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ドイツへの関心が近年ずいぶん幅広く
なってきたと感じます。その傾向が会員の
顔触れにも現れてきたことは喜ばしいこと
です。なぜなら「日独友好親善」に努めた
いという志は、年齢や性別、ご活躍の場に
よって違うわけではありませんから。

ドイツ語はかつて学問の為の言語として
一般の人には縁遠く感じられていました
が、今日ではドイツ人との語らいを楽しみ
ながらドイツ旅行ができるようにドイツ語
を学びたいという人も増えました。西日本
日独協会の「ドイツ語教室」は受講生のさ
まざまなな要望に応えるために、きめ細か
なクラス編成と教授法の工夫に絶え間なく
取り組んでいます。

多くの市民が集まるオクトーバーフェス
トでお客さんたちと一緒にビールを飲みな
がらお話しをしていると、ドイツのことに
関心を持っている人が私たちの周囲にこん
なにもたくさんいるのかと驚きます。その
ような「ドイツファン」から「日独協会と
いうのがあったのか」とか「日独協会って
どんなことをするの？」とかよく聞かれま
す。そんな時こそ、私たちの活動を知って
もらう絶好のチャンスです。お客さんの間
に入って日独協会の活動について熱く語り
ましょう。

私たちの協会活動を知ってもらうには格
好の材料があります。それはドイツ情報誌
とも言うべき「年報」です。今回の「年報 37
号」もドイツに多少なり興味を持つ人なら
きっとその内容に引き込まれるはずです。
なぜなら本誌にはドイツの社会・文化・旅
の味、ドイツ人との交流 ･･･ それらすべて
が楽しく分かりやすく語られているからで
す。「ドイツ好き」にとってはまるで百花繚
乱の花畑に迷い込んだ気持ちになるでしょ
う。

会員の皆様のご尽力により、このような
実りある活動が多岐にわたって展開される
ことを嬉しくかつ誇りに思います。

日本とドイツの実りある交流は、さらに
未来へ向かって展開されなければなりませ
ん。そのために全国日独協会連合会では

「日独若者交流」を推奨しています。連合会
の副会長の一つとして位置付けられている
西日本日独協会もそのための行動を起こす
べく、目下「青年部会」の設置を検討中で
す。若い人たちが伝統ある我が協会の底力
になって、誇りを持って未来を目指す活動
を展開してくれるよう期待を膨らませてい
ます。

最後にドイツ領事館関連のニュースを２
件お知らせします。

ドイツ連邦共和国総領事オルブリヒ氏が
７月にエクアドルへ大使として転任される
ことになりました。同氏とは私は５回お会
いして親しみを感じていたので、惜別の念
を覚えます。７月にはオルブリヒ氏の後任
としてカルステン新総領事が着任されま
す。なお、西部ガス株式会社内にある「在
福岡ドイツ名誉領事館」の名誉領事も平山
良明様から小川弘毅様へ引き継がれること
になりました。これらドイツの公的機関と
も今後一層良好な関係を築いていきたいと
思います。

日本とドイツの交流がさらに幅広く、そして多彩に

巻頭の辞

西日本日独協会会長

根本　道也
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ドイツ音楽紀行
中村　昭

会員企画のドイツ旅行

員やピアニスト、音楽愛好家、牧師さんな
ど多彩で、まるでバッハ狂が一堂に会した
感があった。総勢 20 名。６月 14 日朝福
岡発、ソウル経由でフランクフルト空港に
降り立った。

大バッハとヴァーグナーゆかりの地
アイゼナハ（６月15日）　

一同元気満々陸路東方 200 キロのヨハ
ン・セバスティアン・バッハの生地アイゼ
ナハを目指し深夜に到着。疲れを癒し、翌
朝早く郊外の小高い丘に聳える世界遺産
ヴァルトブルク城へ向かう。朝霧で霞む森
の中の小道を、小鳥の声や川のせせらぎを
聞きながら三々五々徒歩で登る。丘の上か
ら町を望む見晴らしは絶景。城内では、騎
士の間、エリーザベトの間、歌合戦の間、
祝宴の間と旅人を次々に別世界へ導く。19
世紀半ば、ここを訪れたリヒャルト・ヴァー
グナーは、谷間から屹立して立つ異界の城
ヴァルトブルクの景観と波乱に富んだ史実
に興奮抑えがたく、その場で舞台装置を構
想、吟遊詩人騎士の揺らぐ魂がエリーザベ
トの純愛に救済される楽劇「タンホイザー」
を作曲した。

旅の始まり
異国への誘

いざな

いはいつも魔力的に心をとき
めかせる。まして大好きなドイツへの音楽
旅行のお誘いだ。昨春、指揮者で当協会会
員の山本成宏さんからお話を頂いたとき、
是非にと手を挙げた。ゲーテ街道を辿りつ
つ、ライプツィヒの聖トーマス教会創建
800 年記念コンサート参加をメインに据
え、ドレスデンからチェコのプラハまで脚
を伸ばす正に垂涎の企画である。参加者は
福岡、東京を中心に、バッハコレギウム会

本号は２本の「音楽紀行」でスタートします。2012年、西日本日独協会員の山本成宏さん（作
曲家・指揮者）、荒木美帆さん（声楽家・作曲家）による企画のドイツ旅行が、それぞれ６月と
12月に実施されました。同じく協会員の中村昭さん、松井俊規さんが旅行に参加され、報告文
を寄せてくださいました。
2012年には、西日本日独協会主催の「日独150周年記念旅行」も実現し、この旅行に関して
は、中川寿美さんが体験をまとめてくださっています（P.61〜）。合わせてお楽しみください。

ライプツィヒ　聖トーマス教会
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下山して、バッハが洗礼を受けたゲオル
ク教会とバッハの生家を訪れた。生家は博
物館になっていて、ベルトふいご式オルガ
ン、鴨の羽の軸が弦を弾くシュピネッツな
ど珍しい古楽器でバッハの生演奏を楽しま
せてくれた。

エアフルトで聞いたロックと辻音楽
（６月15日）

チューリンゲンの州都エアフルトは、中
世にはヨーロッパ交易の要衝。古来音楽も
盛んでバッハ一族とも深い関係があり、大
バッハの父、母ともここの出身である。午
後この町に入り、聖マリア大聖堂とゼヴェ
リ教会を訪れた。そこから長い石段を降り
ると、下の広場から皮膚を震わすような大
音響が伝わってくる。仮設の大ステージで、
ロック音楽に合わせて若者達が派手なダン
スを繰り広げていたのだ。広場の先の石畳
を満員の路面電車が次々と走り抜けてい
く。旧市街は、小川や水路が還流し、多く
の石橋が串のように架かっている。今日は
偶然クレーマー橋のお祭りで、町中人が溢
れ芋の子を洗う大混雑。辻々で、老若のア
コーディオン弾きやチター弾き、ギター伴

奏でカンツォーネを歌う男女ペアなど観光
客目当てに多くの大道楽士の競演が聞かれ
た。日本人と見たのか、シニアのトランペッ
ト吹きが何と私も忘れていた“軍艦行進曲”
を朗々と演じたのには戸惑ってしまった。

リストが過ごした古都ヴァイマール
（６月16日）

ドイツ初の民主憲法の名で知られる美し
いこの古都で最初に訪れたのは、リスト博
物館だった。リストが住んでいたこの瀟

しょう

洒
しゃ

な館内に、作曲用のピアノ、手稿、デスマ
スクなどが陳列されていた。右手の石膏像
も展示され、彼の長い指、掌の拡がりに、
さこそ 12 度の音程を自在に弾きこなした
鍵盤の王者と納得する｡ 彼は領主の庇護を
受け､ 自由な音楽活動を楽しんだ｡ 一方､
この地で青年時代を過ごしたバッハは、領
主との反りが悪く追放されるという対極の
ヴァイマール体験だった。

漫
そぞ

ろに歩けば、リスト音楽院に連なって
牧歌的な緑豊かな公園が広がる。川の畔

ほとり

に
穏やかな空気が流れ、鳥が囀

さえず

る深い森の木
立の奥に崩れかけた廃墟や由緒深げな紋章
を掲げた塔が垣

かい

間
ま

見える。このイルム公園
のすべてを作り込んだ詩聖ゲーテの遊び心
に全く賛嘆の一語だ。山荘に向かって歩を
移すと威容を備えた像が見えてくる。てっ

アイゼナハ郊外　ヴァルトブルク城

ヴァイマール　イルム公園内リスト像（下は筆者）
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きりゲーテ像かと思って近づくと、何とリ
ストの像だった。彼が敬愛するゲーテの詩
篇に想を得て作った「ファウスト交響曲」

「メフィストワルツ」「ロ短調ピアノソナタ」
などの名曲を思い浮かべつつ、いかにもと
頷いた。

ライプツィヒの３つのコンサート
（６月17～19日）

圧巻は、やはり街自体が歴史と音楽の博
物館と言われる、東独最大の文化都市ライ
プツィヒでのバッハ体験であった。

夕刻にホテルに入り、夕食もそこそこに
バスで聖ニコライ教会に向かう。皮切りの
コンサートは室内管弦楽による、バッハと
モーツァルトの演目である。巨大な聖堂２
階左後部の回廊席、列柱が邪魔になり瞑目
して聴く。組曲２番のロンドン出身のフ
ルーティスト、リザ・ベズノシウクの哀調
を帯びたソロの音色と、交響曲 40 番の３
楽章から終楽章へ疾駆する緊迫感が印象に
残った。

翌朝は自由行動、古色蒼然たるライプ
ツィヒ中央駅まで散歩。牧師さん達と合流
して、リンクと呼ばれる旧市内一周の環状
大通りに沿って再びニコライ教会へ赴き日
曜ミサに参列した。福音朗読、司祭説教、
幼児洗礼式。仏教徒の私もカトリック信者
と共に聖歌の合唱に加わり、厳粛な時を過
ごした。その後、美しい天井や内部装飾、
５段鍵盤の大きなパイプオルガンを見る幸
運に恵まれた。この教会は、ここでの “ 平
和の祈り月曜デモ ” が口火となって 89 年
の壁崩壊が実現、東西ドイツ統一の出発点
として歴史に名を刻んでいる。

トーマス教会のバッハ像の向かいには
バッハ博物館があり観光客が行列してい
た。そこで、その時代の楽器、直筆譜、一
族の肖像画や家系樹など多くの収蔵品を見

た。近くにこの地で生まれ、この地で音楽
活動をしたメンデルスゾーンの銅像もあっ
た。彼はバッハを崇敬し、埋もれていた「マ
タイ受難曲」を世に出したことで知られる
が、彼が開いた音楽院で滝廉太郎が学んだ
など日本との縁も深い。

夕方、旧市庁舎ホールでバッハの次のコ
ンサートを聴いた。白

はく

眉
び

はコーヒーカン
タータだった。激情的なフルートの対旋律
に導かれて、ソプラノ、フリーデリケ・
ショーダー演じる才気煥発のコーヒー好き
の娘が熱情的なアリアを歌った。古風な父
親との何ともコミカルなやりとりが楽し
く、聖俗を超えたバッハの偉大さを感じた。

昼の明るさが残る午後８時、３つ目の
トーマス教会でのメインコンサートに臨
む。天上から届いてくるかのような、美し
くも、深い、祈りに満ちたキリエ、エレイ
ゾンの旋律がテュッティーで歌い奏されロ
短調ミサが始まった。ソプラノとバスのソ
ロに続いて、グロリアでは、白

はく

皙
せき

の英国生
まれの美男カウンターテナー、イエスティ
ン・デイヴィスが清純なアルトのアリアで
登場、聖堂内はバッハ晩年の精魂を傾けた
記念碑的なこの楽曲に酔い痴

し

れた。私の席
はほぼ中央、演奏は遥か右手奥のステージ
から、バッハの墓がある左手の祭壇に向
かって響き渡る。私は演奏者を見ようと顔

バッハ生家前にて一行揃って
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を振り向けたが、ベンチに並んで座ってい
る内外の聴衆は、みな深く首

こうべ

を垂れて耳を
傾けていた。５部の合唱がサンクトスで６
部に、最終章アヌスデイでは８部で織り成
される演唱のうねりに心を揺さぶられ、２
時間の長さも一瞬だった。一同興奮冷めや
らず、「ファウスト」の舞台にもなった名
物地下酒場で、夜晩くまでグラスを傾け余
韻に浸った。

旅の終わりに
マイセン磁器芸術の数々に触れたあとエ

ルベ川沿いに、廃墟から奇跡の復興を遂げ
たドレスデンの絢爛たる建造物群を慌しく
回り、スメタナの町プラハを観て 21 日に
帰国した。妻が所用で行けなくなり、単身
での参加だったが、山本さんご夫妻ほか音
楽好きの皆さんの優しいお心遣いで、和気
藹
あい

藹
あい

の日々を過ごせた。特にバスの道中、
音楽史に造詣の深い山本さんのユーモア
たっぷりのトークを DVD 映像と共に楽し

めたこと、これこそ今回の大きな余禄だっ
たと厚く感謝申し上げる。

▪主宰者の山本成宏さんより▪
昨年、私が 14 年間講師を務めている NHK 文化センターの主催で、「聖トーマス教会合
唱団創立 800 年記念・ドイツ音楽の旅」を企画し、参加者 20 名と共に巡ったバッハの足
跡の旅は楽しくも心に残る旅となった。
“ バッハの生涯と音楽を学び、その地を巡る ” という旅のコンセプトの様に、出発前には

「バッハ音楽のルーツ」の講座を開催し、アイゼナッハから始まった旅の車中でもバッハ
の音楽を聴いて頂きながらレクチャーを行ったこの旅は、参加されたみなさんから大変
な好評を頂いた。そして、旅の最終目的である聖トーマス教会でのバッハの「ロ短調ミサ」
の荘厳なる “ 音の河 ” に身を委ねた至福の時は生涯忘れ得ぬ心の宝となった。
この旅は時空を越えて生き続けるバッハの音楽の真髄に触れた実り多い芸術の旅であっ
たと思う。

中村　昭（なかむら　あきら）。
日本語教育学会会員、日本語講師。

執筆者紹介

バッハの銅像の下で筆者（左）と作曲家の山本成宏さん
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「ヨーロッパで歌おうの旅」８日間に参加して
松井　俊規

私は一昨年（2011 年）、昨年（2012 年）
と２回、福岡市民会館のステージに立ち、
ヘンデルの「メサイア」を歌うコーラスの
一員として、バスのパートで歌いました。

今回はとうとうドイツに行き、ライプチ
ヒの聖トーマス教会とオーストリアの
シェーンブルン宮殿の礼拝堂でメサイアを
数曲歌うことになり、2012 年 12 月 10 日
に名古屋国際空港を出発、翌日フランクフ
ルトを経てライプチヒに到着しました。

11 日はマイセンの陶磁器工房、県庁を
見学し、ドレスデン市内を観光して宿泊。
12 日の午後は聖トーマス教会で約 30 分、

「メサイアコーラス」を歌い、拍手喝采の
うちに無事終了しました。翌 13 日はフラ
ンクフルトを経てオーストリアのウィーン
へ。14 日は市内観光の後、いよいよシェー
ンブルン宮殿の礼拝堂で「メサイア」のコー
ラスを約１時間歌いました。これでやっと
ドイツに来た目的を果たしたとほっとして
退場したら、なんと拍手喝采、アンコール
です。まさか本場でアンコールを受けよう
とは。リーダーの荒木さんもアンコール曲

を準備していなかったので、「ハレルヤ」
をもう一度、皆さんもご一緒にどうぞとい
うことで、多くのドイツの皆さんが起立し
て一緒に歌ってくれました。私たちも感動
しました。本当に来てよかったと思いまし
た。12 月 17 日午後、全員無事に福岡空港
に帰り着きました。

私も旧制福岡高校でドイツ語を勉強して
おりましたので、英語ほど話せませんが、
適当に心臓で英語とチャンポンでなんとか
やりました。発音がよろしいとほめられ嬉
しかったです。観光でも、道路標識、建物
の表示など大体分かりましたので、やはり
ドイツ語を勉強していて良かったと思いま
した。

なにしろビール、ワイン、特に白ワイン
が美味しいため、家内が私の飲み過ぎを心
配しておりましたが　„nicht übertrinken　

（飲み過ぎない）“　を守り、時差ぼけもな
く、無事帰国しましたので安心してくれま
した。

ウィーンのオペラハウスで本場の歌劇

ウィーンの街角 メサイアコーラス。右から2番目が筆者。
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「トスカ」を観劇できたのも最高の思い出
です。これからも今回のドイツの思い出を
大切にして、楽しく充実した人生を送りた
いと思っております。

松井　俊規（まつい　としのり）。
農学博士。

執筆者紹介

▪主宰者の荒木美帆さんより▪
この企画は、私の主宰する「メサイアを歌おう会」で、作曲者ヘンデルの生まれたドイ
ツにてメサイアを歌ってみたいということから始まりました。どうせ旅するのならメサ
イアのシーズンで、ドイツがクリスマスマーケットでひときわにぎわいを見せる時期に
と夢がふくらみ、2012 年 12 月に８日間の旅が実現した次第です。
シェーンブルン宮殿の教会での演奏では、司祭様の配慮であらかじめポスターやチラシ
も配られており、多くの聴衆を前にすばらしい演奏ができました。その上アンコールも
かかり、また友好の儀として先方からも歌をいただき、格別の音楽ツアーとなりました。
ハレのオーケストラとの交流も生まれ、早速 2013 年の冬に日本での合同コンサートが実
現するやもしれません。詳細が決まりましたら、日独協会を通じてお知らせいたします。

0263‒87‒8044

シェーンブルン宮殿の前で一行と。
前列中央の男性が筆者。
右から5番目の女性がリーダーの荒木さん。
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昨年（2012 年）10 月、宮崎の地にベル
リン少女合唱団の「黄金の歌声」が響き渡
りました。ドイツ民謡や宗教曲、現代曲ま
で幅広いレパートリーを披露して、満場の
聴衆を魅了しました。ある専門家の評を借
りれば、「そのハーモニーの美しさ、ソリ
ストたちの水準の高さは感動もの」（地村
俊政・宮崎大学名誉教授）でした。演奏会
のフィナーレでは、総立ちの観客とともに
日本語で「ふるさと」を大合唱して、日独
双方の声と心が溶け合いました。延岡市な
らびに宮崎市におけるその２回の公演は大
成功のうちに幕を閉じ、少女たちは「日本
大好き！」と言いながら宮崎を離れて行き
ました。聞くところによると、帰国後本格
的に日本語の勉強を始めた団員もいると
か、嬉しいかぎりです。

ベルリン少女合唱団は 1986 年に設立さ
れ、現在６歳から 25 歳までの 140 名の団
員が４つの年齢別のグループに分かれて、

修練を積んでいるそうです。今回は、この
うち 14 歳から 21 歳までの 40 名が来日し
ました。この合唱団は、ヴェネチア合唱コ
ンクールで第１位（2007 年）、ワルシャワ
国際コンクールでも第１位（2011 年）な
どの実績を誇り、国内外から高い評価を受
けていることは、ご存じの方もいらっしゃ
ると思います。

ところで、今回の来日の全日程は、延岡
４日、宮崎４日、京都１日（観光）の９日
間でした。なぜ宮崎でのみの開催になった
かについて、一言触れておきます。実は、
この合唱団の専属ピアニスト・湯浅敬子さ
ん（本誌編集長・重竹芳江さんの留学同期
生で友人）が延岡市の出身で、彼女が数年
来抱いてきた、「団員の少女たちにわが故
郷を見せてやりたい」という一念が、その
出発点になったとか。この深い思いに、代
表責任者・指揮者のザビーネ・ヴュストホ
フさんも「ぜひケイコのふるさとで！」と
賛同し、日独双方の関係者・関係団体の支
援のもとようやく実現したものでした。

本来この公演は、日独交流 150 周年記
念事業として 2011 年秋に実施される予定
でしたが、同年３月に起きた福島原発事故
の放射能汚染が心配されたため、一年遅れ
の開催となりました。（団員の保護者たち
の危惧の念は大きく、この企画はいったん
白紙になったそうですが、湯浅さんをはじ
め関係者の懸命の努力によって当初の計画

日独交流

ベルリン少女合唱団宮崎公演
Miyazaki-Tournee des Berliner Mädchenchors
恒吉　良隆

宮崎公演、ピアノの脇が湯浅敬子さん
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を実現へこぎつけたとのこと。）

前置きが長くなりましたが、このベルリ
ン少女合唱団の宮崎市滞在中の二三のこと
について、個人的なことも含めて少々報告
しておきたいと思います。

Eine Überraschung
（ひとつのサプライズ）

10 月３日、ベルリンから名古屋中部空
港乗り継ぎで宮崎空港へ到着。そしてシー
ガイアのサンホテルフェニックスへ直行。
―さて、到着早々このホテルで、予定表に
はまったくなかったサプライズをひとつ仕
組みました。私（と妻）の思いつきで。（む
ろん、前もってドイツ側・日本側の責任者
に了解をとっておくと同時に、下記の住吉
小学校の合唱指導の先生からも出演の承諾
を得ておきました。）

日本第一夜の夕食をとるため、少女合唱
団員たちがホテルの大広間に顔を揃える
や、それまで別の一室に身を隠していた地
区の小学校の合唱団 20 余名が突如舞台に
上がり、小６生徒４人のドイツ語による挨
拶のあと、県準優勝校の歌唱力で３曲の歌
を披露しました。ドイツ語に関しては、前
日私が小学校に出向いて特訓をしておいた
せいか、無難にこなしました。

―Willkommen in Miyazaki!  Wir sind 
Chorsängerinnen und Chorsänger der  
Sumiyoshi-Grundschule hier in diesem 
Bezirk. Wir singen drei Lieder : An die 
Freude, Heidenröslein und Furusato.（宮崎
へようこそ！私たちはこの地区の住吉小学
校の合唱団です。私たちは「歓喜の歌」と

「野ばら」と「ふるさと」の３曲を歌います。）
そして、この３曲を歌い終わったあと全

員が声を合わせて、Viel Spaß in Japan!（日
本滞在をお楽しみください）と呼びかける

と、ドイツの少女たちからは歓声とともに
ヤンヤの喝采。すかさず代表者ザビーネさ
んのとっさの提案で、今度は両国の合唱団
が声を合わせてまずドイツ語で「野ばら」
を、そして日本語で「ふるさと」を高唱し
ました。遥かな異郷での初日の夕べ、どう
やら彼女たちの心もすっかりほぐれたよう
に感じられました。

さて、その翌日から当合唱団の一行は、
２回のコンサート出演のほかに、知事表敬
訪問（代表者のみ）、青島と鵜戸の観光、
地元高校生との交流、神社や旭化成の見学、
そして数々の日本文化（野点・日本料理・
和菓子・折り紙・浴衣の着付け等々）を体
験学習しました。ベルリンの少女たちはそ
のたびに歓声を上げながら、様々な交流や
学習を楽しみました。

Die Familienaufenthalt bei uns
（わが家にホームステイ）

宮崎市滞在中に、団員の面々は２人一組
になってホームステイ。私の家には、アン・
マリー（Ann-Marie　21 歳）とゾフィー
ア（Sophia　19 歳）が２日間宿泊しました。
両人は、湯浅さんによるとトップスター的
な存在とのことで、公演においてもソリス
トとして繊細流麗な歌声を響かせました。

私たちがこの２人をまず案内したのは、

振袖姿のアン・マリーとゾフィーア
二人の名前を漢字で書くと？　　　
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白波打ち寄せる日向灘。ドイツの海とは
まったく趣を異にする、その荒々しい波濤
に驚嘆の声しきりでした。その日の夕食は
近所の方数人も加わって、皆でにぎやかに
食卓を囲みました。食事を終えたのち、「歌
姫」２人によるホームコンサート、なんだ
か少し贅沢な感あり。一方、振袖を着た経
験がないとのことゆえ妻が２人に着付けを
してやると、そこはうら若き乙女、たいそ
う喜んでいました。

回転寿司にも連れて行きましたが、「こ
れ何という魚？」との矢継ぎ早の質問に、
いささか閉口した次第。しかし、何事につ
けても好奇心が旺盛なことに、当方も感服
しました。

