお子様たちが
好んで演奏し、大活躍しています。
６曲目はバリトン独唱で、シューマンの歌曲
集《詩人の恋》より《美しき５月に》、それと武
満徹作詞作曲の《小さな空》。歌は私、岡嶋泰一
郎、ピアノは岡嶋美佐子さん、藤原恵子さんが
担当しました。《小さな空》は中村昭さんに捧げ
る曲として選びました。７番目はスヴェン・ホ

ルストさんによる舞で、観世流仕舞《海女（玉
ノ段）》。見事なパフォーマンスの後に、舞の意
味を日本語で解説して下さいました。８曲目は
サン=サーンスの《オーボエソナタ》（Op.166）
より第２、３楽章。オーボエ独奏は徳山奈美さ
ん、ピアノは竹下亜希子さんでした。生前、中
村さんが徳山さんに出演をお願いしており、今
回の出演を快諾していただきました。そして、
第９曲目は中村さんのお嬢様、河原祐美子さん
によるピアノ独奏。中村さんが愛したドビュッ
シーの《月の光》、そして中村さんが今回のコン
サートで演奏する予定だったショパンの《ノク
ターン第20番：遺作》、この２曲を演奏していた
だきました。なんだか中村さんが弾いているよ
うな錯覚に陥り、深い感動を覚えました。最後
は山崎勝幸さんの指揮、藤原恵子さんのピアノ
で全員による合唱。ジルヒャーの《ローレライ》
を声高々に歌い、当夜のコンサートを終了しま
した。
きっと、中村さんも会場のどこかでお聴きに
なっていたことでしょう。コンサートが無事に
終わり、あの温かい微笑みを浮かべられている
ことと思います。出演者の皆様、お聴きいただ
いた方々、また開催に向けてご尽力いただいた
山崎勝幸さん、村上康子さん、岡嶋美佐子さん、
事務局長の藤野成爾さん、事務局員の喜多村由
布子さんに心より御礼を申し上げます。

（おかじま たいいちろう　会長、社会保険仲原病院 
院長、国立病院機構小倉医療センター名誉院長）

中村美奈子さんと河原祐美子さん
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2018年５月25日に「中村昭氏追悼音楽会」が
KKRホテル博多にて行われました。この音楽会
は、昨年１月に急逝された中村さんが１年程前
から中心になって企画されていて、開催に向け
て大変尽力され、とても大切にされていらした
催しでした。私も中村さんにお声をかけて頂
き、ブラームス作曲の《ハンガリアン舞曲第１
番》、《第５番》を一緒にピアノで連弾という形
で演奏する予定にしており、大変楽しみにして
いました。会員の皆様のお力で、中村さんの愛
した音楽で中村さんを偲ぶ会として音楽会が実
施の運びとなったことに、多くの方から尊敬さ
れ愛されていた中村さんのお人柄を感じまし
た。
音楽会は、合唱、独唱、オーボエ演奏、ピア
ノ演奏など様々な形態による音楽が演奏者に
よって心を込めて奏でられ、素晴らしい時間で
した。その場にいらっしゃった皆様全員の中村
さんを想う温かく柔らかな気持ちで満たされ
て、それと共に中村さんがこの場にもういらっ
しゃらないという大きな悲しみが押し寄せ、涙
の止まらない時間でもありました。特に、音楽
会のために東京からいらして下さった中村さん
のお嬢様のピアノ演奏には大変感慨深い思いを
抱きました。演奏されたドビュッシー作曲《月
の光》とショパン作曲《ノクターン第20番：遺

作》は、中村さんが一番好きだと仰っていらし
て、「次はこの２曲の練習を始めたい」と伺って
いた曲です。
常に音楽、特にピアノに対する並々ならぬ情
熱を持たれていた中村さんとの出会いは、当時
師事していた先生のピアノセミナーでの事で、
約20年前になります。当初から研鑽と努力を惜
しまない中村さんの姿は、ピアノセミナーの皆
様の目指す姿であり、中村さんとお話をする度
に、ピアノを練習し演奏をする原点は「音楽を、
ピアノの音を愛しているから」である事に気付
かせて頂きました。また、長年に渡り私の事を
孫のように気遣い応援して下さり、無償の愛を
注いで下さいました。そんな中村さんの優しさ
が大変心強く、そっと背中を押して頂いている
ようでした。
中村さん、天国で大好きな音楽に囲まれて暮
らしていらっしゃると思います。今までありが
とうございました。感謝の気持ちでいっぱいで
す。でも、もっともっと中村さんとたくさんお
会いしてお話をしたかったです。とても悲しい
です。中村さんが笑顔でいて下さるようにこれ
から歩んで行きたいと思います。

（たけした あきこ　会員、ピアニスト）

「故中村昭さんを偲ぶ・会員による音楽会2018」と中村昭さんに寄せて
竹下 亜希子
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§　近世の曙
中世12世紀ころ
のフランス医学で
は、医学校で正式
に外科学を習得し
た外科医と、ラテ
ン語を理解せず、
経験的に技術を習
得していた理髪外

科医（barbier chirurgien）が存在した。外科医
はラテン語を使用し僧職を兼ねていて、血液を
見ることを忌み嫌っていたため、実務は理髪外
科医が受け持っていた。現在でも理髪店の前で
見かける三色（赤・白・青）の円筒形の回転灯
はその名残である。
いずれにせよ、外科医の地位は内科医より低
くみなされていた。近世においてフランス医学
の巨頭はAmbroise Paré （1509－90） である。彼
の遺した「私が処置し、神がこれを癒し給う」
という有名な言葉に、医療の本質が表現されて
いる。漸く近代への兆しが見えたのはフランス
革命からである。

§　「病院医学」の始まり
フランス18世紀には啓蒙主義があり、加えて
近代へ舵を切るフランス革命（1789年）がすべ
ての旧体制（ancien régime）を打破した。すな
わち、真実を探る精神が沸騰した。新しい医学
校が宗教色とラテン語による教育を払拭して、
新教育制度のもとに発足し、同時に医療制度も
改革された。具体的には医学校と病院が連携
し、外科学の勃興による地位向上や内科系の刷

新も行われた。医師の修練にはナポレオンが制
定した厳格なコンクールによる選抜を経なけれ
ば、上級医への登用は有り得なかった。またす
べての事実は病院のベッド・サイドで見出さ
れ、応用され、解剖室で実証された。スキン
シップを伴う診察と統計が重んじられた。換言
すればこの時代の医学の特色は具体性であっ
た。これらを E.H. Ackerknecht（1906-88）は
「病院医学」（la médecine hospitalière）と名付け
た。理髪外科医はこの時点で消滅した。
当時の新興国アメリカの若い医師も競ってパ
リに留学した。今日のアメリカ医学の隆盛はこ
のシステムを臨床医の訓練に採用したのが一因
と考えられる。このことは案外知られていない。
この時代のモットーは「あまり読むな、見るこ
と、為すことを多く」（Fourcroy）、「病気を見ず
して、病人を見よ！」（Pinel）などであり、これ
らの言葉で医療の本質はよく表現されている。
後世まで名を遺して、世界各国の教科書に記
載されている当時の人達には、外科系には
Desault、Dupuytren、Lisfranc、Malgaigneなど
があり、内科系には Bichat、Pinel、Laënnec、
Charcot、Babinskiなど枚挙にいとまがない。ま
たアメリカのみならず、ドイツ、イギリス、ロ
シア、スペインなどからも多くの医師達がパリ
に留学したのは、この当時のパリが臨床医学の
メッカであったことの証左に他ならない。

§　「病院医学」の反省
しかし、19世紀に入るとドイツの「研究室医
学」（la médecine de laboratoire）が勃興開花し、
基礎医学や顕微鏡医学などが発展した。これが

近世から現代へのフランス医学の流れ	
―	付・本邦へのドイツ医学導入雑感	―

小林 晶

6月例会 Juni
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フランスに危機感を生じさせたのは当然であっ
た。当時のドイツでの細菌学、病理学の進歩は
世界に冠たるものがあった。Koch、Virchow、
Behring、Ehrlich、Helmholtz、Müllerなど人口
に膾炙している名前を挙げるだけで十分であろ
う。その結果、フランスの基礎医学も Bernard、
Pasteur、Magendieなどを輩出し、基礎医学へ
の回帰も見られた。こうして現代のフランス医
学の基盤が形成されてゆく。
しかし、筆者のフランス留学時の体験では、
少なくとも「病院医学」の医療体制と医学教育
は脈々と受け継がれているのを実感した。筆者
が教育を受けた1950年代のわが国では未だド
イツ医学システムであり、そこにはフランス医
学とは異なる様々な経験がある。優劣はともか
く、優れた臨床医の養成にはフランス式があっ
たならば、というカルチャーショックがあった
ことは確かである。

§　明治新政府は何故ドイツ医学を採用したのか
わが国に西洋医学をもたらしたのは、1557年
ポルトガル人 Luis Almeidaである。鎖国（1635
年）以後、長崎にオランダ医学（以下蘭学）が
導入されるようになった。
明治新政府は新しく西洋医学を採用する方針
をたてた。維新早々の医学校（後の東大医学部）
取調御用係であった相良知安（肥前佐賀藩出
身）と岩佐純（越前福井藩出身）は、いずれも
長崎と佐倉順天堂で蘭学を学んでいた。両者
は、それまで学んだ医学書はほとんどがドイツ
で出版されたもののオランダ語訳であることを
知って、ドイツ医学に大いに関心を寄せた。彼
らは1869年（明治２年）権

ごんのだいじょう
大丞（現在の厚労大

臣あるいは大学医学部長に相当）に栄進してい
て、大きな発言権を持っていた。
折から新政府の開成学校（後の東大）教頭ア
メリカ人 G.F. Verbeck（1830-98、当時からフル
ベッキと呼ばれていた）が居て、諮問を受けて

言下にドイツ医学の優秀性を説いた。この事実
が大きく影響し、さらに新政府の国是であった
富国強兵は、プロシア宰相ビスマルクが主導す
る「鉄血政策」（Eisen und Blut）と共鳴するこ
とが大きく、1869年（明治２年）ドイツ医学採
用に決定したのである。ドイツ人医師Müllerと
Hoffmannが教師として来日したのは、1871年
（明治４年）のことであった。これから本邦にお
けるドイツ医学を基本とする医学教育が、第二
次世界大戦が終ってアメリカ医学が滔々として
流入して来るまで続くことになる。
一方、戊辰戦争以来、新政府軍には英国大使
館付の英国人医師William Willis（1837-94）が
いて活躍し、技術の評価も高く、英国医学の採
用を推す意見もあったが、ドイツ医学を排除す
るまでには至らなかった。因みにWillisはその
後、薩摩藩に移住する。
ここで一つのエピソードを紹介しよう。戦前
には本邦には脚気という疾患があった。この原
因を巡って英国で学んだ医師高木兼寛（東京慈
恵会医科大学の創始者）は、海軍軍人の食事を
観察して、栄養摂取に原因があることを発表し
た。これに反対したのは東大医学部出身の医師
達で、感染説や中毒説などを主張した。この中
にはドイツで衛生学を学んだ森鴎外も含まれて
いた。その後の研究で脚気はビタミンB不足に
よるものと判明したのは周知のことである。ド
イツ医学と英国医学の考え方の相違のエピソー
ドとしてよく引用される事柄である。
医史学の泰斗、小川鼎三東大名誉教授が指摘
したように、『解体新書』（本邦初の組織的な解剖
学翻訳書で1774年、安永３年の出版、原本はド
イツで出版されたもので、オランダ語版から日
本語に翻訳された）の時代に、もし西洋医学の導
入があったら、そしてその際、臨床医学のフラン
スにおける進歩の実情を当時のわが国とフル
ベッキが認識していたならば、ドイツ医学では
なくフランス医学となったに違いない。ドイツ
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医学導入の功罪については、ここでは論じない。

§　整形外科学の起源
筆者は医学部を卒業して進む道として、迷う
ことなく臨床の中でも「整形外科学」を選んだ。
そのことについて少し歴史的なことを述べてお
きたい。
整形外科学の濫觴はフランスに在る。リヨ
ン出身の Nicolas Andry（1658-1742）は1741
年 L’orthopédieという題の書物を出版した。こ
こにある orthopédieは Andryがギリシャ語の
「真っ直ぐ」を意味する orthosと小児を意味する
pais、paidionを合成した語で、すなわち「小児の
変形を矯正する」ことを表わしている。この書物
の内容は小児の体の変形発生を予防し、基本理
念として変形を遺したままにするのは創造主に
対する冒涜であり、絶対に避けなければならな
いと結論している。orthopédieはその後の歴史的
変遷の中で、小児だけでなく成人も対象に含め
て、手術的治療法の導入があって現在のように
近代化した。すなわち、骨・関節・筋肉などの運
動器を対象とする専門科として存在している。
その象徴として世界中のどの国でも、整形外科
学会が採用しているロゴマークとして「彎曲し
ている木の矯正」がある（図参照）。これはAndry

と整形外科学治療の基本概念として、印象的で
ある。本邦ではシンボルとして桜の木で描き、多
くの機会に利用されている。

この orthopédieを本邦で最初に掲げたのは、
東大整形外科初代教授田代義徳であった。翻訳
するのに漢学者の意見も徴して、清時代の康煕
字典から「整」の字を選んだのである。時に
1906年（明治39年）のことであった。この「整」
は「之を束ねて、之を打ち、之を正す」意味が
あり、原意に合致する、としたのである。
この命名の経緯の重みを考えると、現代のわ
が国におけるマスコミなどが美容外科あるいは
形成外科的手段を、軽薄に「整形外科」と呼ぶ
可笑しさと烏滸がましさが理解できる。形成外
科 は plastic surgery、 美 容 外 科 は cosmetic 

surgeryで、整形外科とは全く治療対象も概念
も異なり別の領域である。日本語で「セイケイ
ゲカ」とだけ発音すると混同し易く、とくにマ
スコミが好んで「顔をセイケイする」と表現す
るときに、医学を学んだものとしては違和感を
覚えるため、念の為記す次第である。

§　結び
筆者が体験したフランス医学の一つの時代の
特徴を歴史的観点から述べた。すなわち「病院
医学」の体制である。また、ドイツ医学が本邦
に導入された経緯を略述した。最後に筆者の専
門としている整形外科学の本質を紹介した。や
や牽強付会かもしれないが、筆者の率直な意見
として御寛容をお願いしたい。

（こばやし あきら、福岡日仏協会会長）

図：整形外科学会のロゴマーク
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７月例会に、デュースブルクのギムナジウム
で日本語教員として教鞭を執られている松尾馨
さんをお招きすることができた。馨さんはま
た、当地における継承日本語クラブ「でんでん
むし」の主催や、平成29年までドイツで活躍中
だったサッカー選手安藤梢さんの通訳など、幅
広い活躍をされてきている。
馨さんとの出会いは昭和40年代、私が小学校
低学年、彼女が幼稚園前の頃。母親同士が友人
だったご縁で、家族ぐるみのお付き合いの中、
それぞれの弟妹も交えてよく遊んだものだ。当
時の記憶はぼんやりしているが、小さいながら
も利発な「馨ちゃん」のとにかく人懐っこい笑
顔だけははっきり覚えている。数年後に我が家
の転居のためお別れして以来、彼女が国際結婚
をしてドイツに渡り、日本語教員として活躍さ
れていることは私の母を通して聞いていたが、
次にお会いしたのは実に30年あまり後の平成
21年、お互い子供をもつ母親になってからのこ
とだった。
その後、母の紹介により、馨さんのお母様松尾
倶子さんが主催される「NPO法人 がんを学ぶ青
葉の会」（以下「青葉の会」）での馨さんの講演
を、わが協会会員の立花雅子さん、垣本知子さ
ん、村上康子さんと共に聴く機会があった。感
銘を受けた我々はぜひ日独協会の例会でもお話
しいただけないかと打診したところ、ご快諾を
いただき、馨さんの帰国に合わせた７月、講演
が実現した次第である。

「平和への言語教育」と題する講演は、「青葉
の会」の会員にも多数ご参加いただいた中、馨
さんによる聴講者へのインタビューも交えて、
盛況裏に終わった。ドイツでの豊かな教員経験
からお話しくださったのは、人間同士の相互理
解やさまざまな問題解決のために「冷静に話し
合うこと」が重要であり、そのための技術を身
に付ける語学教育、これがひいては「平和教育」
へと繫がるということ。そして、ご自身もドイ
ツ人の夫との間に男の子をもつ母親として、
「継承語」という観点を強く意識されており、日
本をバックグラウンドにもつ子供たちの指導の
様子をたくさんの映像と共に解り易く楽しく報
告してくださった。日独協会には、語学教育に
携わる方も多い。こうしてドイツの語学教育の
理念を学ぶことは大変有意義なことだったので
はないだろうか。私自身も、語学教員の端くれ
として、またドイツを母方のバックグラウンド
にもつ身として、多くの示唆に富むお話に聴き
入った。懇親会では倶子さんの痛快なトークに
魅せられ、また小黒康正先生と「青葉の会」と
の不思議なご縁の話に、繫がりの輪がぐるりと
周ったのを感じた。
幼い頃とちっとも変わらない人懐っこい笑顔
の「馨ちゃん」がこのようなご縁を取り持って
くださったことには、感慨深いものがある。ま
たいつか続編を期待してもいいだろうか……。

（とう まり　会員、福岡女子短期大学非常勤講師）

松尾馨氏	講演「平和への言語教育」

笑顔がつなぐ平和への教育
藤 真理

松尾馨さんは日本語教育がご専門。ドイツ在住。ギムナジウムで日本語を教える他、日本をルーツに
持つ子どもたちのための日本語クラブ「でんでんむし」を主宰。例会では、欧州評議会の言語教育の理
念やドイツの外国語教育の理念と実践例について、お話しいただいた。

7月例会 Juli
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音楽家、音楽ファンの多い本協会の卓話に、
松野正邦氏ご推薦の蒜山郷土博物館館長であ
る前原茂雄氏にお越しいただいた。氏のご専門
である歴史学的、博物学的関心が音楽に亘ると
かくやと思えるほど、貴重な音源と映像資料の
コレクションの一部をご披露いただきながら、
ベルリン・フィルの歴史と未来とが語られた。
1882年に産声を上げるベルリン・フィルは、
30代以下の男性演奏家60名が自主組織として
結成した楽団であった。数多あるドイツの名だ
たるオーケストラのなかで、一躍世界に躍り出
ることとなったのは、1887年ハンス・フォン・
ビューロー（1830-94）の常任指揮者就任に負う
ところが大きい。フランツ・リスト（1811-86）
の娘にして、ビューローの妻、のちにリヒャル
ト・ヴァーグナー（1813-83）の妻となるコジマ
（1837-1930）をめぐる逸話は有名であるが、
ヴァーグナーのライバルであったヨハネス・
ブラームス（1833-97）を援軍に引き入れ、ブ
ラームス自身が自らの交響曲を指揮する世界
公演を楽団草創期に成功させている。
続いて1895年に常任指揮者就任のアル

トゥール・ニキシュ（1855-1922）が、ベルリ
ン・フィルを大きく展開する。すなわちドイツ
とオーストリアの古典およびロマン派に加え、
当時の「現代」音楽を積極的に取り入れたこと
である。グスタフ・マーラー（1860-1911）やリ
ヒャルト・シュトラウス（1864-1949）などが登
壇し、オーケストラとしての機動性が高めら
れ、柔軟性が培われてゆくこととなる。
後を引き継いだヴィルヘルム・フルトヴェン
グラー（1886-1954）を歴史が翻弄した仔細が紹
介される。ユダヤ系演奏者排斥への抵抗や、演
目の制限への葛藤、ゲッベルスとの確執、戦時
のフィルハーモニー・ホールの消失による流
浪、戦後の非ナチ化裁判による２年間の活動禁
止とあまりに劇的な復帰公演など、様々な困難
の上に立つフルトヴェングラーのカリスマ性
が、音源と映像とともに鮮やかに示された。
後任のヘルベルト・フォン・カラヤン（1908-
89）が、ライバル指揮者や人気指揮者を排除
し、独裁的な体制を築いた反面、レコード、
CD、ビデオ、LDを通じて推進した国際化戦略
や、それに伴う収益の還元による楽団員の地位
向上への貢献などが説明される。
キーワードは国際化である。国際化を継承す
る穏健派のクラウディオ・アッバード（1933-
2014）と革新派のサイモン・ラトル（1955-）、
後者にあっては音楽教育に力を入れ、音楽人口
の裾野を拡げる側面も紹介される（トマス・グ
ルベ、エンリケ・サンチェス＝ランシュ監督
『ベルリン・フィルと子どもたち』ドイツ、
2004年の映画が好例）。そしてラトルの後任と
して2018年にベルリン・フィルが選択したの