後日譚をひとつ。彼女たちが帰国後しば
らくして、Sophia からメールが届き、「私
の母は学童向け雑誌の編集者で、その雑誌

はシリーズで世界各国の子供たちの学校生
活や日常などを記事にしている、あなたの
お孫さんたちの生活ぶりを掲載したいので
ご協力を」とのこと。―その雑誌の発行後
すぐ、数部が郵送されてきましたが、２ペー
ジにわたるその記事は、ホームステイ中に
彼女らと親しく交わったわが家の中１と小
５の孫娘たちの姿を、日本人生徒の一雛形
として際やかに伝えていました。これもま
た、今回の宮崎公演の機縁から生まれた、
日独文化交流の「続編」と言えましょうか。 

恒吉　良隆（つねよし　よしたか）
福岡女子大学名誉教授。

執筆者紹介

〒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

ドイツの雑誌に掲載されたお孫さんたち

指揮者のザビーネさん（左端）
恒吉夫妻、アン・マリーとゾフィーア
宮崎空港にて
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ドイツ人学生の幼稚園研修
　― ２週間のホームステイ ―
渡辺　秀水

我が家の台所でドイツ人女子学生と妻が
一緒にドイツクーヘンを一生懸命作ってい
る姿を見てとても不思議な気持ちになった。
そのドイツ人は、お互い連絡を取り合った
上でドイツのニュルンベルク近郊の小さな
村からはるばる日本の我が家に来た女子学
生である。だから何ら不思議なことはない
はずなのだが、ドイツ語はもとより英語も
全く話せない妻が何の違和感もなく外国人
と一緒に作業をしている姿が奇妙に思えた
のだ。

その学生ミリアム・ホルチェルと出会っ
たのは 2011 年 11 月、フランクフルトで開
催された「ジャパン・ウィーク」の会場だっ
た。私はその会場の囲碁コーナーで囲碁の
紹介をする役目に当たっていた。２週間だ
けの仕事である。初日そこにミリアム嬢が
来て 10 分程囲碁対局を行い、後日その時の
写真をメールで送ったのが彼女との交流の
始まりだった。そのうち私が幼稚園で働い
ていることを知り、彼女が「実は私は日独
幼稚園の比較研究をしており、来年それに

関する修士論文を書く予定だ。あなたのと
ころで研修させて貰うことができればそう
したい。」ということで、知り合って 10 ケ
月後、つまり 2012 年９月に２週間の研修が
実現したのである。

確かに驚くことが多々あった。個人差が
あるとはいえ、実際に会ったのは 10 分間、
メールのやり取りは確かに頻繁だったので
はあるが、紹介者も全く無く、保証する人
も無く、どこの誰とも知れない人物の住む
外国に若い女性が単身で乗り込んで来るの
であるから、いささか戸惑った。「ご両親に
私の素性を記し、安心できるように一筆入
れようか」と言っても、「そういうことは全
く必要ない。書きたければ書いてもいいけ
ど」という具合だ。とは言ってもやはり彼
女の両親に丁寧な手紙を書いたのだが。我
が家にホームステイしている間、彼女は私
の PC から毎日両親にメールを送っていた
が、両親からの返信は父親からの、「今度
FC ニュルンベルクに清武という日本人選手
が入ったぞ。こいつは凄いぞ。」という内容
だけのこの一通のみだった。いったいドイ

ホストファミリーの渡辺夫妻と御親戚。
ミリアムさんと一緒に。

園児たちに囲まれて
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ツ人親子の実情はどうなっているのだろう
か、とも思った。

９月８日来日の後、10 日（月）から 21
日（金）までの幼稚園研修が始まった。場
所は福岡県筑前町にある浄土真宗系の「み
なみ幼稚園」、年長、年中各２クラス、年少
３クラス総勢約 170 名の園児を抱える田舎
では大きな幼稚園である。そして年中組 26
名のクラスの先生に付き、朝８時から 16 時
半まで園児の中に入り込んで研修観察を実
質９日間行った。９月といえば、10 月の運
動会に向かって暑い中その練習ばかりであ
る。この幼稚園の特色は音楽教育なので少
し残念ではあったが、逆に運動会というド
イツにはないものの実態を観ることができ
たのは一つの大きな経験だったようである。

最終日には担任の先生７名を含む総勢 11
人で交流を主眼とした反省会を開いた。ミ
リアム嬢からは８つの質問が出た。

①　 朝の挨拶で先生が園児をハグするが、
そのような伝統のない日本でどうやっ
てそれがうまくいくようになったのか。

②　 園で子供たちを教え導きたいと思う
一番重要なものは何か。

③　 この幼稚園は、どうやってこのよう
に大きくなっていったのか。

④　 幼稚園でどうして芸術やスポーツが
そんなに重要なのか。

⑤　どうして運動会で行進するのか。

⑥　この幼稚園のユニークな特徴は何か。
⑦　 幼稚園の先生になるにはどんな教育

を受けねばならないか。
⑧　寺の宗教が幼稚園に反映されるのか。

「みなみ幼稚園」は、60 年前に私の父が
創設し、現在は兄夫婦が運営に当たってい
る。そして、この園には「三原則」がある。

１．人の喜びを共に喜ぶ心
２．人の悲しみを共に悲しむ心
３．人の苦しみを助けようとする心
そういった理念の中で、義姉を中心に音

楽を通しての情操教育を大事にしている。
また先生たちは子供たちの何かをやり遂げ
るという達成感に伴う心の満足安らぎを大
事にしている。

しかしながら、ドイツ人学生が感じた質
問事項の中で特に先生たちが驚いたのが、
前述した④と⑤である。「ドイツの幼稚園で
は基本的に音楽教育をしない。教室にピア
ノも置いてない。」という発言には一同驚い
た。「ドイツの幼稚園は、当幼稚園のように
園児をコントロールするということは少な
く、コントロールというよりも見守ってい
くということだ。」というコメントが、④の
質疑の回答にもなっているようである。⑤
の質問の時には先生たちにざわめきが起き
た。「行進がなかったら、それ運動会じゃな
いっちゃない」という気持ちである。子供
たちが立派に行進すればするほどミリアム
嬢にはそれが奇妙に映ったようである。「園
児の立派な姿を保護者が期待しているから、
その期待にまず立派に応えたいから」とか

「行進で心を一つにするのが全体の調和をも
たらすのだ」と拙いドイツ語で先生たちの
意見を伝えたのだが、果たしてどれだけ理
解できたのか・・。日本に根付いている文
化の一つである運動会をとっても、違った
角度からの基本的な質問を受けると案外明

最終日、運動会の練習にてお別れの挨拶
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確な説明ができないものである。園の先生
たちにとってもドイツ人との交流は色んな
意味で大きな刺激があった。

当幼稚園の先生たちは全員独身ながら、
いつも卓越した保育技術と行動力・指導力
で寄り付き難いくらいである。この交流会
でも当然全員がドイツ人学生に質問を投げ
かけた。しかしながら、ドイツ人のドイツ
人らしい堅い質問とは逆に先生たちの質問
は実に素朴で可愛らしいものだったので
却って微笑ましく思えた。例えば、最初の
質問が、「ボーイフレンドはいますか」だっ
た。「ドイツの料理は」、「休日は何をしてい
ますか。趣味は？」、「ベジタリアンという
ことだが、どこからそんなエネルギーを得
ているのか」、「日本に来て驚いたことは」、

「子どもに対して遊んでやっているという考

えはあるか」等が出た。ミリアム嬢は日独
の違いも少し解っていたので、堅い質問も
できたのだと思うが、当園の先生たちはド
イツの幼稚園事情がよく分からないという
こともあって、若い日本人が外国人に対し
てする自然な普通の質問になったのであろ
う。計らずもこんな田舎で日独交流ができ
て本当に良かったと思った。

あと幼稚園とは別に、ミリアム嬢は英語
が堪能なため、近くの英会話学校との交流
も小中学生が喜んでくれ、お互いの貴重な
体験となった。幼稚園の母体でもある寺院
での秋彼岸法要の参加、碁会所メンバーと
の交流、稲刈り体験、休日に行った京都・
湯布院・水族館等の見学も彼女にとって深
い想い出となったであろう。特に彼岸法座
では読経時はもとより、２時間程の法話の
間中正座を崩さず、地域のおじちゃんおば
ちゃんに溶け込んでいる姿は不思議な光景
ではあった。

わずか２週間とはいえ、一ドイツ人女学
生のお蔭でこの普通の田舎の多くの人々に
少なからず新風を巻き起こしてくれたと思
い、今はこの交流に深く感謝している。

渡辺　秀水（わたなべ　ひでみ）。
みなみ幼稚園勤務バス担当。

執筆者紹介

9日間一緒に過ごした年中組の園児たち

碁を一局（左側が筆者）
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日
独
交
流



外国語学習

外国語学習における「翻訳」の試みとその意義
池田　紘一

外国語学習といえば一昔前までは文法規
則を覚え、訳読する、つまりテクストの外
国語を日本語に直してみるというのが当た
り前でした。しかし最近では外国語コミュ
ニケーション力が大事だということでこの
やり方は敬遠され、そればかりか文法や訳
読は読解力の向上には資しても会話力習得
には妨げになるという意見さえ聞かれます。

しかしわたしは、40 年以上のドイツ語
教師の経験からいって、外国語のコミュニ
ケーション力を身につける上で文法習得や
訳読は邪魔になるどころか、やり方一つで
は、むしろ大いに役立つ、いや不可欠であ
ると思っています。それはどういうことか。
これを説明するにはわたしが外国語学習の
意義をどこに見ているか、そして外国語コ
ミュニケーションの基盤を何に見ているか
について申し上げる必要がありますが、そ
れはあとまわしにして、また文法のことは
ここでは無視して、訳読にかぎって少し考
えてみましょう。

ただし訳読とはいっても、ただ横のもの
を縦にする、ただ意味さえ分かればよいと
いうのではなく、簡潔明瞭な、しかも生き
いきとした、日本語らしい日本語で表現す
るというのが眼目です。ですからこれは「翻
訳」といった方が適切で、いわば翻訳家に
なったつもりで訳してみるということで
す。そのときわれわれの頭の中で、あるい
は心の中で、何が起こるか。

授業ではわたしはその説明に、しばしば
明治時代の翻訳の事例を持ちだしました。
それには下心もあって、日本の近代化に果

たした翻訳の甚大な役割とその翻訳に携
わった先人たちの苦労、見知らぬ言語との
格闘ぶりを、そしてたとえばいま気楽に引
いている外国語辞書などもそういう苦労や
格闘の賜物なのだということを、外国語を
学ぶ学生には知っておいてもらいたいとい
う思いがあるからです。その事例の一つを
紹介しましょう。

“To be, or not to be: that is the question.” 
――いわずと知れたハムレットのせりふで
す（シェイクスピア『ハムレット』第３幕
第１場）。叔父クローディアスに父王を毒
殺され母を奪われたデンマークの王子ハム
レットが、復讐すべきか否か、思い悩んで
いるときの独白です。中学一年生でも知っ
ている単語ばかりですが、さて、どういう
意味か。どう訳すか。

悲劇『ハムレット』の翻訳は、明治時代
から実にたくさんあります。「生か、死か、
それが疑問だ」（福田恆存）、「このままで
いいのか、いけないのか、それが問題だ」（小
田島雄志）、これは現代日本語の例です。
時代を少し下ると「生きているのか、生き
ていないのか、それが問題だ」（昭和 23
年　竹友藻風）、「どっちだろうか。さあ、
そこが疑問」（昭和９年　浦口文治）とい
うような訳例もある。そして明治まで遡る
と、沙翁（シェイクスピア）の全訳を手が
けた坪内逍遥は、「存

ながら

ふる？存
ながら

へぬ？それ
が疑問じゃ」、「世に在

あ

る、世に在
あ

らぬ、そ
れが疑問じゃ」という訳を残している。さ
らにそれ以前には、どちらも明治 15 年の
訳ですが、「死ぬるがましか、生くるがま
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しか、思案をするはここぞかし」（外山正
一）、「ながらふべきか、しかしまた、なが
らふべきにあらざるか、ここが思案のしど
ころぞ」（矢田部良吉）という歌舞伎調も
ある。そして最初の日本語訳は明治７年、
これはイギリスの日本特派員チャールズ・
ワーグマンによるものですが、「アリマス、
アリマセン、アレハナンデスカ」。思わず
吹き出したくなりますが、その時代に身を
置いてよくよく考えると、とても笑えない
し、英語を習いたての中学生の頃に戻って
考えると、なんだか身につまされます。

問題は be です。いうまでもなく「〔人や
物が〕いる、ある」を表す動詞の不定詞で、
現代の英和辞典には「存在を示す」と説明
があり、その動名詞 being の項には「存在、
生存、人生」という語義が示されています。
問題の be に直面した明治の人たちは、こ
れをどう日本語でいい表わすべきか、はた
と困った。まさに「それが疑問じゃ」ですね。

苦心の跡は逍遥訳にもっともよく現われ
ています。be は「生きている」という意
味であるとしても、たとえば live などで
はなくあくまでも be であるから、「ある」
を意味する漢字の「存」を当て、これに和
語の「ながらふ」というルビをふった。し
かしさらに考え直して、「ある」をそのま
ま生かして「在

あ

る」とし、その前に「世に」
と付け加えた。つまり逍遥は、be という
外国語の意味を汲み取ろうとして、日本語
の何に当たるか心の中で自らの母語に目を
やり、あれこれ考えては心の中で口ずさみ、
そのつど改めて be に目をやり（むろん be
だけではなく文章全体を読み返すのです
が）、これを繰り返したのちに最後にこれ
で行こうと決めた。

実際にはこの、向こうからこっちへ
0 0 0 0 0 0 0 0 0

、こっ
0 0

ちから向こうへ
0 0 0 0 0 0 0

は、順番にではなくほとん
ど同時に生じたことでしょう。しかしいず

れにせよここで肝心なのは、この往復運動
によって翻訳者は自らの言語を顧みると同
時に、外国語の、この場合は be という語
の意味をいっそうよく理解したということ
です。たとい最終的に適訳を得たという満
足感はいだけなかったとしても、それはそ
れだけいっそうこの語の含蓄を味わい知っ
たということ、と同時に、外国語と日本語
の相違、あるいは日本語の限界を自覚した
ということです。この限界はしかし、新た
な日本語を生む可能性でもあります。そし
て事実、明治の先達たちは翻訳における外
国語との苦闘の中から、あらゆる分野で無
数の新たな言葉（翻訳語）と表現可能性を
日本語にもたらし、今日われわれはそれと
意識せずにその恩恵に浴しているのです。

さらに重要な点は、逍遥の例に即して述
べた翻訳作業、つまり精神ないしは心の中
で生じる往復運動は、単に言語の枠内にと
どまるものではないということです。まず
第一に、われわれはふだん空気を呼吸する
ように何気なく言葉を使っていますが、言
葉は決して単なる伝達の手段といったよう
なものではない。それは精神であり、血で
あり、肉であって、われわれの内に深く棲
みついており、上着のように脱ぎ捨てられ
るものでも、道具のように自在に操れるも
のでもありません。したがって第二に、言
葉は人間の生き方、感じ方、考え方をそれ
自体の内に体現しており、文化や伝統や慣
習と深く結びついている。ですから、翻訳
という行為は、単に言葉と言葉とを突き合
わせればすむというものではなく、言葉と
一体になっているこれらもろもろのものの
対決、いわば全人間的な対決行為なのです。

わたしが外国語学習でなぜ「翻訳」を重
視するか、これでお分かりいただけたで
しょうか。学習途上にある者にそんなこと
は無理だと思われるかもしれません。しか
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しょう。
それではわたしは外国語を学ぶ意義をど

こに見ているか。当たり前のことですが、
実用のためであれ楽しみのためであれ、役
に立つ程度の読み、書き、話し、聞く力を
つけることです。しかしその前提として、
あるいはそのために、「他を知って自らを
知る、自らを知って他を知る」ことの難し
さと大切さ、願わくはその歓びを、言語そ
のものに即して学び知ることがもっとも重
要だと考えています。

ゲ ー テ は あ る と こ ろ で、Wer fremde 
Sprachen nicht kennt, weiß nichts von der 
eigenen（「他の言語を知らない者に、自ら
の言語は分からない」）といっていますが、
実に見事に外国語を学ぶ意義を言い当てて
います。わたしは僭越を顧みず、さらにこ
う付け加えてみたい、Wer eigene Sprache 
nicht kennt, weiß nichts von den fremden

（「自らの言語を知らない者に、他の言語は
分からない」）。そしてどちらの場合も、「言
語」を国、町、村、文化、歴史、社会、伝
統、習慣、生き方、考え方、感じ方という
語に置き換え、「他の言語」を他者

0 0

に、「自
らの言語」を自己

0 0

に置き換えてみる。する
とゲーテのことばの的確さと深さがいっそ
う納得できるように思われます。

池田　紘一（いけだ　こういち）。
九州大学名誉教授、長崎外語大学元学長。

執筆者紹介

しどんなに稚拙な真似事でもいいので、実
際にやってみる。ただし真剣に、日本語と
して通用する翻訳に挑んでみる。初歩的な
会話の文章であれば本当に生きいきとした
日本語の会話にしてみる。しかも原文から
目を離さず、往復運動を繰り返しながら
やってみる。結果はともかく、この試みの
中で、言葉とは何か、外国語とは何か、日
本語とは何か、何と何がぶつかり合い、互
いに分かり合うことを求めているか、身を
もって味わい知ることになるでしょう。それ
が何より大事であって、しかもその過程を
通じてまずまちがいなく外国語の理解は深
まり、日本語の表現力が身につくでしょう。

ではそれのどこが外国語コミュニケー
ション力の向上に役立つのか。コミュニ
ケーションとはいったい何でしょうか。こ
れは日本語でも同じですが、相手に尋ね、
相手のいうことによく耳を傾け、自分のい
いたいことを丁寧に、たとい拙い言葉の積
み重ねであっても粘り強く相手に伝え、こ
うして対話を重ねながら、立場の違いを含
めて互いに分かり合おうとすることではな
いでしょうか。その基盤を作る上で、上に
述べた外国語学習における翻訳の試みは大
いに資するところがあると考えます。翻訳
の試みそのものがある意味ではすでに対話
なのですから。そして会話にしても、外国
語は母語ではないのですからうまくできな
いのが当たり前で、要はコミュニケーショ
ンをとろうとする意志と勇気と努力であ
り、話す中身であり、ただぺらぺら話すの
が会話ではないということにも気づくで
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文学

「三十歳」の神話
小黒　康正

ひとは三十にして立つ。十五歳で学問を
志した孔子は、三十歳になると、新進気鋭
の学者として自信を得ました。そこで初め
て人生の展望が開け、四十歳で心に惑いが
無くなり、五十歳で天から得た使命を悟っ
たようです。これに対して、ゲーテ『ファ
ウスト』（1832 年）第二部第二幕に登場す
る得業士は、同じく新進気鋭の学者とはい
え、かなり自信過剰な男でした。恩師ファ
ウストに対して不遜極まる辛辣な言葉を吐
きます。

人間、三十歳を越したら、
もう死人同然ですな。
潮時を見てあなた方は叩き殺してしまう
に限る。

ゲーテ『ファウスト　第二部』
（高橋義孝訳）

三十歳ともなればすでに老人、さっさと
あの世に送り出してしまうのがよいとかつ
ての弟子は言います。老師は唖然とします
が、但し驚愕したのはファウスト本人では
ありません。実は老学者に化けたメフィス
トーフェレスなのです。その老獪な彼が一
言、「はてさて、悪魔も開いた口がふさが
らぬ」と。

もっともドイツ文学には、得業士の言葉
を実現させる小説があります。カフカの『審
判』（1925 年）です。銀行員ヨーゼフ・Ｋ
は、三十歳の誕生日を迎えた朝、見知らぬ
二人の男に「逮捕」されます。とはいえ、
主人公は特に身柄を拘束されるわけでもな

く、また、ある裏長屋で行われた奇妙な審
理を拒否した後、次の審理に呼び出される
こともありません。しかし、訴訟手続きは
暗黙の内に進んでいます。その事を知った
主人公はあらゆる対抗措置を講じますが、
何も功を奏しません。そして「逮捕」から
一年後、誕生日を迎える前夜、二人の男に
自宅から郊外の石切場に連れ出され、みず
からの罪状を知らぬまま、まるで「犬」の
ように肉切り包丁で呆気なく処刑されてし
まうのです。カフカの未完小説は私たちに
言い知れぬ読後感をもたらします。人間は
三十歳を機に何か根源的な罪に陥るので
しょうか。メフィストーフェレスは「悪魔
は年寄りだ」と言いました。三十歳を過ぎ
ると、人間は悪魔に近づくのかもしれませ
ん。

而立は、『魔の山』（1924 年）においても、
死と深く結びついています。トーマス・マ
ンの小説は、スイスの国際結核療養所を舞
台とし、ハンス・カストルプの 1907 年か
ら 1914 年までの滞在を描く作品です。主
人公は従兄弟を見舞うために三週間の予定
で結核療養所を訪れますが、自身も肺を病
んでいることがわかり、長期滞在を余儀な
くされます。そこで彼が見たのは、微視的
には世界各国から集まる患者たちの自堕落
な生活と死が日常化した日々であり、巨視
的には第一次世界大戦前のヨーロッパの社
会的・政治的・精神的行き詰りでありまし
た。とはいえ『魔の山』は主人公がさまざ
まな人物との出会いと自らの精神練成を経
て「高揚」していく過程を描きます。その
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を「生きられる生 Gelebte Vita」と命名し、
それが卓越した人物においてダイナミック
に現出することを指摘しています。例えば、
ナポレオンはアレクサンドロス大王やカー
ル大帝を、クレオパトラはその死に至るま
でアプロディーテをほとんど意識せずに模
倣したと言うのです。意識は無意識によっ
て突き動かされ、個性的なものの中に典型
的なものが宿り、両者が混淆します。更に
マンがあげるイエス・キリストの例も興味
深いです。イエスは十字架上で息を引きと
る前に「わが神、わが神、なぜわたしをお
見捨てになったのですか」と叫びました。
この叫びは、メシアとしての「生きられる
生」の中に突如としてイエスの肉声が入り
込む瞬間であり、一回的・個人的生が典型
的・非個人的生を凌駕する瞬間です。しか
しながら、ことは単純ではありません。そ
こには意識と無意識の分ち難い混淆があ
り、同時に逆転の構図があります。イエス
のおそらく最初にして最後の、そして最大
の自己感情の吐露が、マンによれば、「引用」
だったのです。イエスの叫びは単なる肉声
ではなく、旧約聖書詩編第 22 章冒頭の言
葉でした。マンは主張します、「人生、と
りわけ意義深い人生とは、古代においては
生身の体に神話を再現する」ことであると。
イエスが布教活動を始めたのも三十歳でし
たが、こうした営為も旧約聖書の預言者た
ちの「まねび」、例えば三十歳で神の召命
をえたエゼキエルからの「引用」だったの
です。以上の観点からしますと、ニーチェ
のツァラトゥストラは、ゾロアスター、イ
エス、旧約の預言者たちの驥馬に付します。
そして、時を経て、二十世紀ドイツ文学に
おいても、「三十歳」の神話が再現されて
いたのです。

第二次世界大戦後、このような系譜に再
び踏み込んだ女流作家がいました。戦後ド

結果、「単純な若者」と称される主人公が、
時間とは何か、生とは何かを問い、「生へ
赴く道はふたつある、ひとつは普通の、真
直ぐな、真面目な道、もうひとつはよくな
い道、死を越えていく道で、これが天才的
な道なんだ」と吐露するに至るのです。し
かし、第一次世界大戦が勃発すると、七年
間の「錬金術的高揚」がまるで無意味であっ
たかのように、主人公は山を下り、戦場で
シューベルトの『菩提樹』を口ずさんで突
撃し、爆弾の炸裂とともに消えてしまいま
す。但し、気になるのは語り手の言葉です。
この歌のために死ぬ人は「愛と未来との新
しい言葉を心に秘めながら、新しい世界の
ために死ぬ」のであり、その人は「英雄」
であると。マンの代表作は、物語の「主人
公」がエロスとタナトスの密封空間の中で
錬金術的高揚を経て一人の「英雄」になっ
ていく過程を描きながら、こうした変容の
意味を我々に問います。このとき「単純な
若者」は三十の齢に達していました。