蒜山郷土博物館館長	前原茂雄氏	講演	
ドイツ音楽100年の行方	―	ベルリン・フィルと指揮者たち	―

堺 雅志

9月例会 September

ニキシュの映像と前原氏
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は、ロシア出身の若手指揮者キリル・ペトレン
コ（1972-）であった。彼の就任は、ドイツ現代
社会の要求と一致したものと結論づけられる。
つまり、ドイツ音楽の精神性を基本とするが、
多様性にこそ軸足を移すことを鮮明にしたので
ある。ベルリンという新しい大都市が、未来へ
の一つの指針を出した事例といえるだろう。し
かしこれはまた一方で、独特の音色と解釈を形
成し続けているオーケストラ、たとえばウィー
ン・フィルやロイヤル・コンセルトヘボウ管弦
楽団の稀少性と存在感が高まることを意味す
る。
オーケストラ史におけるベルリン・フィルと
いう主人公が、いかにして世界的オーケストラ
となりえたかをドイツという音楽の土壌と、そ

して永年のライバルであるウィーン・フィルと
の比較対照によって明らかにする濃密な内容の
講演であった。最後に前原氏がライバル同士の
フィルに冠した形容を引いておく。「どんな指
揮者にも高水準で合わせるベルリン・フィルは
正確無比、機能性、重低音が特徴であり、他方
合わない指揮者は最初から呼ばないウィーン・
フィルは輝き、救済、浮遊感が特徴である」と。
さながら私たちの時代ときわめて近しい音楽史
絵巻が展げられたかのようなひとときに引き続
き、懇親会の席では前原館長を中心に幾重にも
広がる輪舞のような輪がつくられ、仕合せな歓
談がもたれたことも付け加えておく。　

（さかい まさし　会員、福岡大学人文学部教授）

和創り

和創り
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今回はじめての試みとして、青年部の主催で
オクトーバーフェストを開催いたしました。場
所はスポーツバー「バイエルン福岡」さんをお
借りしました。テーマは「福岡にいながら楽し
める本場オクトーバーフェスト！」です。
開催に向け準備を進めているところにまさか
の事態が。日本列島に向け季節外れの大型台風
が来襲するとの情報が飛び込んで来ました。予
報によると開催当日に福岡に接近するとのこ
と。開催を断念すべきか協議を行いましたが、
台風の移動スピードが速まったこともあり、当
日の運に賭けることにしました。台風は前夜に
福岡に上陸し、当日は西鉄電車が運行見合わせ
に。天気予報と運行情報を何度も確認しハラハ
ラしながら会場へ。
そして奇跡が起きました。イベント開始２時
間前に台風が通過、西鉄電車が動き出したので
す。参加者のみなさんと青年部の願いが天に届
いたのでしょう！台風通過直後にもかかわら
ず、38名ものドイツ文化好き・ビール好きの猛
者のみなさんが集まってくださいました（非会
員13名、ドイツ人５名を含む）。
はじめに岡嶋会長からご挨拶をいただきまし
た。次に、今回ドイツ語圏の方の参加に備え
マーティン・シュトロートホフさんから添削指
導をいただいた開会のあいさつを、私からドイ
ツ語と日本語で申しあげ、参加者全員での
Prost! （乾杯）の唱和でイベント開始となりま
した。
ファーストビールは、店長さんの粋な計らい
によりオクトーバーフェスト発祥の地バイエル
ンの特別なビールが振る舞われました。料理も
趣向を凝らしてくださいました。「サイラー」さ

んのプレッツェルなどの本場の香ばしくてモチ
モチのパン、そして特製のビアシンケンや生ハ
ム、チーズなどのビールが進むおつまみ。メイ
ンには、ヴィーナー・シュニッツェル！ 美味し
い料理の数々と楽しい語らいに、ビールを注文
する声が止まりません。
みなさんが完全に酔ってしまう前にコンテン
ツ（余興）を行いました。JG-Youth（日独ユー
スネットワーク）ではすでに恒例となってい
る、ドイツ文化オタクの私が考案した「ドイツ
オタク３択クイズ！」を披露させていただきま
した。今回はオクトーバーフェストということ
でバイエルンについて、ドイツ世界番付、ドイ
ツのマニアックな情報まで幅広く出題させてい
ただきました。チームごとに分かれたみなさん
が、国籍、年代の垣根を超えて、懸命にほろ酔
いの頭を回転させていました。正解発表の度
に、歓声と悲鳴がお店に響きます。最後はなか
なかの接戦となり、同点のチームには日本的に
ジャンケンで戦っていただきました。優勝チー
ムには、ドイツ語圏のお菓子詰合せが贈呈され
ました。とそのチームには、青年部メンバーで
もあり、２年前の西日本日独協会とバイエルン
独日協会の交換留学に一緒に参加した清家さん
がいらっしゃいました。流石は同志！と感動す
ると共に、福岡で若者たちがドイツ文化に触れ
られる機会を今後も作っていきたいと思いまし
た。
最後は、オクトーバーフェストの定番曲 Ein 

Prosit《乾杯の歌》を全員で合唱し、閉会とな
りました。
青年部へ入会したばかりの方、県外の方、西
日本日独協会の例会は初めての方などにご参加

オクトーバーフェスト　Oktoberfest	2018

緒方 愛実

10月例会 Oktober
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いただきました。「ドイツについて興味があっ
たけれど、日本では活動できないと思ってい
た。触れる機会ができてよかった」「今まで一人
でいたけれど、今回の会で友達ができた」「今回
参加して、日独協会という会をはじめて知っ
た」「日独協会は知っていたけど、今回はじめて
例会に参加して楽しかった」「ドイツについて
より興味が湧いたので、別の例会にも参加した
い」などの声をいただきました。
今回の例会は、青年部主体の初の企画運営で
不安なことも多かったのですが、西日本日独協
会の役員の方や、ご参加くださったみなさんの
支えのおかげで、楽しく刺激のあるイベントと
なりました。今後も青年部として、ドイツ語圏
の文化を愛する若手が中心になって、国境や世
代を超える交流のお手伝いをしていきたいと

思っております。
来年もこれからも多くの方々とProst! できる
ことを願って！

（おがた まなみ　会員、旧青年部部長、 
日独ユース委員会委員長）

〒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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はじめに
ドイツにおける日本の漫画＊についてお話し
たいと思います。
コミックは1950年代、ドイツのどのキオスク
でも定期的に買えるようになりましたが、当初
そのイメージは、子どもに悪影響を与えるだ
の、駄本だのと、相当にひどいものでした。こ
のイメージが払拭されたのが80年代で、それは
ドイツでアメリカのグラフィック・ノベルや、
アート・スピーゲルマンのオルタナティブ・コ
ミック『マウス』が出版された頃でした。そし
て90年代終わりから、日本漫画のブームに火が
つきます。
ドイツで初めて紹介された日本の漫画は何で
しょうか？簡単な紹介書によると、『ドラゴン
ボール』が初めてドイツで出版された日本の漫
画で、それを機に日本漫画のブームが始まった
とされています。しかし実際は違うと思います。
ところで、ドイツのコミックを知っています
か？正直に言えばヨーロッパで人気のあるドイ
ツのコミックはあまりありません。アメリカや
ベルギーのものは有名ですが、ドイツのコミッ
クはドイツ以外では誰も知りません。しかし、
第二次世界大戦後からドイツのコミックもたく
さん出てはいました。この時期は全般的にコ
ミックがたくさん出版されるようになり、ドイ
ツのものだけではなく、アメリカやベルギー、
フランスのものもキオスクで定期的に買えるよ
うになりました。

すべてはカリカチュアから始まった
ヨーロッパのコミック文化はカリカチュア

（戯画）と密接なつながりがあります。
18世紀以降、特にイギリスとフランスではカ
リカチュアが政治風刺の手段として普及するよ
うになりました。1840年にイギリスで人気コ
ミック雑誌『パンチ』が創刊されました。この
雑誌も中流家庭向けに政治的なカリカチュアを
掲載して成功を収めました。
ドイツではヴィルヘルム・ブッシュWilhelm 

Busch が幻想的な主題をもつカリカチュアを描
いていました。1865年に出版された絵本『マッ
クスとモーリッツ』Max und Moritz は大きな成
功を収めました。現在も『マックスとモーリッ
ツ』、『おサルのフィプス』Fipps, der Affe  や『ハ
ンス・フッケバイン』Hans Huckebein  は大人気
です。ただし、死の直前に公刊されたブッシュ
のグロテスクな絵物語（Bildergeschichte）は、
ドイツでもほとんど知られていません。絵物語
は子ども向けのものと考えられていたためで
しょう。このことはおそらく、ドイツに典型的
なことです。
20世紀ドイツでは、1896年に創刊された風
刺雑誌『ジンプリチシムス』Simplicissimusが先
鋭的な政治風刺の牙城となりました。誇張や歪
曲でドイツの風俗を揶揄しました。

Manga!		Manga!		
―	当世ドイツ漫画事情	―

André Reichart

＊	 マンガと一応括ることができるとしても、日本のものと欧米のものでは、形式も内容も歴史も異なることから、原
則として、日本のマンガについては「漫画」、ヨーロッパおよびアメリカのマンガについては「コミック」とした。

11月例会 November
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コミック・ストリップ
ある意味ではコミック・ストリップは、1865
年にドイツの『マックスとモーリッツ』から始
まったとも言えます。現在では通常「コミッ
ク・ストリップ」という用語は、新聞の短いコ
ミック・ストリップを指しています。
1897年にアメリカで、最初の日曜版コミック
の一作品として掲載された『イエロー・キッ
ド』は、最初のカラーのコミックです。たくさ
んの有名なコミックは1980年代まで新聞のコ
ミック・ストリップとして発表されました。た
とえば『ガーフィールド』や『ピーナッツ』で
す。ドイツのコミック・ストリップもありま
す。 エーリヒ・オーザー Erich Ohserの『父と
息子』Vater und Sohn  は1934年から1937年まで
新聞に掲載されたコミック・ストリップです。
1950年から1959年までマンフレート・シュ
ミット Manfred Schmidt による コミック・ス
トリップ『ニック・クナッタトーン』Nick 