ちなみにマンの深山幽谷には『ツァラ
トゥストラはこう言った』（1885 年）に対
するパロディーがあります。ニーチェの代
表作はヨーロッパの没落を背景としながら
超人思想が展開される作品であり、主人公
はゾロアスター教の開祖と称されている人
物です。実は、山にこもっていた古代ペル
シアの賢人が山をおりて布教活動を始める
のは三十歳でした。また、『審判』や『魔
の山』の他に、リルケ『マルテの手記』、デー
ブリーン『アレキサンダー広場』、ムージ
ル『特性のない男』、ブロッホ『夢遊病者
たち』など、二十世紀ドイツ文学を代表す
る小説でも、三十という齢が人生の転回点
として重要な働きをしております。これは
単なる偶然なのでしょうか。

マンは 1936 年の講演『フロイトと未来』
の中で、前人の轍跡を踏む反復としての生

20

文
学



するところで終ります。その時、主人公は
三十歳の誕生日を迎える直前にいました。

文学においてはなんと模倣と創造の営み
が、人間の生においてはなんと意識と無意
識が、分ち難いのでしょうか。ひとは三十
にして立つ。ドイツ文学は我々に改めて而
立の意味を問いかけます。

イツ文学を代表するインゲボルク・バッハ
マンです。総じてバッハマン文学は、新し
いことばを探りながら、新しい男女のあり
方、新たな人間存在、「どこにもない場所」
を模索します。そしてバッハマンが三十歳
の頃に書いた物語がまさに『三十歳』（生
野幸吉訳、白水社『新しい世界の文学』第
29 巻所収）でした。この作品は、自己喪
失に陥った主人公が過去を清算して旅に出
るところから始まり、死からの復活を意識

小黒　康正（おぐろ　やすまさ）。
九州大学大学院人文科学研究院教授。

執筆者紹介

精神科・心療内科・漢方医学科

当院ホームページにドイツ、オーストリア、スイス、イタリアの
民間精神科病院のサイトをリンクしています。ご覧下さい。 http://www.itonooka.dr-clinic.jp/

〒819-0375　福岡市西区徳永697

TEL 092-806-1172

理事長・院長・医学博士　舩津 邦比古
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シラー “An die Freude” の思想史的背景
嶋田　洋一郎

本日はベートーヴェンの第九第４楽章の
いわゆる「歓喜に寄せて」の歌詞の思想的
背景について、私の専門であるドイツの思
想家ヘルダーが唱えた「民謡」（Volkslied）
という言葉を手がかりとしてお話させてい
ただきたいと思います。その中心となるの
は「歓喜に寄せて」というシラーの長大な
詩を読んだベートーヴェンが、この詩の最
大のメッセージと考えた部分、つまり「す
べての人間は兄弟となる」（“Alle Menschen 
werden Brüder”）という部分です。

今回の講演の題にもありますように、シ
ラーの詩の思想史的背景を探るにはシラー
の生きた 18 世紀あるいはそれ以前のドイ
ツについての理解が不可欠であると思われ
ます。ただし今回は時間の制約もあります
ので、問題をマルティン・ルター以後の時
代における主要な出来事に絞り、そしてさ
らに問題の所在をはっきりとさせるため
に、ラテン語とドイツ語という言葉の観点
から考察を加えていきたいと思います。

本日の講演の中心主題は＜ 18 世紀ヨー
ロッパの啓蒙主義―神中心の時代から人間
中心の時代へ＞というものです。つまりシ
ラーが最初は「乞食は王侯の兄弟となる」
と書いた部分をなぜ「すべての人間は兄弟
となる」と書き換え、さらにはその書き換
えられた詩をベートーヴェンが第九に取り
入れたのかということを考えるためのいわ
ばキーワードのようなものです。

次にその時代背景を＜ 18 世紀前後のド
イツの文学・思想と音楽＞という視点から

見ていきたいと思います。まず宗教改革で
有名なルターによる聖書のドイツ語翻訳で
すが、この出来事は今回の講演の背景を成
すものです。まずラテン語というのは当時
のヨーロッパ・カトリック教会の公式言語
であり、それは神を頂点とするカトリック
教会の垂直的なさまざまな制度、そして「王
権神授説」、つまり王あるいは皇帝の権力
は神によって授けられたものとする考え方
に代表される王侯貴族を中心とする身分制
度、さらには神学を頂点とする学問の序列
とも密接に結びついています。

それに対してドイツ語という言語は、そ
の元になっている deutsch というドイツ語
が、本来は「民衆の」とか「民衆的な」

（volksmäßig）という意味を持っているこ
とからも分かるように、王侯貴族に対する
一般庶民あるいは一般市民と密接に結びつ
いています。ただ、ここで重要なのは、ラ
テン語とドイツ語がたんに対立している、
あるいはルターによってラテン語が駆逐さ
れたということではなく、ルター以後のド
イツの思想・文学・さらには音楽において
もラテン語とドイツ語が互いに並びあって
存在しているということであると思われま
す。つまりラテン語は主に宗教の次元で
ヨーロッパ全体を結びつける共通の言語で
あり、ドイツ語はこれを母語とする人々の
あいだでいわば世俗の日常言語として使わ
れていたということです。

さて 17 世紀に入るとドイツでは 1618
年から 30 年間続く「三十年戦争」がさま
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ざまな点で大きな影響を与えました。この
ような政治や宗教あるいは天変地異に関す
る出来事は直接には思想や芸術とは関係し
ないのかもしれませんが、思想家や芸術家
も時代という現実の世界に生きた生身の人
間である以上、それらの出来事から何も影
響を受けなかったわけはなく、むしろ逆に
それらの出来事に翻弄されていたというの
が実情であろうと思われます。ちなみにこ
のことは、近年の日本における阪神・淡路
大震災や東日本大震災などを考えれば容易
に想像のつくことです。

そのような意味で 18 世紀ヨーロッパに
おいて大きな影響を及ぼしたと考えられる
のは 1755 年のリスボン大地震から 1789
年のフランス革命に至る一連の出来事であ
ると言えます。こうしたまさに激動の時代
において人々は、『旧約聖書』の創世記に
描かれた天地創造の記述を人間の側から再
検証することにますます努力するようにな
ります。なかでもカント・ラプラスの星雲
説は宇宙そのものの始まりを探求しようと
するもので、渦を巻く雲のイメージはそれ
が次第に膨れ上がって爆発するというとこ
ろまでいくと、それはまさにベートーヴェ
ンの第九交響曲・第１楽章の冒頭そのもの
であるとも思われます。

さて、話が少々脱線したようなので、本
題に戻りたいと思います。重要なのは
1770 年におけるゲーテとヘルダーの出会
いです。ゲーテの自伝『詩と真実』によれ
ば、ゲーテはヘルダーの促しによってエル
ザス地方に伝わる民謡の採集に向かったと
されます。そこで次にヘルダーの言う民謡
とはどのようなものであるのかを見ていき
たいと思います。そのさい最も重要なのは
民謡 Volkslied という言葉の前半部、つま
り Volk の意味するものです。ヘルダーに

おいて Volk とは３つの意味を持っていま
す。一つは「神の民」という言い方に見ら
れるように、神に対する人間全体を示して
います。もう一つは王侯貴族に対する庶民
や市民を意味しており、３つ目にはドイツ
人やフランス人というように個々の民族や
国民を意味しています。

これら３つの意味を歴史的に見ると、最
初の「神の民」は旧約聖書に由来し、２つ
目の「庶民や市民」はフランス革命以前の
王侯貴族を頂点とする身分制度と結びつい
たものであり、いわば垂直の構造を持つも
のです。それに対して３つ目の「民族や国民」
は、さまざまな民族や国民の水平な、ある
いは横のつながりを示しています。これら
３つの意味をふまえて、もう一度ヘルダー
の言う Volkslied について考えてみると次
のような歌になると思われます。すなわち
それは、神の前に平等な存在として立つす
べての人間が、自らの帰属する共同体ある
いは民族の言語で歌う歌ということです。

Volk に対するヘルダーのこうした見方
は、シラーの詩「歓喜に寄せて」とも少な
からず関連があるように思われます。そし
てそれはシラーがこの詩の一部を「乞食は
王侯の兄弟となる」という表現から「すべ
ての人間は兄弟となる」と書き換えたこと
とも結びついているように見えます。まず
最初の版における「乞食は王侯の兄弟とな
る」という表現の背後には当時の身分制社
会に対する批判が見られ、これはこの詩が
書かれた３年後の 1789 年のフランス革命
にも通じるものと思われます。そしてこの
フランス革命から 14 年後の 1803 年に「す
べての人間は兄弟となる」というふうに書
き換えられた版は、まさに革命のスローガ
ンである「自由、平等、博愛」とも共通す
るものです。

ただ実際のフランス革命の辿った経過
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は、このスローガンとは裏腹に、国王夫妻
を絞首台に送った後は血で血を洗う権力闘
争に明け暮れるものでした。この様子を
知った隣国のドイツの王侯たちは革命の影
響がドイツに及ぶことを恐れます。ヴァイ
マール公国の大臣として政権の中枢にいた
ゲーテもその例外ではなく、また 1790 年
代以降、このゲーテとともにドイツ古典主
義文学を形成しつつあったシラーも、自ら
理想とする人間像を現実の社会変革におい
てではなく、芸術の世界に求めるように
なったと思われます。そこに見られるのは
古代のギリシアに存在したと思われる調和
のとれた人間像であり、またすべての人間
が兄弟あるいは同胞となる、というきわめ
て理想主義的な思想です。そしてこれは、
先にヘルダーが Volkslied という言葉に込
めた想いとも重なり合うものでもあります。

さて長らくお待たせしましたが、ベー
トーヴェンに話を移したいと思います。そ
もそも自由や平等という理念に深い共感を
示していたベートーヴェンがシラーの詩

「歓喜に寄せて」（改訂版）に強く惹かれた
ことは容易に想像されるところです。特に
第九交響曲の第４楽章でバリトンの独唱と
それに続く合唱によって歌われる部分は、
歌詞の内容はもちろん、その音楽作りに
よってもシラーあるいはヘルダーの理念を
表現しているように思われます。

合唱によって歌われる後半部分の繰り返
しを含めて 24 小節から成るこの有名な部
分は、メロディーもリズムも親しみやすく
平易であり、この部分を皆で歌うことに
よってまさに「すべての人間は兄弟となる」

ということがいっそう実感されるように思
われます。特に「すべての」にあたる部分
にベートーヴェンは言語と音楽の両面から
アクセントをつけることによって、この部
分の持つ重要性をいっそう強調しています。

そしてさらにヘルダーが民謡（Volkslied）
について加えた「人類（＝人間であること）
の声」（Stimme der Menschheit）という表
現も併せて考えるならば、人間は声を出し
て共に歌うことによってまさに人間となる
とも考えられます。その意味でも、ベートー
ヴェンの第九交響曲はその直前に完成され
た荘厳ミサ曲とは異なり、当時のヨーロッ
パに萌しつつあった人間中心主義的な世界
観を端的に表しているのみならず、現在に
おいても、この作品に触れる人間に自分が
人間であることの喜びを実感させてくれる
のではないでしょうか。

＊＊＊2012年11月10日、11月例会講演より＊＊＊

嶋田　洋一郎（しまだ　よういちろう）。
九州大学教授。

執筆者紹介
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歴史

佐賀藩医学校とドイツ医学
小澤　健志

１．ドイツ医学
みなさんは、「ドイツ医学」という言葉

を聞いたことがあると思います。明治の開
国後、日本は科学技術、医学、法律など様々
な分野で西洋の学問を取り入れました。こ
の中で医学の分野については、「西洋医学
をドイツから学ぶ」という明治新政府の方
針が決定しました。つまり、ドイツ語の医
学テキストを用いて西洋医学を学ぶという
ことであり、このことは、「ドイツ医学を学
ぶ」という言葉で表現されてきました。そ
れまでの江戸幕府体制下では、長崎でオラ
ンダ人教師たちによるオランダ語の医学書
を用いた西洋医学（オランダ医学）が教え
られていましたが、この時、オランダ人教
師たちに学んだ日本人医学生たちは、授業
のときに使われていたテキストの多くが、
ドイツ人医学者がドイツ語で書いた書物の
翻訳本であることに気が付いていました。

このことから、当時の医学生たちは、西
洋医学はドイツ（の大学と研究施設）が進
んでいることを確信していました。この時
の医学生で、のちに明治政府の役人になり、
それまで日本が採用していた「オランダ医
学」から今日の私たちが知る「ドイツ医学」
への変更に功績があったのが、佐賀出身の
相良知安と福井出身の岩佐純という人物で
す。日本の「ドイツ医学」の採用に九州の
佐賀藩の人が大きく関わっていました。こ
の２名の尽力によって、明治２年の上旬に、
政府は「ドイツ医学」の採用を決定しまし
たが、実際にお雇いドイツ人教師たちが来
日して、東校（現在の東京大学医学部）で

授業を開始し、日本で本格的にドイツ医学
が教えられたのは明治４年の秋ごろと言わ
れています。

２．好生館医学校
これまで、日本（東京）のドイツ医学の

受容について簡単にみてきましたが、これ
からは佐賀藩医学校好生館について目を向
けてみましょう。佐賀藩医学校好生館の歴
史は 1834 年までさかのぼることができ、
設立当初からの特徴として、医学校は佐賀
藩の病院としての機能と医学教育としての
機能の両方を備えていました。この病院と
医学校の機能は、明治 20 年に医学校が閉
鎖されるまで存続され、多くの医師がここ
から育ちました。一時的な閉鎖期間はあり
ますが、1858 年に現在の佐賀市水ヶ江の地
に移設され、藩主によって「好生館」と命
名されました。現在の県立病院好生館です。

幕末から明治の間の好生館医学校の歴史
を調べていくと、東京でドイツ医学が採用
される以前に、すでにドイツ医学が教えら
れていたことを示す史料が２点残っていま
した。１つ目は明治８年に好生館医学校の
教師になった村岡安碩が学校に提出した履
歴書で、「明治二年　好生館ドイツ学更張
につき入学」とありました。明治２年以前
にすでに好生館でドイツ学（ドイツ語）が
教えられていたことがわかります。２点目
は、明治４年６月に作られたこの医学校の
医学規則の中で、「幼年輩ハ獨逸語学可修
業事」とあります。つまり、「医学生には
ドイツ語の習得を義務付ける」ということ
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小澤　健志（おざわ　たけし）。
（株）NAAリテイング勤務。

執筆者紹介

です。この規則が作られた明治４年６月は、
廃藩置県の実施により佐賀藩体制が消滅す
る１か月前であり、東京でドイツ人教師た
ちの授業が始まる３月前です。

さらに、佐賀藩がドイツ医学に傾倒して
いたことを示す事実として、現在の県立病
院好生館の図書館には幕末から明治にかけ
て医学校で使用されていた西洋医学書が多
く残っています。この蔵書の中には、紹介
した医学規則が作成された明治４年（1871
年）までに出版された欧文書が 77 冊あり
ますが、オランダ語の医学書は２冊のみで、
残り 75 冊はすべて医学書を中心とした、
科学関係書を含むドイツ語の本です。最も
古い本は、1811 年にドイツで出版された
内科学の本です。当時の出版事情や日本と
ヨーロッパの交通事情を考慮すると、これ
らの本がすべて出版した年に好生館に納本
されたとは考えにくいですが、佐賀藩体制

下の好生館医学校のドイツ医学への傾倒の
著しいことはおわかりになると思います。

ここで、どうして佐賀藩医学校をドイツ
医学に導いた人物は誰か？という疑問が湧
いてきます。はっきりした答えはまだ分
かっていないのですが、日本にドイツ医学
を採用するように尽力した上述の佐賀出身
の相良知安は明治元年から１年間、好生館
医学校の教師をしていました。彼が日本に
ドイツ医学を採用する以前に、まずは佐賀
藩をドイツ医学に導いたと思われるのです
が、史料の裏付けはありません。日本で最
も早い時期に、ドイツ語教育が行なわれ、
ドイツ医学が教えられた佐賀藩医学校好生
館について興味を持っていただけたら幸い
です。

26

歴
史



日本と韓国に西洋音楽を伝えたドイツ人・エッケルト
高　仁淑

フ ラ ン ツ・ エ ッ ケ ル ト（Franz Eckert 
1852‒1916）は、プロイセン王国シュレー
ジエン地方ノイローデの判事の息子に生ま
れ、ブレスラウとドレスデンの音楽学校に
学んだ教育者である。彼は 1879 年、28 歳

でお雇い外国人として
来日、日本海軍軍楽隊
教官として赴任し、日
本の洋楽発展に貢献し
た。日本へ招聘された
翌年、エッケルトは林
広守らの宮内省式部寮
の雅楽部より国歌の作

曲 を 依 頼 さ れ、「 君 が 代 Die Japanische 
National-Hymne」を作曲した。また音楽
取調掛や軍楽隊など日本の音楽教育に貢献
し た。 彼 は 20 年 間 日 本 に 滞 在 し た 後、
1899 年にドイツに帰国している。

1901 年、エッケルトは朝鮮王朝の招聘
でドイツから韓国へ渡って軍楽隊を組織・
教育し、韓国にも西洋音楽を普及させた。

「大韓帝国愛国歌」を創作するなど活躍し、
64 歳でソウルにて亡くなるまで音楽教育
に専念した。日韓両国の近代音楽教育にお
ける西洋音楽の伝播者である。

エッケルトが妻と二人の娘とともに大韓
帝国の土を踏んだのは 49 歳の時であった。
その後一家は３代にわたって朝鮮半島に定
着し、世界大戦と朝鮮戦争の戦乱を経て、
波乱万丈な人生をおくっている。ここでは
そのエッケルトに関して、韓国での音楽教
育の方法と様子について、また彼の家族の
その後の消息について紹介していく。

朝鮮の軍楽隊設置
韓国では、ニコライⅡ世の戴冠式に参席

した閔
ミン

泳
ヨン

煥
ファン

を中心に西洋式軍楽設置が要請
され、宮内顧問官を務めていたアメリカ人
とイギリス人拍

はく

卓
たく

安
あん

（John Mcleary Brown）
が軍楽隊編成の具体的な計画に関わり、軍
楽隊の総責任者に李

い

允
ゆん

用
よん

を任命して西洋式
軍楽隊を創設した。また音楽教師の採用規
定や楽器の準備、服装など軍楽運営に関わ
る詳細な条例をつくって軍楽隊に関する準
備を期間内に完了させた。

近代軍楽隊のモデルをドイツ式に採用し
た背景には、エッケルトに学んだ日本の軍
楽隊の前例とハインリヒ皇太子の韓国訪問
の影響があると考えられる。

日本では、すでに 1872 年（明治４）に
海軍軍楽隊が創設され、最初の７年間はイ
ギリスのフェントン（John William Fanton）
の指導を受けたが、エッケルト赴任後はド
イツ式に転向した。エッケルトが指導した
軍楽隊は日本でも洋楽発展のベースになっ
ている。

西洋式の軍楽隊の発足
『皇城新報』によると、徳国楽士エッケ

ルトを招聘したこと、月 300 ウォンの３
年契約であり、大量の楽器を携えてドイツ
から到韓後、在京各隊に軍楽を教授するこ
とが記されている（『皇城新報』1900 年
12 月 18 日）。当時、莫大な予算が軍楽隊
養成に当てられていたとみられる。到着の
様子もつぎのように報道されている。「招
聘した軍楽隊の教師エッケルトが漢城（ソ

エッケルトの肖像画
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ウル）入りし、駐韓領事  ヴァイペルト
（H.Weipert）も同行していた」（『皇城新報』
1901 年２月 28 日）。

年明けに来韓したエッケルトは、軍楽隊
の練習に必要な楽器や付属品を長期間使う
に十分な量を持ち込んでいた。着任後直ち
に軍楽隊員を募集し、その年の春から軍楽
隊の音楽指導に取り組んだ。エッケルトが
来韓する前にもロシア式教育を受けた喇

らっ

叭
ぱ

隊が既にあったが、その喇叭隊の喇叭手
100 名の中から 50 名を選び１小隊を編成
して練習が始まった。組織以来、ソウルの
名物として内外に紹介されていた。

エッケルトが率いる軍楽隊は、侍衛隊の
兵舎の庭にて練習を始めたが、そこにパゴ
ダ公園が建てられ、その公園を拠点に音楽
活動を繰り広げ、定期的に演奏を披露した。
毎週木曜日にはソウルの町を練り歩き大衆
の人気を集めたが、1910 年日本政府によっ
て解散させられた。その後李王職雅楽隊と
して残る。

教科課程及び指導方法
1901 年４月始めころから、毎日６時間

以上教科課程による教育が施された。午前

中９時から３時間は楽典と読譜法を、午後
の３時間は視唱と楽器別に奏法を練習させ
た。そして西洋音楽の理論と実技を教授し
た。言語の通じないエッケルトと隊員には
過重な日課であったという。音階と読譜法
及び音楽用語を読み・覚えるように指導し、
楽器の持ち方や運指法（フィンガリング）、
発音法、呼吸法、楽器の保存法、修理法な
ど綿密で厳格な指導が行われた。最初、身
振り手振りで授業を行っていたが、徳語学
校（ドイツ語学校）のボルヤーン（J･Bolljahn）
に通訳者を依頼、徳語学校の学生白

ベク

禹
ウ

鏞
ヨン

が
選ばれる。

言語が通じないことから生じる小さな衝
突もあった。たとえば、黒板に ABCD を
書き、発音してみる。そして発音するよう
に指導していたが隊員たちには発音でき
ず、いたずらに笑う彼らにエッケルトは腹
を立て、教室を出てしまったりした。隊長
の白禹鏞がエッケルトに謝って再び教室へ
案内したという。

正確な音階練習をさせるなど、音楽の基
礎教育も施した。出来ないと指揮棒で頭を
叩いたり、厳しく教育したという。ピッチ・
パイプを使って正確な音程が身につけられ
るように教えたらしい。一人ずつ順番に視
唱させ、音程や発音を間違うとピッチ・パ
イプを吹いて音程を矯正し正確な音感教育
と視唱教育を兼ねた基礎教育に徹底した。
このようなエッケルトの指導によって隊員
の実力も向上し、相当なレベルに達したと
いう。習得が遅く成績の悪い隊員がいた場
合には、落ちこぼれないよう最後まで指導
に力を注いだ。

楽器のみ 25 種類以上の楽器の特性と技
法を教え、３ヶ月間の音楽の基礎教育の後、
成績順に演奏隊を編成した。現代軍楽隊の
楽器編成にも劣らないこのような楽隊構成
で 1901 年、最初の公の場での演奏が高宗

エッケルトの碑を訪れた筆者
ソウル外国人墓地にて
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誕生祝賀宴において行われた。楽隊は 27
名で構成され、エッケルト作曲・指揮の《大
韓帝国愛国歌》（歌詞は君主を称える内容
で民衆に受け入れられず、消えた国歌）を
初演して話題になり、その様子は内外へ知
らされた（「皇城新報」1901 年９月９日及
び「The Korean Review」1901 年９月号）。
この国歌はドイツで印刷されたと思われ
る。50 ヶ国に送られ、その答礼を受けた。
エッケルトは高宗から外交に貢献したこと
により勲章を受けた。軍楽隊の外見にもこ
だわり、ユニフォームは各国を参考にフラ
ンスで作ったもので、スマートで華麗だっ
たという。

軍楽隊とパゴダ公園（塔コル公園）
都市計画で新しく建てられた公園の八角

亭は、軍楽隊の演奏舞台となって韓国の洋
楽発展に貢献した。軍楽隊の背後に見られ
るパゴダ公園の八角亭（写真参照）は、軍
楽隊のために建てられたようなものである。

パゴダ公園の夏の音楽会兼練習会「パゴ
ダ公園納涼演奏会」は、一般の人に公開さ
れていたため、その洋楽演奏はソウル名物
となった。また公開演奏会は若者に洋楽へ
の興味を引き起こした。演奏は合奏トレー
ニングを兼ねて公の場でなされたが、隊員
の練習が不十分な場合にはエッケルトに厳
しく叱られることもあった。