Knatterton  は『クヴィック』Quick という雑誌
に連載されました。コミック・ブックは、コ
ミック・ストリップから発展しました。
1930年から1951年までの期間は、アメリカ
ン・コミックの黄金時代として知られていま
す。その間に『スーパーマン』と『バットマン』
が生まれました。1931年には、既にベルギーの
漫画『タンタン、コンゴへ』Tintin au Congo  が
発表されていました。1930年代のドイツではコ
ミックはまだあまり人気ではなく、ナチ党の権
力掌握後はタブーとされていました。

1950年代
第二次世界大戦後、『ミッキーマウス』や

『ティムとシュトルッピ』Tim und Struppi（＝
『タンタン』）や『アステリクス』Asterix はすぐ
ドイツでも刊行され、販売されていました。し
かし『バットマン』と『スーパーマン』はまだ
です。日本の漫画もまだまったく入ってきてい

ません。
その頃、ドイツのコミックも作られ始めまし
た。ハンスルディ・ヴェシャー Hansrudi 

Wäscher の『騎士道の英雄、ジーグルト』
Sigurd, der ritterliche Held、『非の打ちどころの
ない騎士のファルク』Falk, Ritter ohne Fehl und 

Tadel、『 宇 宙 飛 行 士 ニ ッ ク 』Nick, der 

Weltraumfahrer 、『ジャングルの息子ティーボ
ル』Tibor, Sohn des Dschungels 、ロルフ・カウ
カ Rolf Kaukaの『フィクスとフォクシ』Fix und 

Foxi などです。ドイツの初期のコミック・ブッ
クは、ほとんどアメリカの模倣的作品でした。
ジーグルトの架空世界は中世ヨーロッパを思わ
せますが、アメリカのコミック・ストリップ
『王子ヴァリアント』Prince Valiant を下敷きに
しています。『フィクスとフォクシ』はミッキー
マウスを思わせます。
しかしこの時期アメリカでは、「有害な」子ど
も向けのコミックに対する一連の公的キャン
ペーンの高まりがありました。政治家と反対運
動の活動家は犯罪の原因としてコミックを非難
しました。結果として、多くの弱小出版社の作
品は一掃されてしまいましたが、スーパーヒー
ロー物を扱う大手出版社は無傷のまま残りまし
た。この出来事により、アメリカン・コミック
の出版社は、1954年にコミック倫理規定委員会
を設立し、コミック・コード（Comic Code）の
試案を起草しました。つまりドイツでコミック
の流行が始まったときには、「有害な」子ども向
けコミックに反対する公的キャンペーンも張ら
れたため、コミックのイメージは最初から悪い
ものになりました。暴力的、また性的なものは
排除され、コミックは子ども向けのものになっ
てしまいました。その頃からコミック出版社の
客層はだいたい子どもです。
1960年代に始まったポップアートの芸術運
動は世界的に影響を与えました。 コミックは美
術的なものかどうかの議論もありました。しか
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しドイツでは、ホルクハイマーとアドルノの
「文化産業」概念の影響はまだ強く、コミックが
美術の一分野になることはできませんでした。

1970年代以降
1970年代に、子どもの頃からコミックを読ん
でいた年齢層が大人になり、1970年代末に大人
用コミック雑誌が発刊されました。『ウィーン・
コミックフォーラム』Wiener Comicforum は1979
年から1998年まで、ヒルデスハイムの『ララ
ラ！』Rrraah! は1978年から2001年まで、シェー
ナウの『吹き出し』 Sprechblase は1978年から
2008年まで、刊行されました。ウィル・アイズ
ナー Will Eisner の『神との契約』Contract with 

Godでグラフィック・ノベルというジャンルが
始まりました。同時期に子どもたちは別のこと
に熱中していました。「スペース・インベー
ダー」です。子どもでコミックに興味のある人
は少なくなりました。コミックの販売部数が減
少し、出版社は危険な状況に陥りました。

その時、1982年に初めて日本の漫画がドイツ
で刊行されました。Barfuß durch Hiroshima（は
だしで広島を）、『はだしのゲン』です。しかし
歴史を題材とするコミックはドイツにはまだな
かったので、誰もこの漫画を買いませんでし
た。1986年にアート・スピーゲルマン Art 

Spiegelmann はホロコーストの時代を、コミッ

ク特有の表現を駆使して描き、ピュリッツァー
賞を受賞しました。このコミック『マウス』
Maus で、歴史を題材とするコミックも受け入
れられるようになりました。
1980年代、冷戦中は SFが人気でした。
1991年にアニメ映画『AKIRA』のヒットを受
けて漫画版がドイツで出版されます。これで日
本アニメのブームに火がつき、ドイツのコミッ
ク出版社は日本の漫画の出版にも乗り出しまし
た。しかし大手出版社によるアメリカン・コ
ミックのほとんどはオールカラーの印刷だった
ため、ヨーロッパ市場のための日本の漫画は全
部、彩色の上、出版されました。おそろしく手
がかかったのに、販売部数は少ないものでし
た。ドイツのコミック出版社はまだ漫画の市場
については手探りの時期でした。

『セーラームーン』以降
1995年にドイツの若者文化に決定的な影響
を与えることになる日本アニメの放映がありま
した。『セーラームーン』です。ドイツで初めて
の日本製テレビアニメではありません。既に
1971年に『マッハ GoGoGo』が放映されていま
した。その後『キャプテン・フューチャー』や
『ハイジ』も放映されています。1993年には
『キャッツアイ』が人気になり、『セーラームー
ン』で突如、新しい客層ができました。女の子
です。以前、コミックの客層はほとんど男の子
でした。しかし『セーラームーン』は女の子に、
アニメだけではなく漫画にも興味を起こさせま
した。『セーラームーン』のブームで、『カード
キャプターさくら』や『犬夜叉』も人気になり
ました。
その頃までドイツのコミック出版社は、いつ
もアメリカから日本の漫画とアニメを仕入れて
いましたが、初めて日本から直接、漫画とアニ
メを仕入れるようになりました。そのほとんど
が少女漫画です。しかしドイツのコミック出版
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社は日本の漫画をよく知らず、偶然 BLの漫画
も仕入れてしまいました。その結果、BL漫画
もドイツでとても人気があります。現在でも漫

画の読者の70％は女性です。

（アンドレ・ライヒャルト　会員、福岡大学人文学部 
講師）

◎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

講演者所有のドイツ語版『カードキャプターさくら』より
CLAMP: Card Captor Sakura 1 . Köln: Egmont Manga & Anime, 2006.
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ドイツのクリスマスは12月24日から26日ま
で祝われます。ほかのヨーロッパの国々と違
い、ドイツでは24日がキリスト生誕の日と信じ
られているからです。私はプロテスタント信者
の多い北ドイツ出身なので、この地方に関する
ことをお話しします（カトリック信者が多い南
ドイツでは少し違った形で祝われています）。

12月第一日曜日からのアドベント（待降節）
クリスマスシーズンは12月最初の日曜日か
らの待降節より始まります。
もみの枝で作られたリースに大きなろうそく
が４本、「アドベントクランツ」がいたるところ
に飾られます。クリスマスまでの日曜毎に一本
ずつろうそくに火がともされます。特に子供た
ちにとっての楽しみは、アドベントカレンダー
です。24の扉がついていて、12月に入ると毎日
ひとつ新しい扉が開けられます。扉の中には
チョコレートや小さいおもちゃなどが隠されて
います（ビールが入った特別なものも！）。日本
では年末に忘年会がありますが、ドイツではク
リスマス前にたくさんのクリスマスパーティー
が開かれるため、この時期はみなスケジュール
がいっぱいになります。11月ごろからたくさん
の典型的なクリスマス菓子が売られるようにな

ります。例えばシュトレン、シュペクラティウ
スクッキー、ドミノの形をしたマジパンなどで
す。家庭でもクッキーが焼かれ、可愛く色とり
どりにデコレーションされます。子供たちは
レープクーヘンを粉砂糖とレモン汁を混ぜたも
のでくっつけたお菓子の家を作ります。
さらに、それぞれの町の市場ではクリスマス
マーケットが開かれます。そこにはロースト
アーモンドやグリューワイン、フォイヤーツァ
ンゲンボウル、ポッフェルチェというタコ焼き
型のパンケーキ、焼き栗、かんきつ類やナッツ
などなど、おなじみの食べ物や飲み物が勢ぞろ
いします。24日のプレゼント用にクリスマス飾
りやはちみつ、チョコレートといったちょっと
したお土産も提供されています。

12月６日　聖ニコラウスの日
12月６日は聖ニコラウスの日で、クリスマス
より地味ですが祝日に制定されています。特に
子供たちはこの日を楽しみにしています。夜の
間に聖ニコラウスがやってきて、一年よい子で
過ごした子供たちの長靴の中に贈り物を入れて
くれるからです。前日の夕方に長靴をきれいに
磨いて、それを自分の部屋のドアの前に置いて
おきます。伝統的にはナッツやマンダリンオレ
ンジ、小さな板チョコなど、今どきはおもちゃが
入れられることもあります。あまり良い子でな
かった子は長靴が空っぽだったり、聖ニコラウ
スの従者であるループレヒトが持ってきた小枝
が入っていたりといったかたちで罰を受けます。
かつては12月６日がクリスマスの祝日だっ
たこともあると聞きましたが、プロテスタント
たちが聖人崇拝を嫌ったため24日がクリスマ

ドイツのクリスマス

Tanja Schirmer

12月例会 Dezember
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スとして定着したそうです。

クリスマス祝日の期間
12月24日から26日に祝われるクリスマス祝日
のため、まずはクリスマスツリーが準備されま
す。今日でも本物のもみの木が多く選ばれていま
す。もみの木はクリスマスの二、三週間前から広
場で売り出されますが、たいていの家では直前に
購入します。あまり早く買うと枯れて落葉するか
らです。ツリーは普通リビングに飾られます。
ツリーの飾りつけは各家庭で少しずつ違いま
すが、てっぺんのお星さま、ボールオーナメン
ト、ラメッタ（きらきらした紐状の飾り）、ろう
そくが定番です。多くの家庭に、代々受け継が
れたその家独自の飾りがあります。ナッツやみ
かん、りんごが飾られることもあります。現在
ではガラスやプラスチック製の飾りが主流で
す。かつては本物のろうそくが立てられました
が、火事になったり蝋がプレゼントに滴り落ち
たりするので、代わりにイルミネーションライ
トが普及しています。
プレゼントに目を向けましょう。これらは内
緒で愛情込めてラッピングされ、24日にツリー
の下へ置かれます。プレゼント渡しの儀式直前
に置く家もあります。大体は家族の誰か一人が
プレゼントを準備します。用意が全部整った
ら、小さな鐘が鳴らされて家族全員が部屋に入
ることを許されます。儀式の BGMはクリスマ
スソングで、みんなで歌ったりもします。子供
たちがリコーダーで演奏することもあります。
興奮の中で贈り物が開けられ、みんな大喜び
します。でも、残念ながらがっかりされること
もあります。内緒で準備するため何が欲しいか
聞くことができないからです。そのため休暇後
にお店で交換などということも起こります。
クリスマスに何を食べるかもやはりその家に
よります。我が家では、ガチョウの丸焼きリン
ゴ赤キャベツ添え、じゃがいもだんご、グレー

ビーソース、それにデザートとして焼きリンゴ
かリンゴシャーベットが中に入った星形のシナ
モンアイスをいただきます。
ほかの家庭では、魚料理やラクレット、オイルか

チーズのフォンデュ、シンプルに温かいソーセージと
ポテトサラダといったメニューもあります。家では食
べずレストランに行くという家庭もあります。私も
ボーイフレンドと中華を食べに行ったことがあります。
24日の当日に特別な食事をしない場合も、た
いていは残り２日のうちに晩餐が開かれます。
また24日に会えなかった家族を訪問したり、家
の中で家族との時間を楽しんだりします。
クリスマス期間中、特に24日の夕方、プレゼ
ント渡し前後に礼拝へ行くのが伝統的です。こ
の礼拝のときばかりは教会が人であふれかえり
ます。特に北ドイツでいつも教会に通っている
のは年金暮らしのお年寄りのような一部の人だ
けなので、普段とは大違いです。クリスマスの
特別な雰囲気を味わいたいだとか、年に一度く
らいは礼拝に行かねばと感じてのことだと思い
ます。この特別な礼拝式では、聖歌隊がオルガ
ンの伴奏でクリスマスキャロルを歌います。さ
らに子供や劇団員による降誕劇が披露されるこ
とも多いようです。幼子イエスのベビーベッド
がクリッペ（飼葉桶）であったという聖書の話
に因んで、「クリッペ劇」と呼ばれています。

ちょっとおかしな迷信
アメリカには、「ドイツ人はクリスマスツリー
にキュウリのピクルスを飾る」という迷信がある
そうです。そんなことはしませんし、すると聞い
たこともありません。でもドイツでは最近、本当
にこのピクルスをかたどったオーナメントが売ら
れているようです。ちょっと冗談が過ぎますね。
ご清聴ありがとうございました。よいクリス
マスをお過ごし下さい。

（ターニア シルマー　九州大学留学生）
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2019年２月16日（土）、パピヨン24にて開催さ
れた例会にて、卓話を担当する機会を賜りまし
た。当初ご依頼をいただいたとき、自分の「本
業」といえる戦間期ドイツの政治的暴力につい
てお話ししようかとも思ったのですが、そうし
た物騒なテーマよりも、この間「副業」として
進めている第一次世界大戦期久留米のドイツ兵
俘虜収容所に関する研究成果を紹介した方が、
日独協会という場にはふさわしいだろうと考え
ました。奇しくも日本を含む連合国とドイツが
第一次世界大戦の講和条約であるヴェルサイユ
条約を結んでから、2019年でちょうど100周年
にあたります。この記念すべき年に、100年前の
久留米にいたドイツ兵についてお話しできたこ
とは、これ以上ないほど幸運なことでした。
大分県日田市で生まれ、高校時代までを過ご
した自分にとって、福岡県久留米市は一番身近
な「都会」でした。久留米俘虜収容所について
調べようと思ったのは、福岡大学大学院の修士
時代、「近代地域社会史研究」プロジェクトに携
わったことがきっかけです。ドイツ現代史を専
攻していましたから、ドイツのどこかの地域を
研究する形でも良かったのですが、自分の一番
身近な場所にあった「ドイツ」として思いつい
たのが、久留米俘虜収容所というテーマでした。
調べていくうちに、様々なことがわかりまし
た。①ドイツ兵俘虜収容所というと徳島県の板
東が有名であるものの、実は久留米の方が設立
時期も早く規模も大きかったこと、②また映画
『バルトの楽園』（2006年）などで板東が「日独
友好」の象徴として称揚される一方、久留米は
劣悪な環境のなかで俘虜への暴力が振るわれ

る「地獄」として描かれていること、③しかし
実際には、久留米でも板東で見られたような俘
虜と地域住民との交流がおこなわれたこと、な
どです。当時院生だった自分でも、短期間でこ
こまでのことを把握できたのは、久留米市から
出版された立派な自治体報告書、そしてその編
纂に携わってこられたドイツ研究の御先達のお
仕事あってこそだと思います。
久留米俘虜収容所の実像とはどのようなもの
なのか、そしてそこにはどのような世界史的・
人類史的な意味があるのか―。現在の私の研究
を突き動かしているのは、このような問題意識
です。当時は帝国主義の時代、ドイツ人も日本
人をフラットな立場で見ていたわけでなく、む
しろ今風に言えば「上から目線」でした。そう
した彼らが４年以上ものあいだ日本の収容所で
俘虜として過ごすのは、決して簡単なことでは
なく、日本兵とのあいだに軋轢が生じたのも、
当然といえば当然です。ただし大戦後半から終
戦後にかけて、日本軍や日本政府は、彼らの技
術力、そして「文化」の高さに注目し、それを
地域住民に披露するという方針をとりました。
この結果、久留米でも1919年12月３日にベー
トーベンの「第九交響曲」が俘虜により演奏さ
れたのです。このエピソードを単なる「日独友
好」の証として称揚するにとどまらず、世界史
的・人類史的な文脈で考えることが、研究者と
しての自分の課題と思っております。今後とも
ご教示賜れましたら幸いです。

（いまい ひろまさ　会員、九州大学大学院人文科学 
研究院講師）

久留米俘虜収容所をめぐる日独	「文化」交流
―	ヴェルサイユ条約締結100周年に考える	―

今井 宏昌

2月例会 Februar
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私の指導教官である今井宏昌先生がご登壇と
いうことで、今回初めて例会に参加させていた
だきました。普段の学会とは一味違う雰囲気の
中でお聞きした卓話は大変興味深く、ヨーロッ
パ近現代史を専攻する者として意義深い経験で
した。かくいう私も幼少より18年間を久留米で
過ごした生粋の「ちっごもん」（筑後人）ではあ
りますが、俘虜収容所については全く不識ゆえ
に、今回初めて知る事実ばかりで、身近な場所
で日独の歴史が紡がれていたことに驚かされま
す。
板東収容所中心史観の再検討から始まった今
井先生の研究は、国際情勢や戦局に大きく左右
された久留米収容所の在り様、あるいはそこか
ら派生した俘虜と市民の交流や久留米の発展へ
の貢献などを浮き彫りにします。初期の士官収
容所があったとされる梅林寺などはまさに実家
の周辺であり、また俘虜と市民の交流がなされ
た久留米高等女学校は私の母校明善高校の前身
です。知らず知らずのうちに俘虜ゆかりの場所
で暮らし育ってきたことに感慨を抱くととも
に、郷土がまさに世界の歴史と接合したような
気持ちになりました。
また卓話にかぎらず、私にとって大いに新鮮
であったのは、その後の質疑やコメント、懇親
会での会話やスピーチでした。ご先達の皆様方
の深い見識に触れることができたばかりでな
く、戦争の「語り」を拝聴し、そして東西ドイ
ツの歴史を知る同時代人の「まなざし」を垣間
見ることができ、貴重な経験となりました。と
りわけ久留米市観光ボランティアガイドの会代
表である草場武司氏のお話は、現代史家を志す
ものにとって重要な意味を持つ、力強い「語り」
であったと感じます。私自身、第二次世界大戦

中のナチ占領下フランスにおけるフランス人義
勇兵を専門としており、戦争や紛争は主たる研
究テーマです。今回、文献からだけでは得るこ
とのできない、戦争の「重み」とでもいうべき
ものの存在を再確認するとともに、紛争やテロ
の時代ともいえる21世紀における歴史学の学
問的使命を再考させられました。
素晴らしい卓話とおいしい料理を堪能するこ
とができ、西日本日独協会の皆様には誠に感謝
いたしております。なにより心地よかったのは
アウトサイダーの私であっても分け隔てなく歓
待してくださる場の雰囲気でした。まだまだ修
士一年の若輩ではございますが、今後は積極的
に例会に参加し、少しでも協会の発展に貢献で
きればと思います。どうぞよろしくお願いいた
します。

（さかもと はやと　会員、九州大学人文科学府 
修士一年）

2月例会感想
坂本 隼人

久留米市観光ボランティアガイドの会代表の
草場武司氏を中央に坂本氏（左）と今井氏
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青年部通信

2018年は思いがけず、福岡を飛び出して活動
する機会に恵まれた一年でした。
5月は石川県、金沢。日独協会連合総会設立
30周年を記念し、ドイツと日本の双方の協会、
関連団体の若手が招待されました。両国23名も
の若者が集まり、3日間に渡り、金沢の魅力的
な観光地には目もくれず会議室にこもり、活動
報告などを行い、将来の日独交流の課題、実現
のための運営方法について語り合いました。そ
こで共通の課題として浮かび上がったのが、若
者の活動参加の減少でした。「今の若者が協会
に何を求めているのか？」を焦点に意見を出し
合い、まず自分がなぜ協会等のイベントに参加
するようになったのか、そのきっかけを述べ合
いました。そこで一致したのがやはり「日本に
いても、ドイツにいてもお互いの国の方と交流
がしたい！」という声でした。交流の機会づく
りや情報発信等の繋がりの手助けという形の支
援。大規模でなくとも、たとえば文通や短期間
の交換留学など、個人同士の小さくても密な交
流のパイプ役を協会が担うことで、日独交流の
輪を広げていくことが今後の目標となることを
確認しました。今回の繋がりを大切に、今後も
意見交換を活発に行い、日独交流の未来を一緒
に歩んで行きたいと思います。
7月は香川県にて、JG-Youthメンバーと「JG-