演奏曲目は、ベートーベン、モーツァル
ト、ワーグナーなどから名曲を６〜８曲、
プログラムの内容は、序曲、ワルツ、組曲、
歌曲、メドレー、行進曲など多様なジャン
ルにわたっていた。行進曲の中にはエッケ
ルトが作曲したものもあった。隊員の一部
は男女のペアに変装し、スクエアダンス、
ポルカを踊った。軍楽隊は当時ソウルの外
国人にとっても名物だった。別の西洋人に
よるダンスの指導も行われたと見られる。

後進育成と徳語学校
徳語学校在学時にエッケルトの通訳者と

して抜擢された白
ベク

禹
ウ

鏞
ヨン

（18 歳）は、エッ
ケルトの下で音楽を学ぶようになった。
エッケルトは白禹鏞に、和声学、楽典など
高いレベルの音楽を教えたという。その後、
雅楽部を出入りしながら、民俗楽を五線紙
に採譜するなど二人は西洋音楽を韓国音名
に変えるのに貢献した。

軍 楽 長 白 禹 鏞 が 学 ん だ 徳 語 学 校 は、
1895 年（高宗 32）、外国語学校管制公布
によって創設された。この学校は 1898 年
９月 15 日に開校式を迎えている。1906 年、
官立徳語学校と改名された。1908 年、外
国語学校が統合され「官立漢城外国語学校」
へ改変された。1911 年には日本軍により
強制解散され、京城高等普通学校に併合さ
れた。

徳語学校の設立目的はドイツの軍事制度
を学ぶためであり、通訳官の養成が主な目
的であった他の外国語学校の設立とは趣旨
が異なっていた。ドイツの軍法と軍制を習
得し、西洋の軍事制度を導入するのが狙い
であったのだ。徳語学校の授業年限は５年
で、教科課程には英語、仏語、ロシア語が
あった。

徳語学校のお雇い外国人にボルヤーン
（J･Bolljahn）もいた。彼は朝鮮政府の要パゴダ公園の八角亭
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請によってドイツ領事クリーン（Krien 口
麟）の推薦で到韓した人物である。彼はド
イツで中学校教師試験に合格し、東京で７
年以上ドイツ語など教授した経験を有して
いた。外国語学校の役割として、通訳官養
成の他にも武器管理、書籍、技術習得が急
務だった。

韓国西洋音楽の系譜
エッケルトは、韓国情緒を帯びた音素材

を取り入れるなど韓国音楽を研究し、《愛
国歌》に韓国情緒を帯びた音素材を取り入
れている。ほぼ毎日白禹鏞とともに雅楽部
に出入りしながら、韓国の音楽要素を追究
した。エッケルトが作曲した《愛国歌》は
1910 年の日韓併合後、歌うことを禁止さ
れた。

西洋音楽や西洋楽器はそれまでにも宣教
師や商人らが持ち込んでいたが、エッケル
トの来韓を機に洋楽器の実技教育や体系的
な洋楽理論教育が本格化した。白禹鏞を軍
楽長にするとともに軍楽指揮者も育て上げ
た。このようにしてエッケルトの教え子た
ちが近現代韓国音楽を繋いできた。

エッケルトの遺族
エッケルトは三男三女を設け、韓国には

二人の娘を連れて行った。長女アマリエは
1905 年にフランス人マルテルと朝鮮で結
婚し、二男三女を設けた。マルテルは、法

語学校（フランス語学校）でフランス語を
教えていたが、第一次大戦時にはフランス
に戻って参戦、1920 年韓国に戻り、76 歳
で亡くなった。彼も外国人墓地のエッケル
トのそばに眠っている。マルテルは韓国で
初めてピアノを所有していたとみられる。
アマリエは韓国でピアノを教えていた。新
聞にはエッケルトの葬式と遺族の様子が報
道され、遺族の一部の近況が伺える（「毎
日新報」1910 年８月８日）。

エッケルトの息子の一人は神戸で暮ら
し、第一次大戦中はドイツ兵として戦場に
送られた。他方、娘婿のマルテルはフラン
スの兵士として参戦し、息子と娘婿が敵国
の兵士として戦うというアイロニカルな様
子が伺える。この息子は建築や日本自動車
分野にも貢献したと伝えられている。

エッケルトの妻マシュルテは 1920 年頃
ドイツに戻り、74 歳で亡くなった

長女アマリエと長男チャールズ、次女
マーガレットの３人は、朝鮮戦争中は北朝
鮮の捕虜となっていたが、1953 年の休戦
協定で、元山（北朝鮮）の修道院に入って
いた長女マリと一緒にドイツへ帰国した。
しかしながら長女マリは再び韓国へ戻り、
大邱の聖ベネディクト修道院で生涯をお
くった（享年 83 歳）。

＊＊＊2012年６月９日、６月例会講演より＊＊＊

高　仁淑（こう　いんすく）。
九州大学非常勤講師。

執筆者紹介

韓国の宮廷洋楽隊とエッケルト一家
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久留米俘虜収容所の慰霊碑
伊福　雅

久留米には、かつて第一次世界大戦の時
には敵国であった、ドイツの俘虜収容所が
あったことをご存知の方も多いと思います。
以下に、この収容所に関する逸話を少し紹
介したいと思います。尚、「俘虜」とは捕
虜と同義であって古い言い回しになります
が、この文では「俘虜」を用います。また、
便宜上「ドイツ兵俘虜」などの表現を用い
ますが、実際には俘虜の中にはオーストリ
アの将兵もおり、当時のオーストリアは正
確にはオーストリア・ハンガリー帝国とい
う多民族国家であったことから、少数なが
らゲルマン系でない人々もおりました。

中国の青島にあったドイツ軍要塞を攻撃
したのが久留米の第 18 師団であったため
か、日本最初のドイツ兵俘虜収容所は、
1914 年 10 月６日、久留米に於いて開設さ
れました。当初は、将校については寺院や
料亭などを借り上げ、下士官や兵について
は陸軍の廠舎（バラック）などに収容して
いたようです。1915 年６月９日、現在の
陸上自衛隊久留米駐屯地横の地（正確には、
久留米大学医療センターの駐車場）に廠舎
を整備して熊本の収容所も統合し、多い時
は 1,300 人を超えて収容する国内最大規模
の収容所となりました。

ドイツ兵の俘虜収容所といえばベートー
ベンの交響曲第九番を日本で最初に演奏し
た徳島県鳴門市の坂東が有名で、この収容
所はドイツ人達にとって最良であったとい
われていますが、同時にその反面、久留米

を最低と評していたとも言われています。
それは、収容所長の中には俘虜に対する態
度が厳しかった者がいたり、収容人数に対
して施設が非常に狭隘であったなどの事が
理由として考えられます。

ところが俘虜に対する処遇が厳しいとさ
れていた久留米でも、ドイツ人達の自主的
慰安活動としての音楽演奏は坂東に劣らず
盛んであったようで、オットー・レーマン

（OttoLehmann：1971 年没）が率いる 22
名の「収容所楽団（Lager-Kapelle）」を初
めとする、様々な楽団があったようです。
久留米の演奏活動の活発さは、ベートーベ
ンの第九番の初演こそ遅れをとったもの
の、「一番」「五番」「七番」「八番」の演奏
は日本初演とされていることに表れていま
す。どうも収容所間で連絡を取り合って、
次に何を演奏するか張り合っていた節があ
ります。今の感覚ではちょっと信じ難いの
ですが、当時の日本は国際法（ハーグ陸戦
条約）を遵守して俘虜の人権を守る姿勢が
強く、一定の検閲はあったとはいうものの、
俘虜達にも郵便の自由がありました。まだ
戦争中というのに、郵便物が日本国内から
敵国であるはずのドイツへ（その逆もまた）
届けられている事実さえあります。

坂東に於ける第九初演のエピソードに範
をとった映画「バルトの楽園」では、その
演奏が近隣住民の前で演じられたように描
いていますが、演奏は飽くまで収容所の内
部活動であって一般には公開されなかった
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筈です。それでは、一般市民の日本人とし
ては誰が初めて第九を聴いたのでしょう
か。それは戦争が終わった翌年、久留米高
等女学校が、帰国の準備をしていた収容所
のドイツ人達に演奏会を開くよう招請しま
した。その時に第九番の第二楽章と第三楽
章が演奏され、たとえ限定された演奏で
あったとしても、それを聴いた女学生と先
生達が日本で初めて第九を聴いた一般市民
とされています。それは 1919 年の 12 月
３日の事でした。尚、この時の指揮は、楽
団員でもあり、収容所全体の音楽的指導者
でもあった、ゲオルク・フォン・ヘルトリ
ン ク（Georg von Hertling:1957 没 ） と 推
定されています。

いよいよ俘虜達がドイツへ帰国する際
に、５年余の収容期間中に亡くなった 11
名のために、収容所から北へまっすぐ１
km 程行った正源寺の池のほとりに、慰霊
碑を建てていきました。亡くなった原因は、
戦場での傷が元で２名、病気などで９名で
あったといわれます。

ドイツとの間に、このような歴史的に重
要な関係があることを知る久留米市民は殆
どいません。その為、この慰霊碑を訪れる
人も殆どありません。周辺は荒れていると
いう程ではありませんが、既に慰霊碑の頂

部には若干の破損があって、セメントで不
器用に補修した跡もあります。果たして久
留米市がこの史蹟に価値を見出して、今後
もきちんと管理してくれるかどうかは予断
を許さないところではないでしょうか。

この慰霊碑のすぐ近くには、春先になる
ときれいな桜が咲く小さな公園があって、
地元の人の隠れた花見スポットになってい
るようです。私は、二三年ほど前から桜の
季節にはビールなどを持ってこの碑にお供
えし、ドイツ人達が日本に果たしてくれた
貢献に感謝しつつ、お祈りをしております。
西日本日独協会の会員の皆様も、機会があ
れば是非、この慰霊碑を訪れて下さること
を願ってやみません。この慰霊碑は、正源
寺と言うよりは競輪場口と言った方が通り
がいい、西鉄久留米駅から歩いて 2.5km
程の所にあります。

伊福　雅（いふく　ただし）。
元機械技術職。

執筆者紹介

剣の上下に1914～1919と彫ってある慰霊碑正面。
側面には亡くなった11名の名前が刻んである。

正源寺の池のほとりにある慰霊碑
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フランク・リースナー『私は東ドイツ（DDR）に生まれた。
壁の向こうの日常生活』を読んで
石村　善治

1989 年にベルリンの壁が崩壊して今年
で 24 年、いわゆる東ドイツが消滅して 25
年が経過した。かつての東ドイツ＝ドイツ
民主共和国（DDR）への関心は、日本で
はもはやあまりないのかもしれない。私は
ベルリンの壁ができた直後（1961 年）に
東ベルリンに旅行で行った経験がある。そ
の後、ワイマール憲法の遺産をかなり忠実
に実行しようとした DDR の最初の政治状
況や、その後の政治・経済文化の現状につ
いてある程度の関心をもっていた。しかし、
具体的な政治・経済・文化状況については
殆ど知ることがなかった。「壁」の崩壊後、
かつての東ドイツの都市イエナ、ワイマー
ル、ドレスデンなどを旅行して、西ドイツ
とは違った歴史的なドイツの香りを感じ
た。リースナーの翻訳を知り、早速読んだ。
監修者の「はじめに」に、根本道也先生の
旧著『東ドイツの新語』（1981）について
の「信頼できる先駆的業績」との紹介があ
り、早速根本先生にもお伝えした。

本書は、「東ドイツの歴史の中では恵ま
れた時代（1965 年）に生まれた」と回顧
する著書の生活体験記である。しかし、単
なる一個人の体験記ではなく、DDR の公
的な政治体制、経済制度、社会生活を観る

「市民」としての冷静な「批判」、或る意味
では温かな目をも感じさせる記録と分析で
ある。また単なる回顧ではなく、将来のド
イツへの著書の希望のまなざしと同時に自
信もそこには感じられる。歴史的体験を経
たドイツ人の自信といっていいのかもしれ
ない。

本書は、全般にわたって、「体験者」「生
活者」としての著述と、DDR 体制として
の視点とが組み合わされて描かれている。
DDR は一方では社会保障制度、女性のた
めの政策、雇用政策の充実を見せながら、
他方では労働力の国外流出の危惧、その防
止のための「壁」の構築、「シュタージ（国
家公安局）＝治安国家」体制を創出した。
これらの状況が体験を通して語られてい
る。私は、DDR の 40 年の歴史は、いわば

「労働力の量的維持」に対する「労働者の
人間的保障」という、人間社会の基本問題
の歴史的実験の「場」の一つであったと感
じている。本書はそのことを証言している
といってよかろう。

フランク・リースナー著	 清野智明	監修
	 生田幸子	訳
『私は東ドイツ（DDR）に生まれた
　　　　　　　　壁の向こうの日常生活』
2012 年３月 20 日発行　東洋書店 2,500 円

全体の構成
第１章　東ドイツとはどんな国だったのか？
第２章　東ドイツの国内策
第３章　東ドイツと世界
第４章　東ドイツ的日常
第５章　東西統一、その後

私は民主主義、社会主義、共産主義の歴
史的実験の場として、DDR を考察・研究
することは、現在の日本人の将来の選択に
とって有意義であると思っている。その意
義からも、本書は推奨に値するであろう。
略語・用語集、年表、図版出典一覧も便利。

石村　善治（いしむら　ぜんじ）。
福岡大学名誉教授。
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社会

ドイツと日本の社会は人口統計学的にみ
て非常に似通っている。

ドイツにおいても高齢化が進み、高齢者
数が増加する一方で子供の数は減少してい
る。2030 年には介護を必要とする高齢者
の数は 340 万人となり、６歳以下の小児
の数（360 万人）とほぼ同様になる見通し
である。要介護者数は 2030 年までに 30%
の増加となるであろう｡ 果たしてケアサー
ビス網はこの変化に対応した発展を遂げる
であろうか。

先ずは、介護サービスの不足を裏づける
事実を挙げてみよう。

1.　 介護に携わっている人たちの年齢層
の高齢化が進む。2001 年では 50 歳以
上の介護関連人員は 16.7％であった
が、2009 年には 25.4％に増えており、
この状況はさらに顕著になると予測さ
れる。

2.　 現在のケア人員不足に関してはいく
つかの異なったデータがあるが、この
傾向が続くと 2020 年に更に 34.9 万人
のスタッフの需要があることになる。
介護関連の職業はメディアが報じるよ
うに、あまり人気のある職業ではない
上に、幼児教育分野や一般職技術関連
分野でも同じく人材不足状態にある。
つまり今後介護関連の職業を選択する

可能性のある人の養成や雇用にあた
り、これらの分野での取り合い傾向が
でてくる。

3.　 主に女性の高齢化貧困が増える見込
みである。なぜなら就労歴的に見て、
子供の養育にあたる家庭形成期と、そ
の後就労してもパートタイムの職業に
より、老後年金がわずかだからである。
したがって、彼らが受給者側となった
場合、質の高いサービスを受けるチャ
ンスはほとんどないし、法的に規定さ
れている基礎保障は非常にわずかであ
る（注）。

ドイツでは現在この問題を解決するため
にどのような方法が議論され、あるいは既
に運用されているのであろうか。多くの社
会福祉関連の企業は、将来に向けてスタッ
フの年齢が上昇し、専門の人材を十分に入
手できないことに気がついている。求人対
策や企業への帰属意識を高めるための対策
や、人員の健康管理および従業員をいかに
つなぎ止めるかなどは頻繁に議論された
り、既に実施に移されたりしている。ドイ
ツの各州もこの問題の深刻さを重視し、遅
かれ早かれ生ずる優秀なスタッフ不足の問

（注）　国際シンポジウム報告集より転載

ドイツにおける高齢者ケアと介護に関する発展と展望（注）

Absehbare Entwicklungen in der Versorgung und Pflege 
älter werdender Menschen in Deutschland

Peter WIENSS
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題に対し様々な方法で対応している。例え
ば専門職の養成に資金的援助を下すなどが
ある。政治的な議論においても、高齢者貧
困の話題が頻繁になり、各党はいろいろな
対策を提案している。結果的には基礎年金
で留まるであろうが、その資金繰りと内容
はまだ不明である。

ドイツの社会が、この先介護保険の改新
だけでは高齢者の統合ケア状況をクリアで
きないことは一目瞭然である。しかし 2013
年度の新しい介護改新法（Pflege Neuausrichtungs 
Gesetz ＝ PNG）では、特に認知症患者の
自宅での介護の状況が改善した。この法律
改新の焦点は、家族（80％の場合女性）に
よる在宅介護、ケアサービスの改善、コミュ
ニティーの強化に置かれ、例えば認知症患

本寄稿文に関する補足

林　伸行

西日本日独協会では、国際シンポジウム
「老後を生き生きとすごすために！・・・
ドイツでは？日本では？」を、2012 年３
月 24 日に開催した。その開催状況につい
ては年報 36 号に紹介されている（舩津津
那比古；年報 36 号、p.65、2012 年）。そ
して、本年３月にはシンポジウム・プロシー
ディングスとして、その全容をまとめて報
告集を発行することができた。その案内も
兼ねて、報告集の中から P . ヴィーンスの
報告文を転載してここに紹介する。同氏は
社会福祉の現場で仕事をされており、ドイ
ツの福祉の問題点が簡潔明確に指摘されて
いると思うからである。なお、報告集の目
次についても次ページに紹介したので参照
されたい。さらに本文への参考のために、

者のためのケアサービスを備えた小型共同
住宅等の設置である。ドイツ各州といくつ
かの都市では、さまざまなプロジェクトや
措置により、コミュニティーを強化する試
みを行っている。これらの試みは、地域に
あまり経済的な負担をかけずにケアサービ
ス網を立ち上げることを支援する社会的な
ネットワークを作り上げ、近隣同士のサ
ポートを促進し、相談や世話を可能にする
ことを目的とする。
（訳； デュッセルドルフ・竹の会  鹿沼
 ケルツァー和子、オプハイ陽子
 なお報告集には原文も掲載）

編集にあたった担当者として得た知見をも
とに、少しばかり説明を付け加えておきた
いと思う。

ドイツの医療福祉の中核を担っているの
は「疾病金庫」と言う公法人である。疾病
金庫は公的医療保険の保険者であり、地区
や事業所ごとに約 200 の法人が存在して
医療保険制度の運営にあたっている（例え
ば、州疾病金庫連合会は医療診療報酬の策
定に参画する）。介護保険制度の保険者は

「介護金庫」であるが、この親組織が疾病
金庫と位置づけられよう。介護の実施に当
たっては、介護金庫と契約を結んだ指定事
業者が介護サービスを提供することにな
る。この指定事業者としては、主に連邦で

Peter	Wienß（ペーター・ヴィーンス）。
Abteilungsleiter,	Diakonie	Düsseldorf
（ディアコニー、デュッセルドルフ・オー
バーカッセル地区部長）。

執筆者紹介
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認定された社会福祉事業６団体が担ってお
り、その一つがディアコニー（Diakonie）
である。各事業団はそれぞれに特有な背景
を持っており、プロテスタント系のディア
コニーは 1848 年に設置された職員数 45
万人の事業団である。その事業活動には公
益性が重んじられることは言うまでもな
い。このディアコニーについては、下記竹
の会の HP にも詳しく紹介されているの
で、ご関心のある方は参照されたい（但し
ドイツ語）。ドイツでこのような形態の福
祉実務が運用されているのには、それなり
の社会的・文化的背景があるように思われ
る。即ち、産業革命以来の福祉的活動が教
会を中心に実践されてきたこと、出来るだ
け民間の力で社会的諸問題の対処にあたる
という補完性の原理が働いていること、そ
して活発なボランティア精神が普及してい
ることなどによると考えられる。

（「竹の会」HP  http://www.bambusgarten-
duesseldorf.de/jp）

最後にディアコニーが運営する認知症カ
フェ “ 忘れな草 ” の活動の一端を写真で示
した。“ 忘れな草 ” については報告集で紹
介されている（黒木邦弘；報告集 , p.10）。
訳をお願いした竹の会は、ディアコニーと
提携して活動している在デュッセルドルフ
邦人による NPO 法人である（オプハイ陽
子；報告集 , p.23）。最後に、ドイツから
の寄稿をいただくにあたっては、熊本学園
大学の豊田教授及び黒木准教授に力添えい
ただいたことを付記しておきます。

報告集目次
【基調講演】

1.「少子高齢化－年金・介護保険へのおおいなる挑戦状－」
 クラウス・アイルリヒ

【パネル講演】
2.「生き生きとした生活に向けて」 豊田　謙二
3.「デュッセルドルフ市認知症カフェ “ 忘れな草 ” の取り組み」
 黒木　邦弘
4.「老後生活の向上に市民技術・教養教室
　（フォルクス・ホーホシューレ Volkshochschule）」 舩津邦比古
5.「『老いる・ぼける・死ぬ』につきあう」 下村恵美子

【補足資料】
1.「ドイツにおける高齢者ケアと介護に関する発展と展望」
 ペーター．ヴィーンス
2.「デュッセルドルフ・竹の会の紹介とこれまでの歩み」 オプハイ 陽子
3.「日本とドイツにおける社会福祉〔調査報告〕」 林　　伸行
4. アンケート集約結果
5. シンポジウムを報道した新聞記事

※ 報告集は 1 冊 300 円でお分けしています（協会会員は無料）。西日本日独協会事務
局までご連絡下さい。

デュッセルドルフ市ゲレスハイム地区の認知症カフェ
の活動の様子。中央に立っているのがソーシャルワー
カー。
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私たちのエネルギー問題
その１～パネル展「変革に挑む国 ドイツ」を開催して
林　伸行

去る 2012 年 12 月３日より同７日まで、
アクロス福岡及び九大西新プラザにて標記
パネル展及びミニ講演会（「先進各国のエ
ネルギー事情」話し手・林伸行、12 月３日）
を開催した。特に、12 月４日には EUIJ（EU 
Institute in Japan）九州との共催による講
演会「今、そして将来世代のための効率的
エネルギー（講師・T. コーベルエル氏）」
を開催し、多くの参加者にパネル展示を供
することができた。なお今回のパネル展で
は、単にドイツの政策を紹介するにとどま
らず、エネルギー諸問題を私たちの将来へ
の課題として考える契機にしたいとの趣旨
で開催した。そこで、このような経緯を踏
まえ、且つ客観の立場を堅持しつつ、将来
を考える資料を提供したいとの思いでこの
報文を記す。

そもそもエネルギーとは何か？物体に力
を加えた時、物体の運動の状態が変化する。
この時、物体は仕事をされたと言い、その
結果、その物体は他に対して作用を及ぼす

（仕事をできる）状態となり、ここにエネ
ルギーの概念を持たせることができる。私
たちは、その作用の過程や結果を利用する
ことでエネルギーとして役立てているので
ある。ところでドイツの郵便局などで、物
の重さを量るのにニュートン〔Ｎ〕目盛り
の秤が使われることに面食らった経験はな
いだろうか。この〔Ｎ〕とは力の単位であ
り、力は＜質量×加速度＞と定義される。
つまり加速度によって運動状態が変わるの
だ。現在私たちに馴染みの kg という単位

は、先の式を変形した＜質量〔kg〕＝（力
〔Ｎ〕）÷（重力の加速度〔9.8m/s2 ( 注 1)〕）
＞という式によって、ニュートン〔Ｎ〕目
盛りを 10 分の１に変換して利用している
ものである。

仕事もエネルギーも単位は同じジュール
〔Ｊ〕を用い、1J ＝ 1N × 1m の関係にある。
また、熱もエネルギーの１種であり、１
cal ＝ 4.2 Ｊの関係にある。これを熱の仕
事当量と言う。即ち、１cc の水を１℃暖
めるのに必要な仕事は、4.2 Ｊということ
になる（物理実験で確かめることができ
る）。その他、エネルギー関連の単位にワッ
ト［Ｗ］がある。ワットとは仕事効率のこ
とで、1W=1J/s の関係にあり、発電所の
能力（＝設備量）を表すのに用いられる。
それ故、Ｗに時間を掛けると使用したエネ
ルギー量になる。この量は、私たちが電力
会社から請求される電力量 kWh（１kWh
は 3.6MJ、つまり 360 万ジュール）とな
る訳である。世界規模でのエネルギー消費
量などは大きな量となるので、それを表す
のに便利な単位として、原油換算トン toe