Youth Connect in Kagawa －ドイツとつながる
二日間－」を開催しました。香川日独協会の若
手メンバーの全面協力のもと、盛沢山の内容で
イベントを行いました。香川、群馬、大阪、東
京、福岡の若手が集い、総会で意見交換を行い

ました。次に、ドイツ製品・文化史ライター伸
井太一さんとドイツ食肉マイスター富田秀樹さ
んがトークセッションをしてくださいました。
二人の息の合った掛け合いは、会場に集まった
ドイツ好きの皆さんを大いに沸かせ、笑いの絶
えない企画となりました。懇親会では富田さん
から、本場ドイツ仕込みのヴルストをご提供い
ただきました。私も僭越ながら、余興として恒
例となってしまった自作の「ドイツマニアック
三択クイズ」を披露させていただき、集まった
みなさんと交流し、ほろ酔いの中楽しい会とな
りました。エクスカーションでは、香川が誇る
名勝、栗林公園をご案内いただき、昼食は本場
のうどんに舌鼓を打ちました。今回のイベント
でも新規入会があり、日本国内の若手同士の交
流の輪がさらに広がったように思います。今後
も全国を巡りながら、日独交流の活発な活動支
援を行います。

10月は福岡のドイツ料理・スポーツバー「バ
イエルン福岡」さんの協力のもと、「オクトー

青年部通信2018　 ― 日独交流東へ西へ ― 

緒方 愛実

香川にて　日独ユースネットワークのみなさん
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バーフェスト2018」を青年部主催で開催しまし
た。台風襲来というピンチにもかかわらず38名
もの猛者が集い、交流を行うことができました
（詳細は10月例会報告をご覧ください）。
離れていても日独親善交流という一つの目標
を持つ同志がいるとは、なんと心強いのでしょ
う！青年部は、新年度より「日独ユース委員会」
と名称を改め、西日本日独協会の一つの部門と

して活動することになっております。今後も福
岡を中心に楽しく真摯にイベントを行っていき
ますので、ご参加いただけるとうれしく思いま
す。お会いできる日を楽しみにお待ちしており
ます！

（おがた まなみ　会員、旧青年部部長、 
日独ユース委員会委員長）

青年部の名称変更と改組について

2018年度まで西日本日独協会の40歳以下の若手会員を中心として独自に活動をしてまいりま
した「青年部」は、新年度より「日独ユース委員会」と名称を改め、西日本日独協会の一つの部
門として活動することになりました。これまでにも増して、協会のイベント等の運営に積極的に
かかわり、若手の会員のみなさんや JG-Youth（日独ユースネットワーク：全国を活動フィールド
とした日独青年交流団体）と、西日本日独協会会員のみなさんとのパイプ役として励んで参りま
す。今後も青年部改め「日独ユース委員会」をよろしくお願いいたします。

	 日独ユース委員会 委員長　緒方 愛実
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◆新入会員自己紹介 

大久保	里香
ドイツ史を研究している大学院生です。学内
だけでなく、日常生活でもドイツと関わりを持
てる機会があればと思い入会しました。映画・
音楽鑑賞、読書、散歩が好きです。よろしくお
願いします。

（おおくぼ りか）

東原	正明
福岡大学法学部で政治過程論を担当していま
す。専門はオーストリア現代政治で、極右政党
などについて研究しています。2008年から、
オーストリア政府給費奨学生、在オーストリア
日本大使館専門調査員として２年半ほど、その
後、昨年夏までは在外研究で１年間、ウィーン
に暮らしました。ドイツ語圏の様々な側面につ
いて学ぶことができればと思っています。よろ
しくお願いいたします。

（ひがしはら まさあき　福岡大学法学部准教授）

森永	誠之
初めまして、会社の先輩の加藤元也氏の紹介
で入会しました。会の発足とほぼ同じ1956年12
月に生まれ事務局近くの高砂町で育ちました。
定年まで勤めていたキリンビール社で醸造、原
料調達等の業務に携わり、ドイツ文化に触れる
ことが多かったことが入会動機です。主に南ド
イツとの関わりが多く、„Grüß Gott“の方に馴
染みがあります。趣味は鉄道模型、映画、ホー
クス等々です。

（もりなが のぶゆき）

實原	隆志
福岡大学法学部で教授をしております。憲法
学、特にドイツの憲法学の研究を専門にしてい
ます。学生時代からたびたびミュンヘンを訪れ
ており、現地の雰囲気をとても気に入っていま
す。福岡オクトーバーフェストのことを同僚の
折登先生とお話しするなかで日独協会の活動を
知り、それを機に入会しました。この会の活動
を通じて、「ドイツ」を共通項に、多くの方と交
流したいと思っています。

（じつはら たかし　福岡大学法学部教授）

増田	博美	
友人とドイツ旅行に行こう！となり、少しは
言葉を話せた方が楽しいと思い入会しました。
ドイツとの関わりは、40年ほど前に行ったネ
パールでバスが一緒になったドイツ人旅行者た
ち。一緒に写真を撮りました。初めて外国人と
写真を撮ったのがドイツの方でしたので、ご縁
を感じます。

（ますだ ひろみ　会社員）

田口	武史
福岡大学への赴任を機に、西日本日独協会に
入会いたしました。九州大学独文学研究室での
学生時代よりイベント等には不定期で参加させ
ていただいていたのですが、これからは会員と
して活動に加われることを光栄に存じます。ど
うぞよろしくお願いいたします。
18－19世紀の啓蒙思想および民衆文学を対
象に、当時の人間観、社会観、歴史観などを研
究しています。２年間の留学生活を送ったコン
スタンツとボーデン湖畔は、今でも私の理想郷
です。
（たぐち たけふみ　福岡大学人文学部ドイツ語学科教授）

会 員 だ よ り
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橋爪	晴美
西南学院大学文学部国際文化学科ドイツ文化
コースにて学びましたが、卒業後はドイツ関係
からすっかり離れていました。数年前に行った
ドイツ旅行をきっかけにやっぱり観光は面白い
し、ビールやワインがおいしいなとドイツ熱が
再燃。最近は毎年ドイツ語圏に旅行に行ってい
ます。現地の方とコミュニケーションが取れる
ようになるのを目標にドイツ語教室に通いはじ
め、それをきっかけに入会しました。これから
よろしくお願いします。

（はしづめ はるみ）

◆会員通信

萱野	通子
年報第四二号を拝読、一頁一頁、味わわせて
いただきました。
会長のご挨拶にしみじみと思うことがあり、
亡くなられました河田溥先生のご令妹、松村多
恵子様にご覧頂きました。多恵子様は早速お心
こもるご返事を下さり、協会への感謝のお気持
も、お示し下さり、只、お兄上、河田溥先生へ
の感謝からお目にかけただけの私は只々、恐れ
入ってしまいました。河田溥先生もお人柄良く
立派な方でいらっしゃいましたが、多恵子様も
お心寛い良い方でいらっしゃいます（大昔、同
じ学校に通いました。私は劣等生でしたが、多
恵子様は勿論、優等生でした）。
年報は毎号、色々な面で愉しませて頂いてお
ります。有難うございました。

（かやの みちこ　元九州大学文部事務官）

〒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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事務局報告

Ⅰ．2018年度会員動向
（1）	2018 年度新入会員（個人 9名）、退会会員（個人 19 名） 　　 

（2）	2018 年度末在籍会員　氏名および法人名は後掲（43 頁）会員名簿欄に記載
	 名誉会員：6名　　
	 法人会員：3法人　
	 個人会員：136 名（一般 93 名、家族 8名、青年 24 名、学生 5名、法人指名 6名）

Ⅱ．2018年度活動報告

１．諸会議
（1）	2018 年度定期総会
	 2018.4.15（日）11:00 ～ 12:00、福岡市国際会館、出席 26 名、議案書通り可決
（2）	理事会・評議員会
	 第１回理事会　2018.7.28、協会事務所、出席 14 名
	 決議：2018 年度末に、当協会下部組織である青年部を協会本体に吸収する。
	 第 2回理事会　2018.11.10、福岡大学文系センター棟 15 階第 5会議室、出席 10 名
	 決議：2018 年度末に評議員を廃する。協会会則の簡素化を検討する。
	 第 1回評議員会　2019.2.16、パピヨン 24 ＆ and、出席 13 名
	 決議：協会会則改定案を総会議案にする。 

	 	 　住所等連絡先付き会員名簿の発行を廃し、年報に会員氏名のみを掲載する。
	 第 2回評議員会　2019.4.21、KKRホテル博多、出席 13 名
	 決議：2019 年度定期総会議案
（3）	全国日独協会連合会総会　2018.5.21（月）金沢　岡嶋会長が出席
	 「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」

２．例会等の諸行事
（1）	5 月例会　2018.5.24（木）18:30 ～ 21:30、KKRホテル博多
	 音楽会「故中村昭氏追悼・会員による音楽会 2018」　出席 70 名、懇親会 56 名
（2）	6 月例会　2018.6.16（土）17:30 ～ 20:00、KKRホテル博多
	 講演「近世から現代へのフランス医学の流れ」
	 講師　小林晶氏（福岡日仏協会会長）　出席 31 名、懇親会 25 名　
（3）	7 月例会　2018.7.28（土）17:30 ～ 20:00、KKRホテル博多
	 講演「平和への言語教育」　
	 講師　松尾馨氏（独デュースブルク Steinbert-Gymnasium教員）　出席 47 名、懇親会 30 名
（4）	9 月例会　2018.9.8（土）17:30 ～ 20:00、KKRホテル博多
	 講演「ドイツ音楽 100 年の行方―ベルリン・フィルと指揮者たち―」
	 講師　前原茂雄氏（岡山県真庭市蒜山郷土博物館館長）　出席 43 名、懇親会 32 名
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（5）	10 月例会　2018.10.6（土）17:00 ～ 19:00、バイエルン福岡
	 西日本日独協会オクトーバーフェスト 2018　出席 38 名
（6）	11 月例会　2018.11.10（土）17:30 ～ 20:00、福岡大学文系センター棟会議室＆特別室
	 卓話「Manga! Manga! ―当世ドイツ漫画事情―」
	 講師　André Reichart （福岡大学人文学部ドイツ語学科講師）　出席 25 名、懇親会 18 名
（7）	12 月例会　2018.12.20（木）18:30 ～ 20:30　KKRホテル博多
	 クリスマス会 2018　出席 87 名（内招待留学生 8名）
（8）	2 月例会　2019.2.16（土）　17:30 ～ 20:00　パピヨン 24 ＆ and