（tonne of oil equivalent）が用いられるこ
とも多い。これは石油の熱エネルギー

（9,250 kcal/kg）から、熱の仕事当量を用
い て 計 算 さ れ て １toe ＝ 38.76GJ（ ギ ガ
ジュール）となる。全世界で１年間消費す
るエネルギーは約 120 億 toe である、など
と言う。このように単位について詳しく述
べたのは、単位はエネルギー関係の絶対量

( 注 1)　ｓは時間の単位で秒を表す
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を知るのに欠かせず、ひいては問題の内容
を掘り下げるのに必要不可欠である、即ち
相対量による議論だけでは上滑りになると
思うからである。

さて、本題に立ち返って、先ず「パネル
展」の内容である。ドイツでは、2011 年
のフクシマ事故を受けて、2022 年までに
発電用原子炉を停止する脱原発の政策を定
めている。その概略を展示したパネル内容
から以下のようにまとめた。

1.　 脱原発に向けた最終目標は再生可能
エネルギーの比率を最大化することだ
が、目標達成までの中継ぎ技術として、
高効率な化石燃料発電技術が主要な役
割を担う。ドイツの石炭火力発電所は
発電効率の高さでトップレベルにあ
る。有害ガスの排出量が少ない最先端
のガスタービン・コンバインドサイク
ル発電技術を開発していて CO2 発生
を抑制できる。

2.　 連邦政府のエネルギー構想の柱であ
る再生可能エネルギーについては、最
終エネルギー（エネルギー利用の最終
ステップ、次号にて詳述）消費に占め
るその比率を、2030 年までに 30％、
2040 年までに 45％、2050 年までに
60％へと引き上げることを目指す。

3.　 各種の再生可能エネルギーのなかで
最も重要な役割を担うのは、とくに洋
上発電の分野で大きな未活用ポテン
シャルのある風力発電である。普及の
かなり進んだ太陽光発電については、
今後の電力網への統合技術向上に力を
入れる。

4.　 バイオエネルギーと地熱発電、コ
ジェネ（熱電併給、次号にて詳述）も
含めて利用をさらに推進する計画であ
る。水力については、ドイツの場合、

すでにほぼ利用し尽されているので新
たな開拓の余地は少ない。

5.　 再生エネルギーの開発によって新し
い経済分野を創出し、市場の開拓と雇
用の確保を期待できる。

このような事情は、ドイツのエネルギー
自給率が高いことや欧州では域内での電力
網が整備されている（＝各国間で融通がき
く）こと、及び今までに行ってきた自然エ
ネルギー開発の歴史などから発していよ
う。因みに、ドイツでは電力供給の 46％を
自国産の石炭で賄えるため、エネルギー自
給率が 32％と高くなっている。一方、殆ど
全ての化石エネルギーを輸入に頼る我が国
のエネルギー自給率は４％に過ぎない［資
料１］。お隣の韓国もほぼ同じ事情にある。
一般に自給率の低い国々では、原子力発電
に頼る傾向が強くなり、原発を準国産のエ
ネルギーソースに含めることも多い。余談
になるが、日本の電気料金は、イタリアに
次いで高く世界第２位であり（26.7 円 /
kWh）、一方韓国の電気料金は日本の 1/3 ほ
どでしかない［資料２］。ドイツでは発電料
金自体は日本より安価であるが、これに付
加価値税、環境税などが加わり、32 円 /
kWh になる（120 円 / １ユーロ換算）。電気
料金は国の政策に依存することが伺える。

日独の状況について考えるに際し、先ず
両国民の意識に注目した。展示パネルのグ
ラフから、ドイツ国民有権者（18 歳以上）
を対象とするアンケート調査結果について
以下の表にまとめた。
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第１表：ドイツ国民の意識調査

（左の欄は調査年月日。表は筆者作成）

ドイツの脱原発
政策を正しいと
思いますか？

は　い いいえ 備　考

2011年３月 71％ 24％ フクシマ
事故直後

2010年３月 62％ 34％ 脱原発の
見直し図る

2008年７月 51％ 44％ 脱原子力を
推進中

ドイツ政府の原子力政策は、2000 年代
後半に揺らぎを見せていたが、福島原発事
故をきっかけに原発廃棄の方向に転換する
ことになった背景を示す一つのデータであ
ろう。では、日本の場合はどうであったの
か？ここでは NHK 世論調査の結果の一部
を紹介したい。2012 年３月と６月に行わ
れた調査の集計結果［資料３］をもとにそ
のデータをグラフ化して示した。

第１図：2012 年３月NHK世論調査
（グラフ化は筆者）

第２図：2012 年６月NHK世論調査
（グラフ化は筆者）

第１図が 2012 年３月の集計のデータで
ある。原発アンケートでは、この時点で “ 廃
止又は減らすべき ” が 71％であったが、
最近ではこの数値は減っているように思わ
れる（再稼動容認が多数）。一方で、将来
のエネルギーソースとしては、太陽光や風
力などの自然エネルギーを望む声が 68％
に達している。望むのはよいとして、それ
は実際に可能なのか、単に気休めに考えて
いるだけなのか、掘り下げる必要がある。

そこで、最初に世界的な需要の動向につ
いて紹介したい。主に経済産業省の 2011
年エネルギー白書［資料３］、及び IEA

（OECD が設置したエネルギー関係の調査
等を行う国際機関）の統計データを基に、
エネルギー消費の予測を第２表にまとめ
た。表には世界における消費内容の 2010
年 の 状 況 と、2035 年 の 予 測 を 示 し た。
2035 年のエネルギー消費量は、現在の 1.3
倍になり、その大部分（８割以上）を化石
燃料に頼るという構図がみえる。なお余談
であるが、この頃になるとわが国でもメタ
ンハイドレード ( 注 2) を利用できるかもしれ
ない。エネルギー消費量の増加は、地球規
模での人口増加とそれに伴う GDP の増加

( 注 2)　温度が下がると分子の運動エネルギーが減少し
て分子間力が優位になり、水（液体）は氷（固体）となる。
この時、圧力が高く且つ過剰なメタン（CH4）が溶け込
んでいると、メタンが入り込んだ固体結晶ができる。こ
れが「燃える氷」メタンハイドレードである。

問A　国内の原発をどうすべきか？

問B　今後発電に使うエネルギー源には何がよいか？

増やすべき
2%

その他
6％

現状を
維持すべき
21%

減らすべき
43％

減らすべき
43％

全て廃止
すべき
28％

全て廃止
すべき
28％

天然ガス等化石
11%

その他
8％

水力 8%

原子力
5％

自然エネルギー
68％

自然エネルギー
68％

問　生活水準を下げても電力消費を少なくすべきか？

Yes, 省電力を重視
49％

Yes, 省電力を重視
49％

No,
生活水準を
重視
19％

No,
生活水準を
重視
19％

どちらとも
言えない
32％

どちらとも
言えない
32％
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による。エネルギー消費は、通常 GDP と
ともにも増大する。現在、GDP １位の国
アメリカは、世界のエネルギー消費量でも
トップの消費シェア 19％占める。しかし、
2030 年の予測では中国が 22％で１位とな
り、インドも８％になるなど新興国の消費
が大きな割合を占めてくる（米国は２位で、
その予測シェアは 14％）。日独の消費割合
は減少していく予測である。

　

第２表；エネルギー種別の消費変化

エネルギー
種別

2010 年消費量
（億 toe）

2035 年予測
（億 toe）

石 油 40 46
石 炭 35 37
天 然 ガ ス 27 43
（化石計） （102） （126）
再 生 可 能
エネルギー 1.6 12

水 力 7.8 8
原 子 力 6.3 7.5

総　計 118 153
 

このよう状況下で、私たちはエネルギー
問題についてどのような将来像を描けばよ
いであろうか？原発を含め、現状をそのま
ま維持していくのも一つの考えであるし、
先の意識調査で見るように現状の延長では
将来不安を感じている人達が多いこともま
た事実である。

この項の最後に、日本におけるエネル
ギー事情について、経産省の 2011 年エネ
ルギー白書からの一文を原文のままに以下
に紹介する［資料２］。
第１部第３章「今後の我が国エネルギー
政策の検討の方向性」より
これら (注 3) を踏まえ、これまでのエネル

( 注 3)　東日本大震災での原子力発電所事故により、原
子力の安全性について国民の信頼が大きく損なわれ、ま
た、電力・石油・ガスといったエネルギーの供給に混乱

ギー政策を反省し、聖域なく見直すこと
とします。現行のエネルギー基本計画
（2010 年６月閣議決定）は白紙から見直
し、来年の夏を目処に新しい戦略と計画
を打ち出すこととします。その際には、
原子力発電については、中長期的に、依
存度を可能な限り引き下げていくという
方向性を目指すとともに、省エネルギー
の徹底的な推進、今後創設する固定価格
買取制度の活用など再生可能エネルギー
の開発・普及の強力な推進が重要です。

白書のこの内容は２年前の時代の空気を
反映していると思われるが、今日の評価は
如何であろうか。それは皆さまにお任せし
たい。ただ、私たちは物事の根幹を忘れる
ことなく見守り実行していく責務を待たな
ければならない。

日本とドイツのエネルギー問題の技術的
側面の記述については、次号に回したい。

［参考資料］
資料１．	澤　昭裕：エネルギーの話（図書印

刷㈱出版）、2012年．
資料２．NHK放送文化研究所ホームページ
（http://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/social/）
資料３．経済産業省：2011年エネルギー白書

次号予告
私たちのエネルギー問題
その２～日本とドイツ、海外のエネルギー事情

が生じ、我が国のエネルギーシステムが抱える脆弱性が
明らかになったこと、などを指している）

林　伸行（はやし　のぶゆき）。
理学博士。元法政大学。

執筆者紹介
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心豊かな人格を育てるノンフォーマル教育
（学校外教育）に触れて
蓮池　可奈子

はじめに
一昨年 11 月 20 日から 12 月２日までの

間、文部科学省主催の日独青少年指導者セ
ミナーに参加し、ドイツのミュンヒェン、
アウクスブルク、ベルリンを訪れて、ドイ
ツにおける青少年教育と学校教育の連携に
ついて学ぶ機会を得た。

日本と同じ敗戦国でありながら、平和貢
献や環境・医療など多方面において優秀な
人材を輩出し、EU をリードし続けるドイ
ツ。それを支えているのが、ノンフォーマ
ル教育（学校外教育）である。2000 年の
PISA ショックや OECD 学力テストの結果
を受けて、現在ドイツでは、移民や貧困層
の言語能力向上のための保育所拡充や学力
向上を目指した全日制学校（2011 年現在
48.7％）を 2003 年より拡充している。し
かし、学校だけでは育ち難いと言われてい
る社会適応能力（コミュニケーション能力・
自発性・責任感・判断力・チームワーク・
問題解決力）を育て、社会及び政治への積
極的参画・民主主義の発展を目指し、支援
する大切な場としてノンフォーマル教育が
注目を集めている。

ノンフォーマル教育の事例紹介
ドイツのノンフォーマル教育は、EU 内

でも定評がある。非営利組織など民間団体
が実施できる支援については国よりも民間
が優先される制度があり、青少年育成につ
いては、国の未来を左右する重要課題であ
るとの見方も強いため、IjAB（イヤップ）
などの大きな非営利組織の理事は、本職の

仕事中であっても活動に参加することが出
来る名誉職として社会的に認められてい
る。その上、社会教育学や心理学などを学
んだ社会教育士・ソーシャルワーカーなど
の専門家が各学校や民間組織の中で活躍
し、子どもと学校・行政・地域・家庭・企
業間を精力的に繋げ、放課後の活動の中で
より発展的な人格形成教育が行われてき
た。

今回の研修の中で一番感銘を受けたの
は、アウクスブルクの市立図書館内にある
ティップ青少年インフォメーション（SJR）
という非営利組織における Change in とい
うプロジェクトである。この活動は 2003
年にスタートし、今春 21 回生を募集して
いる。

主な活動はボランティア活動を円滑に進
める為のサポートである。様々な企業やイ
ベント主催者から仕事の依頼を受け、約
30 もの基幹学校、ギムナジウム、職業訓
練校の８年生（13 歳頃に相当）を対象に
支援を行っている。60 名もの経験豊かな
多世代メンター（助言者）によるマッチン
グ（ボランティアの依頼主と生徒たちの仲
介）を通し、40 時間の研修を経てボラン
ティア活動に繋げるシステムである。この
活動はオンライン登録によって、気軽に友
達同士でも参加することができ、修了時に
は市長からも証書が手渡されるため、大学
入試や就職にも有利である。さらに職業体
験や様々な人脈づくりも出来るため、任意
参加であるにも関わらず、訪問当時口コミ
で 3500 名（130 〜 140 ヵ国の移民を含む）
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もの生徒たちが参加していた。
ドイツにおけるボランティアの本来の意

味とは、ボランティアという名の職業訓練
を通して生きるための能力を養う場なので
はないかと私は思った。アウクスブルク郡
庁舎を訪問した際にもアウクスブルク大学
が行っている MINT という小学校などへ
の出前授業において、子ども達には最新の
物理学、数学、情報科学、自然科学テクニッ
クに触れる機会が与えられていた。また郡
内の 60 もの保育園児には、自然科学の体
験教室があり、環境ビジネス大国としての
基盤づくりが幼少期から行われていた。

そこで Change in の活動を説明してくれ
た少女の「自分の能力を人の為に使うこと
は当然のことである」という話にもとても
感銘を受けた。彼女に誰が教えてくれたの
かと尋ねたところ、自分が住んでいる田舎
町全体がそのような考え方であるため、自
然とそう考えるようになったという。キリ
スト教の教えによるものもあるのだろう
が、その素晴らしい教えが時代の変化に流
されることなく、いつまでも次の世代へと
引き継がれていって欲しいと思った。

財政危機による活動低迷への懸念
しかし、ドイツが誇る青少年育成支援活

動においても、ギリシャを発端とした金融
危機は深刻な影響を与えており、特に財政
悪化が顕著であったアウクスブルクでは、
活動資金の大幅カットによる反対デモや抗
議活動が起こっていた。

ミュンヒェンにあるドイツ最大の青少年
研究所（DJI）でも、全日制学校の需要は
増えてきているが、「問題は財源であり、

自治体の税制格差が教育格差にも繋がって
いる」という話を伺った。

ベルリンで行われた専門会議では、2020
〜 30 年に日本経済は世界第５位（ドイツ
は７位）、2050 年には両国ともさらに落ち
込むとの予測が示され、これからのグロー
バル経済や超少子高齢化社会を支える子ど
も達の未来は財政的にも決して明るいもの
ではないことが発表された。しかし、私た
ちが子ども達に寄り添い、ノンフォーマル
教育を普及させることが出来るなら、それ
が小さな一歩となって、より良い社会づく
りに繋がることも感じ取ることが出来た。

おわりに
現在、日本の学校の多くは、学力低下や

学級崩壊、いじめ問題など様々な問題が多
発しているが、実際の教育現場では、子ど
も達は至って純粋であり、関わる大人たち
の姿勢や意識、モラルの低下が混乱を招い
ているのではないかと思うことが多い。私
自身、様々な青少年団体を訪れるが、子ど
も達を大切にしない国に更なる発展はな
く、20 年後の未来は子ども達が担うとい
うことを私たち大人がもっと真剣に考えな
ければならない。だからこそ、子ども達の
人格を磨き、国家繁栄へと導くドイツのノ
ンフォーマル教育が今後の日本教育界にお
いても新風を巻き起こし、一人でも多くの
子ども達の心を豊かにしてくれることを
願っている。

蓮池　可奈子（はすいけ　かなこ）。
佐賀県青少年県民育成会議理事、
佐賀県環境審議会委員。

執筆者紹介
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ベルリン、都市と美術館
野村　優子

2012 年 の 10
月９日から二ヶ
月間、九州国立
博物館では「ベ
ルリン国立美術
館展」が開催さ
れました。フェ
ルメールの《真
珠の首飾りの少
女》が日本初公
開ということも

あり、20 万人を越える人々がこの展覧会を
訪れています。「ベルリン国立美術館」と聞
くと、ルーブル美術館のようなひとつの大
きな美術館を想像されるかもしれません。
ですが、ドイツ語表記を見ると「Staatliche 
Museen zu Berlin（ベルリン国立美術館）」
とあり、ここではミュージアムの複数形

「Museen」が使われています。大小 15 の
様々な博物館・美術館を総称して「ベルリ
ン国立美術館」と呼んでいるのです。戦前
のベルリン国立美術館は、洋の東西を問わ
ずあらゆる時代を網羅して、世界四大美術
館のひとつとして称えられていました。

コレクションの形成と博物館島
ベルリン国立美術館のコレクションは、

歴代の王たちが情熱と財力を注ぎ、築き上
げたものです。ドイツの王室コレクション
を話題とする際には、ドイツはフランスや
スペインのような統一国家ではなかったと
いうことを考慮しなければなりません。ド
イツでは地方の君主たちがそれぞれに領地

を統治し、小規模な国を築くという時代が
19 世紀後半まで続いていました。それが
1871 年に統一され、初めて「ドイツ」と
いう単一国家が誕生したのです。ですから、
首都ベルリンの「国立美術館」だからと言っ
て「ドイツ国家のコレクション」を意味し
てはいません。かつてのドイツには、ベル
リンを王都としたブランデンブルク選帝侯
の他に、ドレスデンのザクセン選帝侯、ミュ
ンヘンのバイエルン選帝侯という有力な統
治者がいました。両者とも大規模な美術コ
レクションを持ち、ドレスデンには古典絵
画館、ミュンヘンにはアルテ・ピナコテー
クという見事な美術館があります。そもそ
もベルリンは都市としての発達が遅く、統
治していたホーエンツォレルン家も経済的
余裕を持たなかったので、美術品の収集に
出遅れました。そのコレクションが劇的に
充実したのは二人の名君、フリードリヒ・
ヴィルヘルム大選帝侯（1620‒1688）とフ
リードリヒ大王（1712‒1786）の時代です。
前者はレンブラントなどのオランダ絵画
を、後者はフランスのロココ絵画を収集し、

「ベルリン国立美術館展」チラシ

博物館島
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コレクションの基礎を築きました。これら
を基に「ベルリンにも公共の美術館を」と
いう気運が高まったのは 18 世紀末のこと
です。経済力をつけた市民層の要請により、

「国民の良き趣味の形成」のため、公共美
術館建設は始まりました。「博物館島」とは、
ベルリン市街を流れるシュプレー河に囲ま
れた三角州を指します。この中に、旧博物
館、新博物館、旧ナショナル・ギャラリー、
ボーデ博物館、ペルガモン博物館の順に、
五つの美術館が建てられました。博物館島
はベルリン王宮の向かい側に位置し、都市
計画において美術館が重要な役割を果たし
てことが分かります。美術館は新興国プロ
イセンの国力と文化的繁栄を示す象徴だっ
たのです。

教育機関としての美術館

今回の展覧会には「学べるヨーロッパ美
術の 400 年」という副題がついています。
この「学べる」というのは、ベルリン国立
美術館にとって大切な理念のひとつです。
美術館は開館当初から、美術品を楽しむ「享
受」という側面とともに、「教育」として
の役割も重視してきました。博物館島の構
想を立てたフリードリヒ・ヴィルヘルム四
世（1795-1861）は、この島を「芸術と学
問の避難所とする」という政令を発布して
います。この特徴を良く示しているのは、

絵画専門の旧ナショナル・ギャラリーで
しょう。通常「ナショナル」は「国家の」
を意味しますが、ドイツ語の「ナツィオナー
ル」には「国民の」という意味合いも強く、
これは「国民のための美術館」を目指して
建設されています。統一国家ドイツ帝国の
誕生とともに強まったドイツ人の愛国心
が、自国美術を見直そうという動きを生み
出したのです。この美術館の特筆すべき点
は、同時代芸術を展示した点にあります。
時代は 19 世紀末、ベルリンにも分離派が
生まれ、伝統的絵画を否定する動きが起こ
り始めた時代です。美術館は新しい流派を
擁護し、彼らの作品とともにフランスの印
象派やポスト印象派の作品を積極的に紹介
しました。

ベルリン美術館の危機
ベルリンの都市とともに成長し、百年か

けて完成した博物館島。しかし、五番目の
ペルガモン博物館開館を頂点として、歴史
は下り坂へ向かいます。第一次世界大戦敗
戦後、世界恐慌により社会不安が広がった
ベルリンで、ヒトラーのナチス・ドイツが
政権を獲得しました。ナチスの思想に反す
る芸術作品や芸術活動は徹底的な弾圧を受
け、表現主義、ベルリン・ダダ、バウハウ
スなどドイツ国内で発生し、国際的影響力
を持つに至った革新的な芸術運動は、国民
を堕落に導く「退廃芸術」として活動の場

旧ナショナル・ギャラリー

「退廃芸術展」展示風景
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を奪われました。悪名高い「退廃芸術展」
は1937年に開催されています。「退廃芸術」
の烙印を押された 700 点あまりの作品が、
古びた建物の狭い展示室に所狭しと並べら
れ、観客の前に晒されました。展覧会終了
後、最終的にナチスが国内の美術館より没
収した作品は 17,000 点にのぼります。そ
れらは国際美術市場で競売にかけられ、売
れ残ったものは焼かれる運命を辿りまし
た。ベルリン美術館の悲劇はこれだけに留
まりません。ナチスの攻撃は現代美術に限
られていましたが、第二次世界大戦の戦火
は 容 赦 な く 全 て の 美 術 品 を 襲 い ま す。
1945 年４月末、ソビエト軍がベルリンへ
至り博物館島を制圧、美術館はことごとく
破壊され、ベルリンに残った美術品はソビ
エト軍へ、疎開した美術品はアメリカ軍へ
と渡りました。

分裂、再統一と未来
第二次世界大戦のあと、ベルリンはアメ

リカ、イギリス、フランス、ソビエトの四
カ国により分割統治され、間もなく東西分
裂が始まります。経済的に豊かな西への逃
亡を防ぐため、東ドイツ政府は東西の行き
来を厳しく管理し、西ベルリンに沿って壁
を築きました。このベルリンの壁により、
戦後のベルリン国立美術館再建は困難を極
めます。美術館の母体である博物館島は東

ベルリンにあり、コレクションの大部分は
西ベルリンにあるという奇妙な状態が長ら
く続きました。1989 年にようやく壁が壊
され、東西ドイツが統一すると、ベルリン
の美術館も統合され、コレクションを基本
的に博物館島、ティーアガルテン地区、ダー
レム地区の三つの地区へ分散することが決
定しました。各部門の再編成と平行し、新
たな美術館の建設が相次ぐ中、市民が何よ
り待ち望んでいたのは、戦後そのままに
なっていた「新博物館」の再建です。美術
館島にある五つの美術館の中で損傷が最も
激しく、修復には多大な時間がかかると言
われていましたが、その工事も 2009 年末
には終わり、70 年ぶりに美しい姿を現し
ています。

ベルリンは東西統一以来、いつもどこか
で再開発が行われているダイナミックな街

ナチス・ドイツによる美術品の競売

戦後の新博物館

再建された新博物館
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です。急速に発展していく都市のエネル
ギーが魅力となって世界中のアーティスト
たちを引き寄せ、現代のアート・シーンを
牽引しています。都市ベルリンとその美術
館は、重い歴史に屈することなく、これか
らも進化を続けていくことでしょう。博物
館島の五つの美術館を地下で繋ぎ、ひとつ
の統一体とする計画や、取り壊されたベル
リン王宮を再建する計画など、巨大なプロ
ジェクトが現在進行中です。みなさんもベ

ルリンを訪れる際には、街の動きに目を凝
らし、そこに息づく芸術を味わってみて下
さい。

＊＊＊2012年９月８日、９月例会講演より＊＊＊

野村　優子（のむら　ゆうこ）。
九州大学大学院人文科学府博士後期課程。

執筆者紹介

◎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

中・上級者向け【無料】自習教材（ドイツ語のラジオニュース）

ドイツ・オーストリア・スイス・南チロル・ベルギーの

ラジオニュースをスクリプト付で紹介。独検*・ **対策に。

音声とスクリプトをダウンロードできます（トップページの14～15）。
ニュースの内容は10～13、その他については16. HgFをご参照下さい。

＊　独検（ドイツ語技能検定試験）：http://www.dokken.or.jp/
＊＊  (オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験)：
　　 http://www.flc.kyushu-u.ac.jp/̃de/oesd/

監修：元東京外国語大学客員教授  

「聞き取り作文」で
　みなさんの聞き取った
ドイツ語をチェックします！
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キャント・ストップ！
―ドイツ・ゲームの魅力と日独の現状―
平松　智久

渡独の際に玩具売り場を目にされた方は
ご存知のとおり、ドイツでは玩具専門店の
みならず、ガレリア・カウフホーフ（Galeria 
Kaufhof）、カールシュタット（Karstadt）
などのデパート、ミュラー（Müller）のよ
う な 大 型 薬 局、 フ ー ゲ ン ド ゥ ー ベ ル

（Hugendubel）をはじめとした書店におい
てもボードゲームやカードゲームは大きな
区画を取って販売されています。ドイツを
筆頭にヨーロッパ中で人気を博し、日本で
はゲーム評論家の安田均によって「ドイツ・
ゲーム」と命名されたそれらのテーブル・
ゲーム群を求めて売り場を訪れるのは、単
に子供たちだけではありません。ゲーム愛
好家は、子供や孫への

4 4 4 4 4 4

プレゼントを探す（そ
れが建前で本音は自分も

4 4 4

遊びたい）大人た
ち、デート中のカップル、さらにはフリー
クにいたるまで、老若男女を問わないので
す。日本ではデジタル・ゲームが隆盛を極
めるなか、なぜドイツではアナログ・ゲー
ムが人気を保ち続けているのでしょうか。
いままで約 500 種のオリジナル・ゲーム
を作成し 1500 万部以上の販売実績を誇る
人気ゲーム・デザイナーであるライナー・
クニツィア（Reiner Knizia）博士はこの問
いに対して、2013 年３月 23 日に東京で行
われた招待講演会のなかで次のように答え
ています。「（その理由の一つは）ドイツで
は親が子供と遊び、その子がまた親になっ
て自分の子供と楽しむ伝統があるからで
す。」大人が本気で子供と楽しめるからこ
そドイツ・ゲームは多くの家族に受け入れ
られているのでしょう。また、家族との自

由時間を大事にするドイツ人気質に加え、
社会的な労働形態がそのような文化的伝統
を支えているのです。

ドイツでは自由時間における良質の遊び
を紹介するためにゲーム評論家や愛好家な
ど有志 10 名による選考委員によって 1979
年から毎年「ドイツ年間ゲーム大賞（Spiel 
des Jahres）」が選定されてきました。「年
間ゲーム大賞」の存在が業界に果たしてい
る役割は大きく、それが社会や経済に与え
る影響も軽視できません。大賞受賞作は売
り上げが 10 倍、最低 30 万部の販売はか
たいと言われ、デザイナーや出版社にとっ
て大きなモチベーションとなっています。

現在も販売されている代表的な大賞受賞
作品を紹介しましょう。第１回の受賞作は
グリム童話に取材したボードゲームで、後
退してぐっと力を溜めながら前進する双六

『ウサギとハリネズミ（Hase und Igel）』
（1979 年）。ロンドン市内を逃げ回る盗賊
とそれを追いかける警官たちの鬼ごっこ

『スコットランドヤード（Scotland Yard）』
（1983 年）。交易を繰り返して新地開拓を
進める『カタンの開拓者（Die Siedler von 
Catan）』（1995 年）。カードタイルを置く
ことで町や城塞を広げていく『カルカソン
ヌ（Carcassonne）』（2001 年）。不思議な
絵に描かれたイメージを言葉で表現する的
確さと曖昧さが試される『ディクシット

（Dixit）』（2010年）。このようにドイツ・ゲー
ムのテーマは多種多様でじつに幅広く、さ
らに、30 年以上前の作品もいまだ現役で
あることに驚かされます。
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また、惜しくも受賞には至らなかったノ
ミネート作品からも目が離せません。たと
えば 1981 〜 82 年の候補作に推挙された
シド・サクソン（Sid Sackson）氏考案の
２〜４人用ボードゲーム『キャント・ストッ
プ（Can’t stop!）』（1980 年）。サイコロ４
つと人数分のコマに紙があれば自作できる
ほど単純な造りにもかかわらず、盤上では
阿鼻叫喚と歓喜のドラマが幾重にも交錯し
ます。これは一度遊ぶともう「やめられな
い、とまらない」。シド・サクソン氏はア
メリカ出身のゲーム・デザイナーですが、
彼の代表作群がドイツ・ゲームの黎明期に
与えた影響は計りしれません。

さぁ、皆さんもじっさいに『キャント・
ストップ』のゲーム盤を作って遊んでみま
しょう。まずは写真にあるように、下辺に
スタート地点、上辺にゴール地点となる２
から 12 までの数を左から順に紙面に記し、
同じ数どうしを直線で結びます。次は、ラ
イン上のマス作成。マスの数は、２のライ
ンが１マス、３のラインが３マス…と７の
ラインの 11 マスまで２マスずつ増やし、
８のラインから右は逆に２マスずつ減らし
ます。ゲームに必要なコマは、ひとり 11
個ずつと、共有するマーカー・コマ３個。
それにサイコロを４つ用意すればゲームの

準備は完了です。
ゲームは、さながら山頂を目指して危険

な山道を進む登山者のように、自分の持ち
コマのうち３つを登頂ラインのゴールまで
進められた人が勝ちです。ゴールを「勝ち
取る」ために、できるだけはやく進みましょ
う。自分の手番ではサイコロ４つを振り、
２つずつのペアで２組に分けて、各組の目
を足し合わせます。すると２〜 12 の数字
がふたつできるので、ゲーム盤上でその数
字に対応する列のマスにマーカー・コマを
置きます。一度の手番でサイコロは何度
振ってもかまいません。振るたびに、対応
する数字の列にマーカーを置くか、置いて
ある列のマーカーを一歩進めるかします。
ただし、ご注意を。一回の手番で進められ
るマーカー・コマは３列まで。そして、誰
かが頂上を制した列ではもう進められませ
ん。それらの条件下で、どのようなペアを
作ってもコマを進められなくなってしまっ
たら……「滑落」です。その手番で進めた
分はすべて帳消し。嗚呼。サイコロを振れ
ば振るだけ「滑落」の危険性が高まるのは
当然です。それが分かっていながら、あと
一歩がほしくて「やめられない、とまらな
い」。

1980 年代からデジタル・ゲーム一色に
染められている日本でゲームといえばもは
や「買う」ものですが、アナログ・ゲーム
の魅力のひとつは、『キャント・ストップ』
でお試しいただいたとおり、ボードやカー
ドだけでなくルールさえも「手作り」でき
る点にあるといえるでしょう。僕自身にも、
2005 年から 2006 年にかけてミュンヘンに
はじめて留学したときに、仲間の誕生日プ
レゼント用に皆の写真を印刷したオリジナ
ル「メモリー」（神経衰弱ゲーム）を作成
した思い出があります。その後、皆でじっ
さいに試遊したことは言うまでもありませ
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ん。そのゲームはプレイ中だけでなく、仲
間たちで構成を思案し、写真を撮りに出か
け、印刷紙を切り貼りする作成段階でも大
いに楽しめました。その経験があるからで
しょうか。いまも僕はドイツ語の授業中に、
できるだけ受講者たちに楽しんでもらいた
いという願いを込めていろいろな会話練習
用ゲームを取り入れています。

東日本大震災後は日本でも節電対策と相
互交流のためという名目でアナログ・ゲー
ムが各種メディアから取り上げられること
が増えてきました。芸能人たちの間でもド
イツ・ゲームはひそかなブームとなってい
るようです。しかし、熱しやすく冷めやす
いのが日本人気質。ブームとともに消え去
るにまかせるのではなく、これからもずっ
と遊び続けていきたいものです。子供から
大人まで皆が楽しめる、ファミリー・ゲー

ム指向のドイツ・ゲーム。その素晴らしさ
は、ルールが比較的簡単で、気軽に遊べる
だけでなく、ひとつひとつのコンポーネン
トが魅力的な点にもあります。『キャント・
ストップ』を満喫された後には、是非、皆
さんもお気に入りのドイツ・ゲームを探し
てみてください（見つけられなければ自作
してみてください）。きっと思わず言って
しまうことでしょう。「やめられない、と
まらない」と。そして、その活動を止めて
はいけないのです。止めないかぎり、お楽
しみは続くのですから。

嗚呼。キャント・ストップ！

平松　智久（ひらまつ　ともひさ）。
福岡大学人文学部講師。

執筆者紹介
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祭りと衣装
Sven HOLST

人間は自らの社会的立場や考え、気持ち
を表すためにいつも自分を飾ってきた。化
粧や髪形、ピアス、刺青のみならず、いう
までもなく衣装もその役に立つものであ
る。衣装は刺青等と違って、局面に応じて
すぐ取り替えることができる。衣装を通じ、
特定の集団・階級所属を表現するための特
徴的なスタイルを選ぶことができる。しか
し同時に、衣装を通して同じ集団・階級の
他のメンバーとの区別化を図ろうとする。
所属と区別のこのような緊張関係から
ファッションが生まれる。人は競争相手で
ある仲間の服装情報に基づいて自分の衣装
を選ぶものだから、ファッションの存在に
は仲間の情報が必要である。ライバルより
良いものを身に着けたいと思えば、多くの
場合は上質な素材などを購入する経済力も
必要である。ファッションセンスは物質的
に高度なレベルでの競争となる。

理論的な前置きはこのくらいにして、ド
イツの事情に目を向けてみよう。近世、ド
イツの貴族たちはフランスのファッション
を身にまとった。裕福な町人らはそれを後
追いして真似たが、身分に阻まれたところ
もあった。一方職人たちは何か行事がある
と誇りをもって自分たちの職人の制服を晴
れ着として着た。農民たちは年に１〜２回
町の市場を訪れて町人のファッションを見
物した。しかし実際に晴れ着を買えるのは
数年、数十年に一着だけであった。「未婚
の若者」、「既婚の大人」、「未亡人」という
人生の３段階に合わせて晴れ着をつくっ

た。子供服は存在しなかった。農民が晴れ
着を身に付けるのはミサや祭り、結婚式の
ときであった。裕福な農家は少し早いペー
スで買い替え、最新のファッションを取り
入れることもできた。貧困層の農民には晴
れ着を買う余裕はなかった。村内コミュニ
ティーによって人々はその社会的立場に相
応しい衣装や振る舞いをするよう監視され
ていたため、逸脱する者は出にくかった。
ファッションに目覚めた町人からすると、
農民の服装は時代遅れで素朴すぎるもので
あった。

近代化に伴い、農村には活気がなくなり、
村内の仕来たりが崩れ始めた。村民は都会
に移住し、情報と商品が増して田舎にも流
れてきた。これは二つの結果をもたらした。
一つ目は、農民の衣装の発展が止まったこ
とである。18 世末まで流行していたのは
膝下までの半ズボンで、19 世紀に入る頃
から長ズボンが主流となった。しかしドイ
ツの多くの地方で民族衣装は半ズボンの段
階で止まっている。もう一つは農村の衣装
の特徴が消滅したことである。町でも村で
も裕福な人々は同じファッションを追求
し、貧困者の服装も町か村かを問わず、安
くて、粗末な同じような衣服となった。

一方 19 世紀はノスタルジー思考の時代
でもあった。近代化が急速に進んだこの時
代、人々は不安を感じ、過去を回顧して昔
の簡素で素朴な生活に憧れたのである。

その一つの例として、カーニバル王子の
近衛隊の軍服を挙げよう。近代カーニバル
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は 1822 年にケルン市に生まれた。「カー
ニバル王子」は “ 君主 ” だったが、軍国主
義の時代であったため、カーニバルの発案
者はカーニバル王子にも近衛隊が必要だと
考えた。その近衛兵の軍服に、かつて自由
都市であったケルン市防衛隊の赤白の軍服
を採用したのである（図版１）。ケルンの
市防衛隊員たちはのんきな人々であったの
で、きっちりしすぎのプロイセン軍に飽き
飽きしていたケルン市の住民は以前の市防
衛隊を懐かしみ、さらにカーニバル王子の
近衛隊はプロイセン軍の教練を「お尻踊り」
で茶化した。その後、時代とともに毎年の
カーニバルのイベントを開催する組織が分
裂して、新たな近衛隊が生まれた。

さて、新しいグループはどのような軍服
を選んだのであろうか。1870 年にはドイ
ツ統一に感銘を受けた市民らが青白の軍服
を選んでいるが、これはプロイセンのある
部隊の昔の軍服であった。また他の地域で
は、発案者が先例から探すのを諦めて、様々
な時代からアイディアを借り、想像上の軍
服を創った（図版２）。カーニバルの近衛
隊に入るのは中流階級以上の市民であっ
た。衣装はそこに所属する市民にとって重
要な自己表現のスタイルとなり、軍服に関
する細かい規則ができた。近衛隊の美しい
軍服は隊員の自慢であり、ステイタスでも
あった。

1848 年革命で民衆はドイツの民主的な
統一を試みた。君主側はそれを制圧したが、
民族の統一は支配者側にとっても無視でき
ないテーマとなった。こうして「民族衣装」
が意識されるようになった。先に述べたと
おり、統一した民族衣装は存在しなかった。
しかし 19 世紀には、行政が政治的なパ
フォーマンスの目的で伝統の典型である衣
装に目を留めた。たとえば、バイエルン王
国は 19 世紀初頭に文化、方言、宗教の異
なる地域をかきあつめて作られた王国で
あった。王の結婚式等では各地域代表がそ
の地域の典型的と定められた民族衣装を身
につけて祝福した。王は狩猟が趣味であっ
たが、狩りの時には丈夫で動きやすい民族
衣装に身をまとって人民の前に現れた。民
族（民衆）の一員であることをアピールす
る狙いもあったのだ。いままで民族衣装を
軽視していた都市の上流階級も王様がお召
しになるならと民族衣装に飛び付いた。こ
のようにして農民たちは民族衣装を再認識
していったのである。ただし、民族衣装の
伝統がすでに途絶えていた地域も多くあっ
た。その場合、伝統がまだ生きている地域
に目を向け、資料からそれらしい民族衣装

図版1　立当時の近衛隊のイラスト

図版2　	ミュンヒェンで撮った近衛隊
の軍服
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を探したり、行政が定めた民族衣装を自分
たちのものにしたりした。南バイエルン地
方のミースバッハ（Miesbach）の民族衣
装はこのようにして広まった。この民俗衣
装を受け入れた人々は古くて新しいこの民
族衣装に誇りを持ち、それを行事や祭りの
際にまとい、着付け規則が守られているか
どうかに注意を払っている（図版３）。

ドイツ南西地方では、前近代的なカーニ
バルが復活した。仮面カーニバルは 18 〜
19 世紀初頭にほぼ途絶えてしまったが、
19 世紀前半にライン地方に特徴的だった
カーニバルが南西地方にも浸透し始めた。
しかし 19 世紀後半から古

いにしえ

の文化への関心
が高まり、仮面と布地などの切れ端からで
きた衣装が再びカーニバルに戻った。この
ように祭りの衣装は時代の背景を映し出し
てもいる。

都市の祭りではしばしばその街の歴史が
再現され、重要な時代の衣装をまとって街
を練り歩くパレードが見られる。最も有名
な都市祭りはランツフート（Landshut）
の伯爵家の結婚式を模したものである。中
世末期の盛大な結婚式が住民たちによって
大掛かりに再現される。

今日、ライン地方のカーニバルのパレー

ドでは様々な衣装が見られる。ローマ人や
ゲルマン人、30 年戦争の傭兵（図版４）、
黒人、アラブ人などの仮装であるが、最近
はブラジルのサンバ太鼓団も人気である。
とはいえ２月の寒い時期に行われるので、
さすがにサンバの踊り子の衣装は無理であ
る。近衛隊ほど衣装を統一していないグ
ループもたくさん参加する。

祭りの主役（パレードの参加者）以外の
観客たちはどうであろうか。カーニバルの
パレードの場合、沿線の観客の中には扮装
している人たちも見られる。アイライナー
で猫の髭を描いたり、リップスティックで
頬にハートマークを付けたりする簡単なも
のから、カウボーイやインディアン、海賊、
お姫様といった本格的な扮装がある。この
ような仮装により、祭りの一員となって一
般の観客と踊ったり、隣の人と腕を組んで
音楽に合わせて身体を左右に揺すったりし
て祭りを満喫する。

ミュンヒェンのオクトーバーフェストに
訪れる人々を見てみよう。大都会である
ミュンヒェンでは民族衣装の伝統がほとん
ど絶えた。都会の若者は民族衣装を着る人
を「時代遅れ」等と言って嘲笑っていた。
全国からミュンヒェンに引っ越してきた住
民はバイエルンの民族衣装に縁が遠い。し
かしながら最近数年来、オクトーバーフェ
ストの来客の間でバイエルン風の民族衣装

図版3　南バイエルンの男性民族衣

図版4　傭兵モドキの衣装を身にまとう楽団員たち
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がおおいに流行ってきた。何が変化したの
だろう。

まず、民族衣装に対するイメージが変
わった。民族衣装は日常生活からは完全と
言っていいほど消えてしまった。今日では
保守派の人々はアルマーニのスーツやラル
フ・ローレンのポロシャツを着ている。逆
に、アルタナティーフ運動の芸術家が農村
の文化と民族衣装を発掘した。これにより、
若者にとって民族衣装に対するマイナスイ
メージがなくなってきた。次に重要なのは
衣装そのものの変化である。代表的な民族
衣装のひとつである女性のドレス、ディル
ンドル（Dirndl）は、本来は丈夫な素材で
作られ、色彩も仕立ても控えめだったが、
最近は軽くて安い素材で作られて簡単に買
い替えができるようになった。メーカーは
昔はなかった色をディルンドルに使い、若
い女性たちのファッションセンスに訴え
た。本来慎ましいものであったディルンド
ルは今大胆に胸元をみせるものになり、ス
カートも随分短く、いわばセクシーになっ
た。男性の民族衣装はそれほど変化してい
ないが、今は本格的に着なくても、民族衣
装の一つのパーツ、例えば革ズボン（＝レー
ダーホーゼン）だけを履いたりすることが
できるようになった。また自分のイメージ
で勝手にアレンジもしている。本来は白
シャツを着るのが決まりであったが、若者
たちはチェックのシャツの方がイメージ的
に「民族的」だと勘違いし、そのような着
方をしているのである。民族衣装の純粋主
義者らはこのような規則違反を指摘したり、
正しい民族衣装の衰退を嘆いたりしている
が、若者はそれに構うことなく、自分が好
む民族ファッションを成熟させている（図
版５と６）。なぜなら民族衣装は非日常的
な祭りの気分を演出するものだからである。

バイエルン風の民族衣装は今では全国に

普及している。以前はバイエルンの民族衣
装がドイツの代表的衣装として外国への観
光宣伝に使われることに多くのドイツ人が
不満を持っていた。なぜならこれは自分の
ところの民族衣装ではなく、南ドイツ以外
では民族衣装に対する意識が低かったから
である。しかし今ではこのバイエルン風の
オクトーバーフェストの衣装が北ドイツの
ブレーメン市最大の祭りでもよく見られる
ようになった。新聞がそれを話題にし、あ
らためて本当のブレーメン地方の民族衣装
を紹介したりしている。

祭りの衣装を身にまとうと日常と違う人
間になる。もちろんそれは単なる願望で、
現実ではない。人間はそう簡単に「普段の
自分」を捨てられないであろう。海賊に扮
した子供はもとの恥ずかしがり屋であろ
う。しかし、祭りの衣装をまとうことで常
とは異なる役を演じ、日常生活ではあまり
出せない「自分」を出し、少しマイナスな
イメージかもしれないが羽目を外すことも
できる。そういう意味で、祭りの衣装は「本
当の」自分を見せたい、「本当の自分」を
表現したい人々の心を表す媒体である。

Sven	HOLST（スウェン・ホルスト）。
福岡女子大学国際文理学部准教授。

執筆者紹介

図版5　	ミュンヒェンの
ショーウインドウに
見られる現代風の民
族衣装

図版6　	ミュンヒェンの
ショーウインドウに
見られる現代風の民
族衣装
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ドイツで働く
宮㟢　浩輔

私の住むパッサウはバイエルン州にあ
り、ミュンヒェンから電車で約２時間の
チェコ・オーストリアとの国境にあります。
そのためオーストリアの文化的影響を色濃
く受けており、ザルツブルクのようなパス
テルカラーの街並みが目立ちます。イン川・
ドナウ川・イルツ川の３本の川が合流する
地としても有名で、中世には塩・ワイン・
穀物などの交易の要衝として栄えたそうで
す。この３本の川はそれぞれ水の色が違い、
天気のいい日に高台から見下ろすと、濁っ
た緑・青・深い緑の３色が混じり合ってい
く様子がよくわかります。とくにイン川は
源流であるアルプスの岩塩から溶け出した

塩分が混じっているため濁った色になるそ
うです。この川の上流にはザルツブルク（＝
塩の城）があります。ちなみに塩分が混じっ
ていると言ってもしょっぱくはありません

（体験談）。
パッサウの中心部はイン川とドナウ川に

はさまれた中州にあるため、過去には大洪
水が起きたこともあり、ドナウ川沿いの市
庁舎の壁には３メートルをこえる高さまで
洪水時の水位を示す線がひいてあります。
このため中州の部分は中央に向かって小高
くなっており、川沿いの家屋の多くは一階
がガレージなどになっていて、洪水が起き
ても部屋が浸水してしまわないよう工夫が
されています。

中州の中央にはバロック式の聖シュテ
ファン大聖堂という教会がありますが、こ
の教会がローマカトリック教会ドナウ東域
の本山であるため、パッサウにはドイツ国
内外から多くのカトリック教徒が訪れま
す。この教会にあるパイプオルガンは、教
会オルガンとしては世界最大のものだそう
です。
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私はこのパッサウから約 20km のところ
にあるルーストルフ Ruhstorf で 2010 年
12 月から働いていますが、私がこの２年
半の間に感じたドイツ企業のいいところや
悪いところ、また職場の環境などについて
紹介していきたいと思います。これから書
くことはあくまで私個人の体験と考えなの
で、ドイツの他の企業にあてはまらないこ
とがあることをご理解下さい。

まず驚いたのは、給与の交渉があること
です（これは他の企業も同様のようです）。
契約前の面接などの際に希望給与を聞かれ
ます。もし希望額が多すぎたりした場合ど
うなるのだろう、と思います。勤務時間は
週 35 時間で有給は年間 30 日間あり、こ
の有給は基本的には年内にすべて消化しな
ければいけません。有給消化を促進するた
めか、私の会社では１日有給を消化すると
その日の給与の 150％が支払われます。つ
まり有給を取れば取るほど給与が増えるわ
けで、これには私も雇用条件の説明をして
くれた人事担当者の前で吹き出してしまい
ました。もう一つ驚いたのは、病気の際は
証明を提出すれば（企業や勤続年数によっ
ては提出しなくても）病欠扱いとなり、有
給は消化されません。月曜日に誰かが欠勤
している際に「彼は風邪で今週いっぱい休
みだ。」という話を聞くことがあります。
月曜日に金曜まで治らないことがわかると
はどれほどの風邪だと始めは思いました
が、これもドイツの企業ではよくあること
のようです。こちらでは病気になった際に
病院に行くと、お医者さんがその状態に
よって今日から何日間働けないかを判断
し、それに応じた “ 勤務不可証明 ” を発行
するのです。