	 卓話「久留米俘虜収容所をめぐる日独文化交流
　　　　　　―ヴェルサイユ条約締結 100 周年に考える―」
	 講師　今井宏昌（九州大学大学院人文科学研究院西洋史講座講師）　　出席 44 名、懇親会 33 名

３．委員会活動および事務局
（1）	企画委員会　上述２．例会等の諸行事参照
（2）	年報編集委員会　「年報第 42 号」発行　2018.6.8 
	 「年報第 43 号」編集作業　2019.6 発行予定
（3）		ドイツ語教室委員会　講師：本田和親講師（協会事務所）、シュトロートホフ ･マーティン講師
（天神ビル）、児島裕哲講師（新規秋期から、協会事務所）

	 春期　2018.3.28 ～ 2018.7.12　6 クラス　受講者 46 名
	 秋期　2018.10.3 ～ 2019.1.24　7 クラス　受講者 53 名  

（4）	青年部委員会　　
	 会議　2018.6.23、15:00 ～ 16:30　協会事務所　出席 5名
	 　　　2018 年度末に青年部を協会下部組織から協会内組織に吸収することを決定
	 活動　2018.10.6 協会 10 月例会オクトーバーフェストを企画運営
　　　　　2018.7.14 ～ 15　日独ユースネットワーク総会（香川県で開催）に緒方理事が出席
　　　　　青年部会計残金 6,414 円を年度末に 2018 年度協会会計の雑収入に記載
（5）	事務局　
	 	事務経費節減のため電話応対を、原則として金曜日 12 時～ 15 時（繁忙月は状況に応じ火曜日に
も）とし、事務局宛メールは同時に事務局員宅にも着信する体制にした。

	 後援名義承認　会員山本成宏氏主宰音楽会（2018.10.23）
	 　　　　　　　会員小沼和夫氏主宰音楽会（2019.5.20）

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：九州大学・福岡大学・福岡女子大学大有志
（2）	後援　2018.10.23　「山本成宏作曲個展コンサート」　主催：福岡楽友協会
（3）	共催　2019.2.8　「第 10 回福岡で楽しむ EU」　主催：福岡 EU協会　当協会員 6名参加
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Ⅲ．2018年度協会収支決算報告、留学生基金収支決算報告および会計監査報告
　　 ― 2018年4月1日～2019年3月31日 ―

１．2018 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）

前年度繰越金 347,299 347,299 0 

運営費

個人会員 750,000 657,000 -93,000 
法人会員 100,000 100,000 0 
年報広告費 105,000 105,000 0 
寄　付 0 10,000 10,000 
雑収入 241 12,123 11,882 
運営費計 955,241 884,123 -71,118 

活動費 例会等行事 1,200,000 1,178,500 -21,500 

事業費
（ドイツ語教室）

今期前受金 859,460 859,460 0 
春期受講料 0 91,684 91,684 
秋期受講料 850,000 1,143,340 293,340 
次年度前受金 700,000 777,000 77,000 
事業費計 2,409,460 2,871,484 462,024 

合　　　計 4,912,000 5,281,406 369,406 

（2）	【支出】

費　　目 項　　目 予算 決算 増　減
（決算－予算）

運営費

事務所家賃 240,000 240,000 0 
光熱・水道費 60,000 56,524 -3,476 
電話代 90,000 84,966 -5,034 
インターネット 5,000 5,054 54 
人件費　 300,000 280,000 -20,000 
事務経費 60,000 32,230 -27,770 
通信・印刷費 90,000 55,156 -34,844 
会議費 0 0 0 
渉外費 40,000 37,456 -2,544 
旅費交通費 50,000 50,000 0 
青年部補助費 30,000 30,000 0 
年報発行費 180,000 199,800 19,800 
雑費 10,000 2,538 -7,462 
予備費 10,000 0 -10,000 
運営費計 1,165,000 1,073,724 -91,276 

活動費 例会等行事 1,150,000 1,155,307 5,307 

事業費
（ドイツ語教室）

春期教室経費 800,000 734,436 -65,564 
秋期教室経費 800,000 835,785 35,785 
事業費計 1,600,000 1,570,221 -29,779 

合　　　計 3,915,000 3,799,252 -115,748 

　　【決算（総括）】（単位：円）
収　入 支　出 差　額

繰越金 347,299 0 0 
運営費 884,123 1,073,724 -189,601 
活動費 1,178,500 1,155,307 23,193 
事業費 2,871,484 1,570,221 1,301,263 

合　　計 5,281,406 3,799,252 1,482,154 繰越金　1,482,154 
注：この繰越金の中には、ドイツ語教室の次年度春期受講料前受金（777,000円）が含まれる。
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（3）	2017 年度　留学生基金　収支	―	2018 年 4 月 1日～ 2019 年 3 月 31 日	―
留学生基金収支 収入 支出 残高

　　　 前年度繰越 257,124 257,124
10/6　例会　ドイツ人3名補助 6,000 251,124
12/20　例会　留学生招待8名 20,000 231,124
12/20　例会で募金 22,076 253,200
次年度繰越 253,200 0

2018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

　	　	2018年度（2018年4月1日～2019年3月31日）の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資料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。

2019年4月10日   
監事　北芝　幹怡　印
監事　福元　圭太　印

Ⅳ．2019年度活動計画

１．諸会議
（1）	総会　2019 年度定期総会　2019.4.21（日）16:00 ～ 17:00　KKRホテル博多
（2）	理事会　必要時に随時招集　協会事務所または例会会場にて
（3）	全国日独協会連合会総会　2019.4.18（金）～ 20（日）新潟　都合により当協会は欠席
（4）	日独ユースネットワーク総会　詳細未定

２．例会等の行事　
（1）	2019.4.21（日）	 例会　卓話「京都からドイツへ ―元禄の押絵雛の再発見―」　（KKRホテル博多）
	 	 	 	 	 	 　講師　Anton Schweizer氏（九州大学大学院教授）　
（2）	2019.5.25（土）	 例会　九州大学伊都キャンパス見学ツアー　
　　　　　　　　　　　　　コンダクター　小黒康正副会長
（3）	2019.6.29（土）	 例会　講演「ドイツ国鉄が民営化されドイツ鉄道となった話」（KKRホテル博多）
	 　　　　　　　　　　　講師　川口 史氏（JR九州セコム㈱代表取締役社長）
（4）	2019.8	 	 	 例会　暑気払い　（レストラン eins）　
（5）	2019.10.26（土）	 例会　「ドイツワイン」または「チーズ漫談と食べ比べ」　（パピヨン 24）
（6）	2019.12.19（木）	 例会　クリスマス会　（KKRホテル博多）
（7）	2020.2.15（土）	 例会　卓話「C.D.フリードリヒとドイツの美術館」　（パピヨン 24）
	 	 	 	 　　　　　講師　落合桃子氏（福岡大学講師）
（8）2020.4.12（日）　2020 年度定期総会　（KKRホテル博多）
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３．委員会活動および事務局
（1）	年報編集　年報第 43 号発行　2019.6 初旬　年報第 44 号編集　
	 個人広告を復活　⅓頁 3,000 円　½頁 5,000 円
（2）	ドイツ語教室　講師：児島裕哲、本田和親（協会事務所）、
　　　　　　　　　　　　シュトロートホフ・マーティン（天神ビルとカフェ「ル・ブルトン」）
　　　　　　　　　　　　2019 年度春期　2019.3.27 ～ 2019.7.12　　　2019 年度秋期　月日未定
（3）	日独ユース　日独ユースネットワーク活動を例会等に活用　　
（4）		事務局　局員の勤務：原則として金曜日 12 時～ 15 時とし、繁忙月（3、4、9月等）は状況に応

じ火曜日にも勤務する。事務局宛メールは同時に事務局員宅にも着信する。

４．共催・後援・支援
（1）	後援　2019.5.20　会員小沼和夫氏主催音楽会「カンタータ プロジェクト 2019」
（2）	後援　2019.7.13　第 4回ドイツ語スピーチコンテスト九州、Deutschlandtag in Fukuoka

	 主催：九州大学・福岡大学・福岡女子大学有志
	 共催：ドイツ学術交流会 DAAD、大阪神戸ドイツ連邦共和国総領事館　
（3）	共催　2020.2（予定）第 11 回福岡で楽しむ EU　　主催 : 福岡 EU協会　

Ⅴ．2019年度協会会計収支予算
　　 ― 2019年4月1日～2020年3月31日 ―

１. 【収入】（金額単位：円）
費　　目 項　　目 前年度 2019年度

予　　算　 決　　算 予　　算 前年予算比
前年度繰越金 347,299 347,299 705,154 357,855 

運営費

個人会員 750,000 657,000 660,000 -90,000 
法人会員 100,000 100,000 100,000 0 
年報広告費 105,000 105,000 110,000 5,000 
寄　付 0 10,000 0 0 
雑収入 241 12,123 846 605 
運営費計 955,241 884,123 870,846 -84,395 

活動費 例会等行事 1,200,000 1,178,500 1,100,000 -100,000 

事業費
（ドイツ語教室）

今期前受金 859,460 859,460 777,000 -82,460 
春期受講料 0 91,684 163,000 163,000 
秋期受講料 850,000 1,143,340 900,000 50,000 
次年度前受金 700,000 777,000 700,000 0 
事業費計 2,409,460 2,871,484 2,540,000 130,540 

合　　　計 4,912,000 5,281,406 5,216,000 304,000 
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２. 【支出】（金額単位：円）
費　　目 項　　目 前年度 2019年度

予　　算　 決　　算 予　　算 前年予算比

運営費

事務所家賃 240,000 240,000 240,000 0 
光熱・水道費 60,000 56,524 60,000 0 
電話代 90,000 84,966 90,000 0 
インターネット 5,000 5,054 5,000 0 
人件費　 300,000 280,000 300,000 0 
事務経費 60,000 32,230 40,000 -20,000 
通信・印刷費 90,000 55,156 70,000 -20,000 
会議費 0 0 0 0 
渉外費 40,000 37,456 30,000 -10,000 
旅費交通費 50,000 50,000 30,000 -20,000 
青年部補助費 30,000 30,000 0 -30,000 
年報発行費 180,000 199,800 200,000 20,000 
雑費 10,000 2,538 10,000 0 
予備費 10,000 0 10,000 0 
運営費計 1,165,000 1,073,724 1,085,000 -80,000 