その他に日本と違うことは、朝が早いと
いうことです。日本では始業時間が９時か
ら 10 時の間の会社がほとんどかと思いま

す。私の会社では定時のないフレックス制
度ですが、それでも始業は６時半〜９時に
なっています。多くの同僚は７時前後に出
勤するため、３時半に帰宅します。また、「労
働時間口座（Arbeitszeitkonto）」という制
度があり、残業をするとこの口座に時間が
貯まります。この口座はプラスマイナス
150 時間の枠におさまっていればいいの
で、用事がある日は早く帰ることもできま
すし、とくに祝日の木曜日の翌日の金曜日
は「橋渡しの日（Brückentag）」といって
多くの同僚がこの口座の時間を使って休
み、４連休にしてしまいます。

こう紹介していくと、ドイツでは日本と
比べあまり働いてないように感じますが、
実際のところはどうなのでしょう。経済協
力開発機構の国別平均年間労働時間 2011
年実績では、ドイツは 1413 時間、日本は
1787 時間となっており、約 26％日本のほ
うが長く働いているようですが、１人あた
り GDP にはほとんど差がありません。こ
の効率の差の原因は何なのか、ドイツに来

ミュンヘン

パッサウ
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て以来考えていましたが、最大の要因は、
お客様は神様ではない、ということだと思
います。売り手と買い手の立場はほぼ対等
なので、たとえ客の要求であっても利益率
の低い仕事は断ることができますし、取引
先との関係を損なわないために利益になら
ない仕事をすることはありません。その代
わり自分が客になった時にも日本のような
質の高いサービスは期待できません。結局

のところ恵まれた労働環境をとるか、質の
高いサービスをとるか、ということに行き
つくのではないでしょうか。態度の悪い店
員にもあまり腹の立たない私には、ドイツ
のほうが合っているようです。

宮㟢　浩輔（みやざき　こうすけ）。
九州大学工学部出身。2010年より
SIEMENS社勤務。

執筆者紹介

 

 http://www.friedensdorf.de www.friedensfukuoka@gmail.com
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天使と呼ばれた少年の日々
～テルツ少年合唱団の想い出～
吉岡　綾子

テルツについて語るのは過ぎ去りし青き
日々を思い出すのにも似て甘い感傷が伴
う。インターネットをお使いになる方なら
YouTube にてテルツ少年合唱団による中
田善直『小さい秋見つけた』（http://www.
youtube.com/watch?v=JWN_FGQlkjQ）、
それから日本公演のリハーサル風景 Tölzer 
Knabenchor - Backstage, Rehearsal, Part 
Selection（http://www.youtube.com/
watch?v=y5qd-JLa-GI）をまずご覧いただ
きたい。そこには創設者兼音楽監督である
シュミットガーデン教授と子供たちの音作
りのひとコマが映っている。思春期前の不
安定な子供の声を操るのは容易な技ではな
い。彼らの歌声が単なる「お上手」に終わ
るか「天にも昇る」きらめきに輝くかは一
瞬一瞬のちょっとした「さじ加減」で決定
してしまう。この作業はただがむしゃらや
スパルタでは出来ない。芸術なのだ。体調、
それまでの鍛錬、一人一人の気持ち、気力
の調和、全ての要素が一つの方向を目指し、
そこから、ある「高み」へと飛翔しなけれ
ばならない。その「瞬間」が動画には映し
出されている。シュミットガーデン氏はリ
ハーサル途中、指揮台にひざまずき、祈り、
子供に感謝を捧げる。そして「声」が天に
届いた一瞬を愛おしむ。

テルツ少年合唱団は私にとって赤い糸に
よって導かれた不滅の恋人のような存在
だ。こう書くと単なる熱狂的な信奉者（ファ
ン）なだけじゃないかと思われるかもしれ
ない。そう、昔はそうだった。なぜか古典

の合唱ものにはまり込んでいた学生時代、
バッハやシュッツの教会音楽に溺れてい
た。テルツのファンになったのはその頃だ。
そんな時代の事も忘れてドイツに来て結婚
し二人の子供に恵まれたある日、夫に転職
話が舞い込んだ。場所はミュンヒェン。へ
え、それならいっそのことバートテルツ市

（ミュンヒェン近郊の温泉町。テルツ少年
合唱団発祥の地）に越しちゃわない？案外、
うちの子、テルツ少年合唱団に入団でき
ちゃったりして。ねえ、知ってる？実は私、
昔、テルツのファンだったのよ。などと夫
と談笑したものだ。まさか、本気で入れよ
うなんて思わなかったから。そのとき長男
は小学１年生。二男は幼稚園の年中さんで
あった。

そして運命のその日、長男が突然高熱を
出した。文化の薫る街ミュンヒェンに移り
住んで日も浅い頃、夫は奮発してオペラの
チケットを二枚買っていたのに。演目は
モーツアルトの「魔笛」。長男に本物のオ
ペラを見せたかったのだが仕方ない、誰か
に譲るとしよう。夫は地元のドイツ人の真

吉岡家の長男太郎（右）と二男二郎（左）テルツの制服姿
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似をしてオペラ座の入り口で「チケット売
ります」の札を持って立った。人気演目だ
からすぐに買い手がついた。この時夫の隣
席を買ってくれた人物こそ、後に我が家の

「恩人」となるメアヴァルト氏、「魔笛」に
登場する三少年役の一人アンドレアス君の
父親だったのだ。その日、深夜に帰宅した
夫は息子の看病疲れの私の眠気などそっち
のけで一気にまくしたてた。
「今日、チケットを売った相手がね、何

と三少年の父親だったんだ。その子の歌、
べらぼうに上手だったよ。でね、彼がこう
言ったんだ。『もしあなたが来年小学校に
あがる息子さんをお持ちならオーディショ
ンに推薦してあげますよ。』って。テルツ
だよ。テルツ。あのテルツなんだよ！」知っ
てるわよ、あなた。私だってテルツ少年合
唱団がどれほどきらびやかな歴史に彩られ
てきたか。ファンだったんだもの。

知名度こそウイーンのそれに及ばないが
（私はずっとウイーンよりテルツの方が好
きだった）何度も来日しているし、昔は世
界中のオペラの子役は全てテルツのもの
だったと言っても過言ではない。1956 年、
当時若干 19 歳の音楽学生シュミットガー
デン氏は敗戦の傷深く残る焼け野原に学校
も仕事も無いお腹を減らした子供たちを集
めて歌の指導を始めた。「することがある
だけマシ」な子供たちを相手に目的もあて
もなく、ただ、自分に出来るただ一つの事
を通して子供たちの心の慰めを願ったの
だ。集まった子供たちは音楽の素養も予備
知識も皆無の者たちだったがシュミット
ガーデン氏は彼の信念により音楽的妥協を
一切しなかった。（この時の経験からシュ
ミットガーデン氏は「本物の音痴など滅多
にいない。どんな子でも教えられる。一流
の歌い手に育て上げられる。」という自負

をお持ちだ。）わずか半年後地元のラジオ
局で彼らの歌声が披露される事となる。そ
れが話題となってテルツの成功物語は一気
に加速し始めるのだ。わずか３年後には
ヨーロッパツアーを開催。「全員がソリス
トをやれる。」という強みがありそれまで
多くの舞台で女声が代役をやっていたオペ
ラの舞台を征服し始める。シュミットガー
デン氏はモーツアルテウムザルツブルク音
楽大学から大学教授資格を与えられ様々な
栄誉に浴する。10 年ほど前に本拠地をミュ
ンヒェン市に移し（我が家から徒歩で行け
る距離）現在に至っていた。

他の有名な少年合唱団はそのほとんどが
歴史ある教会付属の寄宿舎付き音楽学校の
呈を成しているがうちはあくまで私立の

（数年前から有限会社の形をとっている）
「塾」形式だ。寄宿制の方がもちろん指導
を行い易い。しかし問題点も数多くシュ
ミットガーデン氏はこれをよしとせずテル
ツのモットーを「母親から子供たちを引き
離さない」事と定めている。従って母親の
教育負担も大きく、音楽的指導の一端を担
わなければならない。

小学１〜２年生（通常ミュンヒェン市ま
たはテルツ市の学校推薦を受けた子）の男
の子にオーディション受験資格が与えられ
る。うちの二男は当時小１にあがる直前の
春だったので他の子より一年小さかった。
が、何とか合格。88 名の合格者で始めた
クラス（コア IV）だが一年後には半数に
減り三年後には二十名になった。ハードな
毎日についていける家庭は少ない。週一回
の個人レッスンに週二回の全体練習、それ
以外の日は個人レッスン時の録音を再生し
ながら自宅練習の日々。一年ごとに進級テ
ストがありコア III、II とあがっていき３
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年目のコアＩから本格的なコンサート活動
が始まる。それまでは本番として種々のボ
ランティアコンサートを病院、施設等で行
う。子供たちが楽しみにしているのはクリ
スマス恒例、一般人立ち入り不可の「刑務
所内」教会のコンサートだ。所内の見学や
服役中の人々との歓談の時間もある。それ
から聖なる夜（クリスマスイヴ）に大学病
院の部屋部屋をグループごとに回る「歌の
配達」も印象深い。クリスマスを自宅で祝
えない患者さんたちに涙で迎えられる。

そんな日々を二男があっぷあっぷでこな
していた頃、突如として当時小３の長男が
自らシュミットガーデン氏の元へ単身出向
きオーディションを勝手に受けて来たのに
は心から驚いた。二男のてんやわんやの騒
動をかねてからうらやましく思っていたの
だろう。中途編入は合唱経験が無いと通常
困難だが長男はピアノ歴が長く譜読みが得
意であった事が強みとなり合格できた。彼
らが声変わりによって「卒業」するまでの
足掛け５年、我々の生活は即ちテルツとと
もにあった。

コアＩで子供たちが活動を始めると「苦
難」の数年が「受難」の日々に替わる。プ
ロ活動期間が始まってからは文字通り時間
との戦いだ。学校の勉強に加え週３回の練
習、本番で飛び回る日々。ツアーのため学
校は欠席だらけ。その上ピアノの練習も毎
日数時間こなしていた。文字通り寝る間を
惜しんで。成績は常に落第すれすれだった。

芸能人の子のようなスケジュールをそれ
でもこなしていけたのは舞台のもたらす本
物の感動を彼らが覚えてしまったからだ。

バイエルン放送響（ヤンソンス指揮）や
ミュンヒェンフィル（ティーレマン指揮）

との共演は数知れず。ベルリンフィル（ズー
ビン メータ指揮）と共演したマーラー３
番の交響曲のときなどは私ども親もベルリ
ンフィルハーモニーへ飛んだ。この時の感
動は私の一生の宝だ。

若き鬼才ダニエル ハーディングがバイ
エルン放送響を振った「カルミナブラーナ」
も印象深い。作曲者カール オルフはシュ
ミットガーデン氏の師でもありテルツのも
う一人の父でもある。テルツ市の地元ボイ
レン教会から発見された中世の文書に楽曲
をつけた大曲はまさしくここミュンヒェン
で演奏されるにふさわしい演目だった。

その日のチケットは早くから完売で私た
ち親はコンサートには行けなかった。ラジ
オでライヴが流れるので自宅の居間でゆっ
くりと味わう。これがまさしく名演。この
ままこの演奏が CD 化されるという話で
あった。二人が帰ってきたらほめてあげな
くちゃ、疲れているだろうし明日も朝早く
から学校なのにもう夜の 11 時を回ってい
る。そそくさと息子たちを迎える準備をし
て待っていたが待てど暮らせど二人は帰っ
て来ない。夫が会場のフィルハーモニーま

その夜の録音CD
ハーディング「カルミナブラーナ」
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で迎えにいっているので心配は無いのだが
一体どういう事だろう。結局、二人が帰宅
したのは夜中の２時を回っていた。聞けば
ハーディングは不満だったのだと言う。
コーラス導入のタイミングが一瞬遅れたら
しい。（ラジオで聞いた限りでは違和感無
かったが。）観客を会場から帰した後オー
ケストラと子供たちは「居残り」で指揮者
の納得いくまで録音を繰り返したのだそう
だ。子供を子供として扱わずあくまでプロ
の音楽家として扱う様には親として深い感
動を覚え、そのプロフェッショナルな要求
に歯を食いしばって応えた我が子たちを親
ばかで褒めちぎったものだ。もちろん翌日

子供たちを学校には定時に送り出した。懐
かしいひとコマだ。

子供たちが変声期を迎えテルツを卒業し
た今、全ての物語は遠い夢のように思える。
子供たちは彼らの年齢にふさわしい遊びも
学校の友達もゲームも休日さえ識る事無く
怒濤の５年間を駆け抜けた。願わくばそれ
らの経験がただの自己満足に終わらずいつ
か別の形に昇華できますように。おそらく
今もう一度同じ事を繰り返せと言ったら休
日をグータラ寝て過ごしている我が息子た
ちは断るだろうと思う。けれど何にも代え
難い美しい体験をこんな人生の早い時期に
味合わせてあげられた。全ての出会いと偶
然に今はただ感謝している。

吉岡　綾子（よしおか　あやこ）。
福岡出身。九州大学大学院在学中に交
換留学生としてミュンヒェンへ渡独。帰
国後再びドイツに渡り就職。主婦、ミュ
ンヒェン在住。

執筆者紹介

ドイツについてアドバイスが欲しい方は何時でも気軽に御相談下さい。
― 通訳・翻訳・ドイツ語レッスン etc. ―

TEL. 092-502-0588　090-8397-5275

テルツをモデルにした漫画「バイエルンの天使」の作家
たらさわみちさんのイラスト。
うちの子たちを「日本人として誇らしいニュース」とし
て取り上げてくださった。

60

ド
イ
ツ
直
送
便
り



日独交流150周年記念ドイツ旅行を終えて
中川　寿美

4月
April

西日本日独協会の行事

９年前初めてヨーロッパへ研修旅行に参
加したとき、もう一度訪れたいと思ってい
た国が「ドイツ」でした。ドイツが大好き
で、今回で６回目の旅となりました。

今回の旅は、西日本日独協会の日独交流
150 周年記念行事の一環として募られたも
のです。2012 年４月 20 日〜５月１日の
11 日間、根本道也会長をリーダーに総勢
９名で、南ドイツの保養地アメラング村で
ホームステイを体験し、各自の関心により
ドイツの町を巡りました。

ここでは私達一行が綴った旅行記「おも
ひで集」より私の旅日記を紹介し、記念行
事の報告といたします。

４月20日（金）
まだ肌寒く、スーツケースには、ワクワ

クドキドキの期待を詰め込んで、成田から
出発しました。まずミュンヒェン空港に到
着すると、アメラングのケルン一家（私の
ホームステイ先）の歓迎を受けました。ビー
ルとつまみ持参の熱烈な歓迎にいきなりの
戸惑いと、いきなりのドイツ語！でした。

４月21日（土）
ビールの本場ミュンヒェンではマリーエ

ン広場を中心に町を歩きました。ゴシック
様式の新市庁舎の仕掛け時計グロッケン
シュピールを楽しむ人びとを見ながら、私
はミュンヒェンの町の素朴さを味わいまし
た。午後は春祭りの「蚤の市」をぶらぶら
歩き、そこで見つけた 10 ユーロの素敵な
バッグが今ではミュンヒェンで見つけた宝

物となっています。夕方はバイエルン独日
協会との交歓会。短い時間でしたが、私は
頑張ってドイツ語を使い一生懸命に話しま
した。もう少しお勉強が必要です！

４月22日（日）
この日もミュンヒェン観光。昨日とうっ

て変わり風が冷たく寒い一日でした。ニュ
ンフェンブルク城を見学したあと、ガスタ
イクのフィルハーモニーホールへコンサー
トに出かけました。プログラムはベートー
ベンのピアノ協奏曲５番、６番。席は会場
の一番後ろでしたが、音響設備も優れ、若
手ピアニストの演奏も素晴らしく、アン
コールのバッハは格別でした。帰り際に
CD を買い、記念にサインまでしてもらい
ました。

夕方にかけてイギリス庭園を散策してい
ると、馬に乗っている人を見つけ、この広
大な敷地（９万㎡）に驚いたことでした。
その後アウグスティーナー・ビアホールで
根本先生の教え子さんたちと夕食会。

４月23日（月）

学生との交流 20年記念にアメラングを見渡す丘の上に設
置された根本先生の名前入りベンチ。この写真は地方の
新聞にも掲載されました。
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プリーンに移動。ここから船に乗り、ヘ
レン・インゼルとフラウエン・インゼルと
いう名前の島で、豊かな自然を感じながら
のんびり歩きました。その後アメラングに
戻り、丘の上の赤い「根本ベンチ」で記念
撮影。この後ケルン家にホームステイ。夫
妻が心温まるおもてなしをして下さいまし
た。

４月24日（火）
幼稚園、資源ごみ集積所、消防署を視察

したあと、みんなで消防車に乗り、古農家
の野外展示場へ移動。最初で最後の経験で
した。この日は雨になり、寒くてアメラン
グ城を見学したあと、夕食に食べるクネー
デル Knödel（ダンプリング）をママに教
わりながら作りました。美味しかった！こ
の後、根本先生夫妻を招き食事会。息子さ
ん４人が揃い、楽しいホームステイの夜を
過ごしました。

４月25日（水）
晴のいい天気。初めてのザルツブルクへ。

時間があればモーツァルトゆかりの街を
ゆっくり訪ねたかったです。ここでは、ト
マッセリという老舗カフェで美味しいケー
キを食べながら街行く人を眺めました。

４月26日（木）
アウクスブルクへ。フッゲライ（15 世

紀富豪のフッガーが残した世界最古の社会

福祉住宅）を見学。経済的に貧しい市民を
現在でも年間家賃１ユーロ以下で入居させ
ているという事でした。本当の福祉の意味
を考えさせられ、また、日本ではあり得な
いだろうと思いました。

午後からヴュルツブルクへ。旧マイン橋
を渡りマリーエンベルク要塞に登りまし
た。見下ろす風景は、父なる河マイン川と
ブドウ畑が一望でき疲れもいっぺんで吹き
飛びました。この日はフランケンワインと
白アスパラガスに舌鼓をうちました。

４月27日（金）
シュタイナハで乗り換え、中世の面影が

残るローテンブルクを観光しました。マル
クト広場に面した市庁舎では階段を使って
60m の高さの塔に登りました。仕掛け時
計マイスタートルンク（将軍の手から街を
救うために市長が 3.25ℓのワインを飲み
干したという）話を聞き、感慨深く眺めま
した。

４月28日（土）
この日もヴュルツブルクを観光。世界遺

産の王宮レジデンツを眺めました。ここは、
ドイツ・バロック建築の最高傑作といわれ、
有名な階段の間は本当に広大で贅沢な空間
でした。

４月29日（日）
ケルンへ。シンボルの大聖堂（157m の

ケルン家にて根本先生ご夫妻をご招待

ローテンブルク市庁舎の塔の上で
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高さを持つゴシック建築のカトリック教
会）とローマ・ゲルマン博物館を見学。

４月30日（月）
リューデスハイムへ。電車の窓からロー

レライの岩山を眺め、ゲルマニア（ドイツ
を象徴する女性像）が建つ丘へ。上りは、
ゴンドラに乗り斜面に広がるぶどう畑を眺
め、下りは、歩きながらワインの町並みを
楽しみました。美味しそうなワインがたく
さん並んでいました。夕方には、グーテン
ベルクの故郷マインツへ。聖シュテファン
教会に足を運びました。シャガールのブ
ルーを基調に描いたステンドグラス（聖書
を断片的に描かれたもの）は、大変美しく、
静かな光との調和に私は魅了されました。
その後、ドイツ３大聖堂の一つであるドー
ムを見学していると、偶然コーラス隊の練
習が始まり、堂内に響き渡る声は荘厳で、
思 わ ず 動 画
で 録 音 し た
ほ ど で す。
私 に と っ て
忘 れ ら れ な
い 誕 生 日 に
なりました。

５月１日（火）
フランクフルトより帰国の途に。

今回、ほとんど毎日お天気に恵まれ、青
い空と豊かな緑と赤い屋根とが今でも目に
焼き付いています。私はたくさんのレジデ
ンツや城、教会を見学でき、いっそうドイ
ツの文化・歴史・建築に興味を持ちました。
電車の乗り方・ジャーマンレイル・パスの
使い方・時刻表の見方も慣れてきました。
ドイツ語は、なかなか上達しませんが、ド
イツ人と話すことに少しの「度胸と自信」

がつきました。
11 日間を振り返ると、毎日朝食の後、

ホテルのパンを昼食用にこしらえて持参。
美しい風景を楽しみながら頬張るパンは固
いけれど、この上なくおいしいものでした。
アウクスブルクのホテルがわからず道を尋
ねたら、長い距離を一緒に歩いてくれた足
の不自由なおじいさん。レストランで、ビー
ルや料理を笑顔と一緒に運んでくれたお店
の方々。通りすがり年老いた女性から

「Japanisch ？（日本人？）」と突然笑顔で
声をかけられ、挨拶を交わしたこと。ホー
ムステイでたくさん使った「Alles Gute !