活動費 例会等行事 1,150,000 1,155,307 1,100,000 -50,000 

事業費
（ドイツ語教室）

春期教室経費 800,000 734,436 800,000 0 
秋期教室経費 800,000 835,785 800,000 0 
事業費計 1,600,000 1,570,221 1,600,000 0 

合　　　計 3,915,000 3,799,252 3,785,000 -130,000 

　　【予算（総括）】（単位：円）
収　入 支　出 差　額

繰越金 705,154 0 705,154 
運営費 870,846 1,085,000 -214,154 
活動費 1,100,000 1,100,000 0 
事業費 2,540,000 1,600,000 940,000 

合　　計 5,216,000 3,785,000 1,431,000 繰越金　1,431,000 
注：この繰越金の中には、ドイツ語教室の次年度春期受講料前受金（700,000円）が含まれる。

40



2019年度役員等名簿

	 （敬称略）

１．名誉職
　　　名誉会長　　田中優次　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　末永文化振興財団代表、寿軒社長
　　　　　　　　　池田紘一　九州大学名誉教授

２．役員
　　　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　　高崎隆一　　㈱西日本マネジメント開発代表
　　　　　　　　　宮崎亮　　　木村病院副院長
　　　　　　　　　小黒康正　　九州大学大学院教授
　　　事務局長　　福元圭太　　九州大学大学院教授
　　　理　　事　　	荒木啓子、緒方愛実、加藤元也、ゴツィック ･マーレン、堺雅志、佐田正之、	

田口武史、藤真理、中村直樹、舩津邦比古、ホルスト ･スウェン、松野正邦、	
御手洗淳、村上康子、山崎勝幸、葉照子、横川洋

　　　監　　事　　北芝幹怡、藤野成爾

３．委員会　（委員長○印、および委員）
　　　企画委員会　	　　　　○	小黒康正、荒木恵子、大澤遼可、岡嶋美佐子、緒方愛実、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　　　○田口武史、池田奈央、藤真理、冨重純子、中村直樹
　　　ドイツ語教室委員会　	○	堺雅志、児島裕哲、シュトロートホフ ･マーティン、平松智久、	

本田和親
　　　日独ユース委員会　　○緒方愛実、ゴツィック ･マーレン、田野武夫、平松智久、森光一郎

４．事務局
　　　福元圭太（事務局長）、中村直樹（Web-master）、喜多村由布子（事務局員）
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〈名称及び事務局〉
第１条　本会は、西日本日独協会と称する。
第２条　本会の事務局を福岡市に置く。

〈目　　　的〉
第	３条　本会は日独両国間の学術・経済・文化
面の交流を助長し、あわせて両国民の親善を
図ることを目的とする。

〈事　　　業〉
第	４条　本会の目的を達成するために、次の事
業を行う。
１	．例会の開催（ドイツあるいは日独交流の紹
介、会員の親睦など）
２．ドイツ語教室の運営　
３．両国学生交流の支援
４．年報の発行
５．目的に沿う催事の主催・共催・後援

〈会　　　員〉
第	５条　本会の会員は名誉会員、法人会員、個
人会員、青年（40歳未満）会員、家族会員、
学生会員とする。　
１	．名誉会員、法人会員は理事会の同意を得て
会長が決定する。
２	．個人会員、青年会員、家族会員、学生会員
は会員の推薦により理事会で確認する。
３	．法人会員に所属する者２名以下を個人会員
（会費無料）登録することができる。

〈役員および顧問〉
第６条　本会に次の役員・名誉会長・顧問をおく。
１	．会長１名、副会長３名以内、事務局長１名、
理事若干名、監事２名
２	．役員は理事会で推薦し、総会の承認を得る。
任期は２年、再任可とする。
３	．会長、副会長、事務局長は理事の互選とす
る。
４	．理事会の推薦により、会長は名誉会長、顧
問を委嘱することができる。

〈委　員　会〉
第	７条　本会は下記の委員会ほか、必要に応じ
て委員会を設け、委員長を理事の中から選ぶ。

１	．企画委員会、ドイツ語教室委員会、年報編
集委員会、日独ユース委員会

２	．委員長は、理事及び会員の中から委員を選
ぶことができる。

〈会　　　議〉
第	８条　本会の会議は、総会、理事会とする。
議事は出席者の過半数をもって決定する。

１	．総会は年１回以上会長が招集する。総会に
付議する事項は以下の通り。

　	①活動計画、報告　②予算、決算　③役員承
認　④会則変更　⑤他重要事項

２	．理事会は会長が必要に応じ招集し議長とな
る。付議事項は以下の通り。

　	①活動状況　②財務状況　③総会付議事項　
④役員の推薦　⑤他重要事項

〈会　　　計〉
第	９条
１	．本会の会計は、会費、事業（ドイツ語教室）
などの収入をもって充てる。

２	．年会費は法人会員１口20,000円以上任意、
個人会員6,000円、青年会員4,000円、家族会
員3,000円、学生会員1,000円とする。

３．会費を２年間滞納した場合は退会と見なす。
４	．会計年度は毎年４月１日から翌年３月31日
までとし、期末には監事の監査を受ける。

５．事務局スタッフを有給とすることができる。
〈付　　　則〉

第10条
１	．本会則上の疑義が生じた場合は、理事会で
対応し、事後、総会で承認を得る。

２．この会則は2019年４月21日から発効する。
注：	2018年４月20日以前に入会の青年会員に
は入会当時の会費規則を適用する。

西日本日独協会会則
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	 （2018 年度末現在）敬称略

１．名誉会員：６名
大河内 Roswitha　　Dr. Gross, Helmut　　Hamer, Heyo E.　　Hofmann, Klaus R.

Dr. Knof, Wolfgang　　Dr. Stickel, Gerhard

２．法人会員：３法人
城島印刷㈱、西部ガス㈱、南州農場㈱

３．個人会員：136名　○印は2018年度新入会員
明石英俊、麻生誠、荒木啓子、有吉千佳、有吉泰徳、井口アーデルハイト、池田紘一、池田園子、
石村善治、井口哲也、板部忠佑、今井宏昌、臼井和実、梅野健、江口舞、○大久保里香、大澤遼可、
大塚潤、岡嶋泰一郎、岡嶋美佐子、緒方敏郎、緒方愛実、小黒康正、小黒百合、落合桃子、
折登美紀、尾張充典
垣本知子、カスパリ ･エルネスト =ゲオルグ、○カスパリ佳世、加藤元也、加藤道子、
上加世田和文、川上達也、萱野通子、北芝幹怡、喜多村由布子、久保寛展、桑原康子、古賀淳子、
古賀友子、○児島裕哲、後藤貴文、小林武治郎、小沼和夫、小松和子、ゴツィック ･マーレン
三枝保子、堺雅志、佐田正之、佐藤秀美、○實原隆志、嶋田洋一郎、島松和正、清水真弓、
シュトロートホフ ･マーティン、白土浩司、末永直行、瀬戸泰生、蘇木嘉啓
高崎隆一、高田淑、高松美菜子、高柳英子、○田口武史、竹下亜希子、武田利勝、多田裕子、
立花雅子、楯岡和子、田中隆幸、田野武夫、土井和重、土井章斗、土井美弥子、冨重純子、藤真理、
徳山奈美
永岡喜代太、中里公哉、長沢和賀子、永野秀子、中村和子、中村直樹、中山ハンナ、
南州マイスターベルク店長、二本木一哉、二村英俊
○橋爪晴美、橋本佳奈、畠田美智代、林田シノブ、○東原正明、平野智香、平松智久、
ビュットナー ･マリーア、廣田義幸、福嶋まみ、福元圭太、藤野成爾、藤野萬璃子、二又美穂子、
舩津邦比古、ホルスト ･スウェン、ホルスト陽子、本田和親、牧真理子、○増田博美、増田英紀、
松野正邦、松本浩二朗、御手洗史子、南優美、宮﨑亮、宮原悦子、宮原郷士、
ミヒェル ･ヴォルフガング、村上浩明、村上康子、森光一郎、○森永誠之、森山光司、諸岡須賀子
安川洋、山崎勝幸、山本明子、山本成宏、葉照子、横川洋、横川寛、吉村精二
ライヒャルト ･アンドレ
脇崇晴、分山邦子、渡邊しま、渡部正和
　2018年度中の物故会員：石井裕美、堀正人
　
　石井裕美様、堀正人様　謹んでご冥福をお祈りします。

会員名簿
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西日本日独協会年報　第43号（2019）

編集後記

　　　年報第43号をお届けいたします。今回の年報は岡嶋泰一郎会長によるご挨拶にはじま
り、お三方からのご寄稿、各例会報告、最後の青年部通信、新入会員自己紹介を含む会
員だより、事務局報告と、前号までの編集方針を踏襲いたしました。前編集委員会同
様、例会報告の編集にはとくに神経を注ぎ、ご参加叶わなかった会員のみなさまにも例
会の模様がありありと伝わる記事をお届けできたかと存じます。お忙しいなか心を込め
てご執筆いただいた講演者および出席者のみなさまに感謝申しあげます。
　故中村昭さんを偲ぶ音楽会の記事についてとくに一言申しあげます。音楽会の開催を牽
引くださっていた中村さまの突然のご訃報により、今回ばかりは一時開催中止やむなしと
広がった雰囲気がやがて、思いを繋げようと立ち上がられた有志のみなさまにより実現し
た音楽会の開幕から閉幕までを、岡嶋会長はまさに流れるように仔細にご報告くださいま
した。そして竹下亜希子さまからは、演奏旅行中のヨーロッパから、中村さまとの思い出
のつまったご追悼をいただきました。お二人の文章に綴られた中村さまのお人柄に、例会
や理事会、ドイツ語教室の席などで接することができました身としましても、深く心に沁
み入りました。
　昨年、読者の側から編者の側へと翻り、右も左も分からないところ、各例会であたた
かいご忠言をくださった歴代の編集長、編集委員の方々、そして前事務局長の藤野成爾
さま、心強く頼もしい現編集委員の方々と事務局の喜多村由布子さまにはこの場にて感
謝を申しあげます。ありがとうございます。編集委員会に新たに九州大学大学院生の池
田奈央さんを迎え、第44号の新体制が出走する今、田口武史新編集長に襷をつなぎたい
と存じます。

2018 年度 年報編集委員会委員長　堺雅志　
（委員　田口武史、藤真理、冨重純子、中村直樹）
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