（お元気で！）」どれもこれも、ドイツの街
を歩いてこその旅の記憶です。町のどこを
歩いても清らかな鳥のさえずりを聞き、時
折、生活に溶け込んだどこかなつかしい鐘
の音。私の五感を十分に刺激した、パワー
アップの旅行となりました。

５月２日、スーツケースいっぱいの「旅
の思い出」と「出逢い」という収穫をおみ
やげに無事に帰国しました。最後に、根本
先生をはじめ、アメラングの方々そして、
皆様には大変お世話になりました。深く感
謝申し上げます。

中川　寿美（なかがわ　ひさみ）。
ピアノ講師、佐賀大学ドイツ語公開講座
受講生。

執筆者紹介

お別れの朝ケルン家の前で

頂いたバースデーカードです
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5月
Mai

ドイツの料理とワインを楽しむ会
北芝　幹怡

はじめに
ドイツワインは総じて独特の酸味と甘味

の絶妙のコントラストに定評があり、多く
のファンを魅了している。その奥深いドイ
ツワインとドイツの手作り料理をセットに
して楽しい集いをしようという計画を提案
したのは、2010 年の暮れのことであった。

初回は 2011 年５月８日、博多どんたく
港まつりの喧噪が醒めやらぬ千鳥屋呉服町
本店の特設会場で実施された。その顛末は
年報 36 号で加島清士さんが詳しく報告さ
れた。

第２回の報告の前に、この稿をお借りし

て主宰者の一人としてお詫びしなければな
らない後日譚に触れておきたい。初回のタ
イトルは「男の手料理とドイツワインを楽
しむ会」として案内を出したところ、「男
の手料理・・」となっていたために女性会
員から女性会員は遠慮してほしいという意
味に曲解され、女性の参加が少なかったと
伺った。企画サイドはそのような意図は毛
頭なく、むしろ男の手料理に興味のある女
性客を期待したくらいであった。いづれに
してもそのような誤解を受けたことは主宰
者として誠に申し訳なく、心よりお詫びを
申し上げる次第である。

 

 

 　　 次第進行　司会　北芝 幹怡

16:00 ごあいさつ
 西日本日独協会会長　根本 道也

16:10 ドイツワインのお話
 日本ソムリエ協会ソムリエ　小森 弘基

16:20 テイスティング
 1番目のワイン（やや甘口）

 Hochheimer Königin Viktoriaberg Riesling Kabinett
 2番目のワイン（やや甘口）

 Steinberger Riesling Q.b.A
 3番目のワイン（辛口）

 Hochheimer Königin Viktoriaberg Riesling Q.b.A. trocken
 4番目のワイン（辛口）

 Grüner Veltliner Beethoven No.9

日時：平成24年5月11日 ㈯　 
会場：千鳥屋呉服町本店　

17:10 ドイツ料理のお話
 福 岡 女 子 大 学 准 教 授 　スウェン・ホルスト
 Gemischter Salat （ミックスサラダ）
 Schweinegeschni tze l tes in Pi lzrahmsoße mit Spätz le
 （ 豚 肉のマッシュルームソースとシュペッツレ）
 Käseplatte （チーズ盛り合わせ）

17:20 食事のワイン （赤 ミディアムボディ）
 Durbacherer Schloss Staufenberg
 Spätburgunder trocken 

 歓談

18:30 おひらき
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そのようなわけで第２回の案内タイトル
は「ドイツワインと料理を楽しむ会」と銘
打ち、黄昏迫る呉服町の千鳥屋会場で開催
された。定員 40 名に対して 43 名（女性
22 名、男性 21 名、うちお子様２名）の盛
況ぶりであった。

根本会長の挨拶に続いて、日本ソムリエ
協会の小森弘基さんからドイツワインの蘊
蓄が披露され、この日のために厳選された
４種類のテイスティングワインと食事ワイ
ンの説明が淡々と語られた。

テイスティングは粛々と始まった
第１番目はリースリング 100 パーセン

トのカビネット、やや甘口のラインガウ産
である。全員に一通りワインがサービスさ
れると、小森ソムリエから基本的なワイン
の味わい方が伝授される。つまりワインの
色、香り、味を楽しむ一口メモである。ま
ずグラスに注がれたワインが濁りがなく澄
んでいるかどうかを確かめ、色の微妙な
ニュアンスから味を想像する。次にグラス
を鼻のそばに寄せそのまま香りを嗅ぎ、軽
くグラスを回してワインを空気に触れさ
せ、もう一度香りを楽しむ。最後に軽くワ
インを口に含み、のみこまずに舌の上でこ
ろがすように味わう。なるほど、トロピカ
ルフルーツの香りたっぷりの逸品が鼻腔を
くすぐる。

２番目のテイスティングもやや甘口の
シュタインベルガー・リースリングだ。か
つて修道僧によって開墾されたという葡萄
畑シュタインベルク産で、リースリングの
引き締まった酸味とフルーティな風味が心
地よい。

この種のワインの飲み頃は摂氏６度から
８度といわれており、小森ソムリエは開栓
直前まで温度管理に細心の注意を払ってい
たようだった。

「次は辛口のテイ
スティングに入りま
すよ」という小森ソ
ムリエは、①から④
のマークの入った用
紙を配り始めた。テ
イスティングワイン
の種類を間違わない
ように順番ごとのワ
インをそれぞれの番号の上に置くという配
慮だ。

第３番目はずばり辛口。上品な酸味とミ
ネラル感がうれしい。銘醸地ラインガウな
らではの高貴な満足感は楽しげに語らう善
男善女の表情がそれを物語っている。

テイスティングとはいえアルコールが五
臓六腑にしみわたる頃、厨房ではホルスト
さんとアシスタントさんが最後の料理の仕
上げに余念がない。得も言われぬ肉汁の香
りが鼻腔を刺激する。

おなかの虫がグーグー鳴き始めた頃、最
後のテイスティングが始まった。何と！そ
れはベートーベンの第九ラベルではない
か。小森ソムリエの粋な計らいで登場した
オーストリアワインである。ウィーンの歴
史あるワイナリー、ヴァイングート・マイ
ヤー・アム・プファールプラッツの作品だ。
キリッとした呑み口はまさに楽聖ベートー
ベンの名にふさわしい風格ある味わいだ。

４種のテイスティングは和やかな語らい
の中で終わった。どのワインも産地の特性
を十分醸し出している名作揃いであった。
しばしの間、ワイン談義は続く・・・。

ドイツ料理の出番ですよ！ ホルストさん
和やかな雰囲気の中に次々とドイツ料理

が運ばれてきた。ドイツ風定番の新鮮野菜
たっぷりのミックスサラダとドイツチーズ
の盛り合わせが各テーブルに配膳される。
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本日のブロート（＝パン）は、２種類のラ
イ麦パン、ライ麦 40％の「ロッゲンミッ
シュ」とひまわりの種がたっぷり入った

「ゾーネン」。続いて本日のメインディッ
シュ、「豚肉のマッシュルームソースとシュ
ペッツレ」の登場だ。ホルストさんの心意
気が詰まったこの料理は、本来は仔牛の肉
を使うそうだが、それ以外の肉を使うと

「チューリヒ風」となる。生クリームをふ
んだんに使い、白ワインで仕上げられた野
趣豊かなメインディッシュに拍手喝采。そ
の間に食事のワイン、ピノ・ノワール、銘
醸地バーデンの辛口赤が各グラスに注がれ
ていく。バーデン独特のエレガントな果実
味がホルストさん自慢のメインディッシュ
によく似合う。

楽しい初夏の黄昏時をドイツワインとド

イツの手作り料理を満喫した顔々、語らい
はいつ果てるともなく続いて行く。ふと会
場の壁面に眼をやると、チロルの原風景を
彩ったステンドグラスを通してかすかに暮
れゆく初夏の太陽が優しくほほえんでいた。

最後に、今回の会を開催するに当たり、
ドイツワインを確かな眼で厳選くださった
小森弘基さん、ドイツの手作り料理を３人
のアシスタントと共に早朝より仕込み、手
作りの美味を振舞ってくださったスウェ
ン・ホルストさんに心よりお礼を申し上げ
たい。

北芝　幹怡（きたしば　もとい）。
（株）千鳥饅頭総本舗顧問。

執筆者紹介

響 Music Academy

共通お問い合わせ先 　

　ヘンデル作曲メサイアの公演にあたり、新入団員を募集中です。
　今年は12月14日福岡銀行大ホールにて公演をいたします。
　オーケストラをドイツ・マルティンルター・ハレ大学ヴィッテンベルク・コレギウ
ム・ムジクム室内管弦楽団とともに公演いたします。
　東日本復興支援として立ち上げたメサイアです。が、メサイアを通じ、国際交流を
していく合唱団体として、今年も頑張っています。
　楽譜の読めない方でも歌が好きで、メサイアを歌ってみたい方はどなたでも、ご
参加下さい。

音楽に触れて、個々の技術的な分野と、精神的な成長を身に着け、
また、受験生にいたるまで、基礎訓練から、させて頂いております。

♪音楽は世界共通の言葉♪

レッスン生募集ピアノ・声楽・ギター

メサイアを歌おう会参加者募集

（音楽を奏でることにより、国際交流してみませんか？）
留学のお手伝いもしています。
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「『日本語の鏡』に映った『ドイツ語の素顔』」を受講して
宮㟢　隆介

August・September

フランス文学の生島遼一先生の文章のな
かに、次の文章がありました。
「文学文学といって一生をすごしたこと

になる。自分にとって、その《文学》とは
何であったのか？（中略）文学文学と言い
ながら、そのど真中にとびこむ勇気も意力
もなく、周辺をぐるぐる迷っていた一人で
はないか。」

ドイツに興味を持ち始めたのは、柏原兵
三さんの「ベルリン漂泊」、柴田翔先生や
古井由吉さんたちの文章に触れてからで
しょうか。それから 40 数年、まさに上記
の文章の《文学》を《ドイツ》に置き換え
て、付かず離れずここまでやってきたとい
う感じです。

そして一昨年夏、誰でも参加できる日独
協会の「特別講座」が開催されることを知
り、「ドイツ」を体験しようと受講致しま
した。根本会長の講義により、中世に始ま
る「ドイツ語」の成り立ち、その際のマル
ティン・ルターの関わりなどを教えていた
だきました。

昨年夏にもまた、「特別講座」が開催さ
れるのを知り、ためらうことなく申し込み、
今回は標題にある通り、〈ドイツ語〉その
ものがテーマでした。

ドイツ語との関わりは、学生時代に第二
外国語で選択したことに始まり、社会人と
なってからはラジオ講座などを偶に聴きな
がらも、なかなか物にならないまま、およ
そ 40 年引きずってきてしまいました。ま
さに付かず離れずの状態で、復習するとい
うよりは一から出直しという気持ちで席に

つきました。

第一夜…「動詞の素顔：最愛の主語とい
つも『ペアルック』」

ドイツ語のイメージは、軍隊調の堅
苦しい語調に表されます。文法につい
ても、主語の人称によって語尾の形態
が決まります。習い初めには、こうし
た動詞の人称変化や人称代名詞の格変
化などは、複雑なものと思っていまし
たが、「エ・スト・テン・テン」や「デ
ア・デス・デム・デン」などとその定
型を覚えてしまうと逆に煩わしさがな
くなり、楽になりました。

第二夜…「名詞の素顔：性を意識させ、
数や役割を『アピール』」

日本語や英語では意識しなかった、
名詞の性をドイツ語では考えないとい
けません。男性、女性だけでなく、ど
ちらにもつかない中性というのが存在
します。どの単語がどの性なのかイ
メージで思い浮かべてしまいますが、
やはり単語と性をあわせて覚えていく

講義中に写真撮影、赤煉瓦文化館にて
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しかありません。先生の、日本語では
あいまいな部分が、ドイツ語では明確
にされるという説明に、やはりドイツ
語らしいという感想をもってしまいま
した。

第三夜…「文の素顔：ドイツ人気質その
ままに『最後が肝心』」

ドイツ語も、他の言語と同様に、S
＋ V ＋ O という語順を基本とします
が、また O ＋ V ＋ S という語順をと
ることもあります。第一夜で、「定動
詞は文の２番目に置かれるのが原則」
と習うのですが、ドイツ語には分離動
詞という独特の世界があります。「本
来の動詞の前にもう一つの単語をくっ
つけた動詞のこと」です。前にくっつ
ける単語（前つづり）によっては、意
味が全く逆になってしまうこともあり
ます。暗記していなかったら、宙に絵
を描いて意味を理解しようとするかも
しれませんが、問題は「前つづり」が
文章の最後に置かれることです。「前
つづり」と言われながらです。最後ま
で文章を聴かないと正しい意味を理解
できないということです。日本語では、
ときどき語尾が消え入るように話され
ることがありますが、ドイツ語では決
して許されません。そのために、ドイ
ツ語は、厳しく聞こえてしまうので
しょう。根本先生は、ドイツ語を「理

詰めの文化」と評されました。まさに、
理路整然とした言葉と思います。

全三夜、夏の夜の１時間半の講義で、合
わせてもたったの４時間半で、ドイツ語の
エッセンスを、根本先生はまとめて話され
ました。川端康成の「古都」の文章を題材
に独訳しながら日本語表現と比較しての講
義でした。一番の違いは、主語の取り扱い
でしょうか。金原瑞人さんが「英語の一人
称の小説で、語り手が男か女かわからない
ことがあって、そういうとき翻訳家は困る」
と書かれています。外国語を理解するとい
うのは一朝一夕にはいかないものですね。
とても三夜で足りるような内容ではなかっ
たと思いますが、ドイツへ行かれての経験
談なども交えながら、それでもドイツ語の
大事なポイントは教えていただけたのでは
と思います。久しぶりに生でドイツ語を堪
能した時間でした。ありがとうございまし
た。

（引用文献）
生島遼一「自分にとって文学とは？」
 （講談社文芸文庫「春夏秋冬」所収）
金原瑞人「男か女か」
 （日本経済新聞 2013 年３月７日、14 日付）

各回の内容

回 実施日（2012年） 内　　容

第１回 ８月22日 動詞の素顔：最愛の主語といつも『ペアルック』

第２回 ８月29日 名詞の素顔：性を意識させ、数や役割を『アピール』

第３回 ９月５日 文の素顔：ドイツ人気質そのままに『最後が肝心』

宮㟢　隆介（みやざき　りゅうすけ）。
会社員。

執筆者紹介
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Oktober
10月

福岡オクトーバーフェスト2012
加藤　隆明

2010 年から福岡オクトーバーフェスト
が始まりました。この年は本場ミュンヒェ
ンのオクトーバーフェスト 200 周年にあ
たります。ミュンヒェンに遅れること 200
年、福岡でもこの祭りが始まったことに、
ドイツ好き、ビール（純粋令適合品に限る）
好きとして、大きな喜びを感じます。

そんな福岡オクトーバーフェストも３回
目を終えました。私は初回からナビゲー
ターとして係わらせていただいています。
これはアドバイザー兼盛り上げ役みたいな
もので、民族衣装を着て、会場で飲んで歌っ
て踊り、ときどき意見を言ったりしていま
す。また、本場のオクトーバーフェストの
写真を提供もしています（テレビや日本の
他のオクトーバーフェストでも使われたと
か。無料かつ版権フリーだからでしょう。）。

総じてたいした仕事はしていないのです
が、プロデューサーやイベント会社などス
タッフの方々が大いなる熱意を持って頑
張っているので、微力ながらお手伝いでき
ることを嬉しく思います。

実際スタッフの熱意は素晴らしく、でき
る限り本場の精神を大事にして、良い祭り
にしようと心血を注いでおられます。毎回
ドイツビールの種類が増えていますし、日
本の地ビールも呼んできて、地ビールの味
の確かさを教えてもくれます。

また、日本では珍しいあの大テントは、イ
ベント会社がフェストのために輸入したも
の。天井の青と白のバイエルンカラーの垂
れ幕も、利益を還元して少しずつ作ってい
るそうです。前回と今回で天井面積の 1/3、
2/3 と誂えてきたので、今年は天井全面を
覆えるのではないかと期待しています。

スタッフによれば、フェストで儲けるつ
もりはなく、祭りを楽しんでもらうために
やっているとのこと。だから、利益が出た
ら、さらに良い祭りにするために使う。今
年はもっと雰囲気を良くするための設備投
資を行うようです。楽しみですね。

私は日本各地で行われている他のオク
トーバーフェストに行ったことはないので
すが、各地でフェスト音楽を演奏している
エーデルワイスカペレの方が福岡の雰囲気
は素晴らしいと絶賛しておられました。ド
イツから来ているアルピス楽団も毎年出演
したいとおっしゃる。そうであれば、この
雰囲気を壊さないように、もっと盛り上げ
ていけたら素晴らしい。そのためには、私
たちもまた良い客であらねばなりません。
祭りを作り上げるには、スタッフや販売業
者の力だけでなく、参加するお客さんの力
が大きいのです。

ほぼ満席の大テント。天井は青と白の垂れ幕です。

69

西
日
本
日
独
協
会
の
行
事



この素晴らしい祭りに、我が西日本日独
協会が参画し、特設ブースまで出せること
は光栄なことです。会の案内をするにも、
ドイツ愛好家の方を探すにも絶好の機会。

今後どのように係わっていくのか、みん
なで知恵を出しましょう。積極的にフェス
トに参加しましょう。民族衣装や帽子を
持っている方はそれを身にまとい、ビア
ジョッキを持っている方はそれにビールを
入れて飲みましょう。

福岡で最もドイツに近い私たちができる
ことは、存外多いのではないかと思います。

加藤　隆明（かとう　たかあき）。
春日市役所職員。

執筆者紹介

お客さんの数は回を追うごとに増えてい
て、今回は休日には一時入場制限ができた
ほど。それに、みなさん楽しみ方をだんだ
ん覚えてきたようで、歌う人、踊りの列や
輪に加わる人の数も増え、最終日などみん
な総立ち。本場ミュンヒェンのフェストに
劣らない、いやそれ以上ではないかという
盛り上がりを見せました。

すごい人出ですが、席が空いてないよう
に見えても、一声かければみなさん詰めて
席を空けてくれます。そうして、初めて会
う方とドイツやビールの話で盛り上がるの
もよいでしょう。これもまたフェストの楽
しみの一つです。私も毎日行っているので、
見かけたら一声かけてください。

博多の真ん中・呉服町の「まちの不動産屋」です。
西門（さいもん）通り入口から直ぐの古い町屋の１階。
暖簾が下がっています。オフィスというより商店風！
近くにお出での折りは覘いて下さい。「お茶でもどうぞ」

肩を組んで踊る

楽団の皆さんとビールで乾杯（右から２番目が筆者）
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Dezember
12月

2012年度クリスマス祭
堤　愼一郎

平成 24 年 12 月 20 日（木）「KKR 博多」
において、西日本日独協会主催の 2012 年
クリスマス祭（Fröhliche Weihnachten ド
イツの歌とワインでクリスマスを祝いましょ
う！）が開催されました。当日の会場は開
催前の夕刻６時過ぎには、担当会員の方々
や関係者により会場準備が完了しました。

今回は招待留学生 20 名と子供 20 名を
含む計 170 名の参加者でした。

オープニングセレモニーは、岡嶋美佐子
様の指導による子どもたちのリコーダーで
の「聖夜」の演奏から始まりました。続い
て山崎勝幸様の指導のもとに全員で「聖夜」
を合唱しました。

その後は岡嶋副会長と山崎様の司会進行
により、根本会長の挨拶で、2012 年度の
西日本日独協会の諸活動とクリスマスを祝
うスピーチがありました。そして池田紘一
様のご発声で乾杯、続いて歓談となりました。

当日の会場にゲストで出席されたご来賓
やドイツ人留学生らと、協会会員とそのご
家族の方々との楽しい交流とクリスマスを
祝うパーティのスタートです。

食べ物にはドイツの味覚の代表のザウ
ワークラウトやソーセージ、シュトレンな
どと、サンドイッチやチーズ、パスタなど
もテーブルに並べられ、飲み物もドイツの
白ワインを代表してマドンナ Liebfraumilch
などや各種のワインが用意され、それぞれ
好評でした。

パーティ中にはドイツ人留学生によるク
リスマスの歌や子供たちのリコーダー演
奏、「メサイアを歌う会」メンバー（九州
大学男性合唱団「コール・アカデミー」メ
ンバー４名も賛助出演）による「ハレルヤ」
合唱などもあり、会場に和やかな気持ちと
クリスマスを迎える雰囲気を盛り上げてい
ただきました。

子どもたちによるオープニング

71

西
日
本
日
独
協
会
の
行
事



サンタクロースからのプレゼント・タイ
ムが終わると、最後のお楽しみ・プレゼン
ト抽選会の時間です。（今回のプレゼント
景品の提供は、西部ガス様、JTB 様、西
鉄旅行様、千鳥屋様、コカコーラウエスト
様、JR 九州様でした。）大人もクリスマス・
プレゼントをいただいた会場では、様々な
出来事のあった一年も年末のこの一時は、
心温まる時間となりました。

このようにして、日独協会の一年の締め
くくりの行事は無事に終わることが出来ま
した。しかし、2011 年３月 11 日の東日本
大震災では、一万八千人を越える人命が犠
牲となり、多くの人々が家族を失い、家や
仕事を無くして、今なお人々の悲しみや苦
労は続いています。今一度、「絆」や「が
んばろうニッポン！」の言葉の大切さを認
識して、私達が自らの行動目標にとらえて、
個人でも西日本日独協会としても、東日本
の復興支援が出来るように活動したいと思
います。

今回のクリスマス祭にご参加・ご支援い
ただいた多くの皆様に感謝いたします。ど
うもありがとうございました。

会場のバザーコーナーでは、会員から提
供された貴重なドイツ製品や生活に役立つ
実用品などの品々が展示されて、「ドイツ
人留学生との親善促進活動基金」のバザー
活動も実施され好評でした。なお、収益金
の一部は「子どもの村」と「ふりーでんす
福岡」に寄付されました。

クリスマスパーティも最高潮の頃、ス
テージには子供たちが期待していたサンタ
クロースの聖ニコラウスが、その従者ルプ
レヒトと共に登場しました。（サンタクロー
ス役は原田広太郎さん、ルプレヒト役はド
イツ語教室講師のシュトロートホフさんで
す。）

サンタクロースから子供たちには、毎年
恒例のプレゼントが渡されました。まだ幼
い子供にはルプレヒトを恐れながら、クリ
スマスプレゼントを受け取る場面もありま
した。

堤　愼一郎（つつみ　しんいちろう）。
高校教員。

執筆者紹介
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ベルリン出身のトビアス・タム（Tobias Thamm）さんがクリスマス祭の感想を寄せてく
ださいました。トビアスさんは生物学専攻の大学生で、現在日本で海外生活を体験中、2013
年８月までは福岡でドイツ語を教えていらっしゃるそうです。日本でのクリスマスを楽しん
でいただけたようで、嬉しいかぎりです。

Die Weihnachtsfeier der Japanisch-Deutschen Gesellschaft Westjapans im Dezember hat uns, 

den geladenen Studenten aus Deutschland, sehr wohl gefallen und eine riesig große Freude 

bereitet. 

Wir fanden oft Gelegenheit, besondere Traditionen aus unserem Heimatland an diesem 

Abend wiederzufinden, viele nette und offenherzige Menschen kennen zu lernen und alles in 

allem einen schönen Weihnachtsabend mit Leuten zu feiern, die sowohl an der deutschen, 

wie auch der japanischen Kultur ihr Interesse finden. So entstanden oft Gesprächsthemen 

und man fand sich öfters am Abend in gemischten Gruppen wieder, bei denen wir 

kulturellen Austausch pflegen konnten.

Zuallererst müssen wir das äußerst geschmackvolle Festessen erwähnen. Uns wurde ein 

überaus üppiges Buffet mit vielen deutschen, wie aber auch japanischen Köstlichkeiten 

serviert, von dem wir dankend aßen. Besonders die Weihnachtsgans ließ uns an unsere 

Heimat denken und vergessen, dass wir so weit entfernt von Zuhause sind.

Später am Abend wurde uns, zur Freude aller, Glühwein gereicht, der bei uns eine wohlige 

Melancholie auslöste, wobei wir die Möglichkeit hatten, mit den interessierten Japanern 

unsere Traditionen zu teilen.

Des Weiteren gehört natürlich zu einem gelungenen Weihnachtsabend auch die passende 

Weihnachtsmusik. Aus diesem Grund und zu unser aller Bewunderung ließ ein Chor aus 

Japan die „Ode an die Freude“ ertönen.

Gemeinsam mit den Gästen sangen wir Studenten dann das allseits bekannte Weihnachtslied 

„Oh du fröhliche“, wobei es uns an der Tonsicherheit mangelte.

Gegen Ende bekamen die Gäste der Weihnachtsfeier Besuch von dem heiligen Nikolaus samt 

Gehilfen Knecht Ruprecht, um die anwesenden Kinder mit Präsenten und Geschenken zu 

beglücken. Aber auch die Erwachsenen hatten die Chance auf einen kleinen Gewinn durch die 

folgende Tombola, bei der man viele aufregende Dinge mit ein bisschen Glück gewinnen konnte.

Auf diese Weise ging auch ein solch wunderschöner 

Abend recht bald zu Ende und wir waren alle froh, 

bei dieser Mischung aus Tradition und Kultur, wie 

auch dem Austausch verschiedener Nationen 

teilgenommen haben zu dürfen.

ドイツ語圏からの留学生の皆さんが
クリスマスの歌を披露
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通年

ドイツ語教室を受講して
木村　竜

西日本日独協会のドイツ語教室を受講し
始めてからもう４期目に入りました。そも
そもドイツ語を習おうと思ったきっかけ
は、「ドイツ語圏の国に旅行に行った時に、
現地の人とドイツ語で、コミュニケーショ
ンが取れたら良いなぁ。」と思ったことか
らでした。

ドイツ語教室では、最初にドイツ語の名
前を決めます。ドイツ語の名前を付けるこ
とで、よりドイツ語に親しみが持てる気が
します。ちなみにですが、「Mein Name ist 
Theo.（私の名前はテオです。）」

レッスンは、文法をメインに進んでいき
ます、Martin 先生（Strodthoff 先生ではな
く、あえて Martin 先生と書かせていただ
きます）から、ドイツの習慣や日本語とド
イツ語の表現の違い等も聞けて、とても有
意義に教室での時間を過ごしています。ド
イツ語を習われた方は名詞の性について、
なぜ男性名詞？、なぜ女性名詞？と考えら
れたことがあるのではないでしょうか？ド
イツ人もなぜなのかはわかないと聞いた時
に、名詞の性については何も考えないで単

純に覚えれば良いんだと思いました。
文法もそうなのですが、単語を覚えるこ

とにも苦労しています。書いて覚えるのが
一番だとはわかっているのですが、書いて
も書いても中々覚えられません。年齢的な
モノとは考えたくはないのですが・・・、
どなたか効果的な覚え方を教えていただけ
ませんか？

ドイツ語教室の成果を最初に感じたの
は、習い始めて半年後くらいにドイツに旅
行に行った時、それまでは全くドイツ語と
いうものが耳に入ってこなかったのです
が、テレビや街中での人の会話で、なんと
なく耳にドイツ語の単語が入って来るよう
になっていたことでした。これは、自分自
身でもとても感動しました。それに、鉄道
で移動するときに列車の行先を確認しよう
と思い、「ケルン Köln に行きますか？」と
聞いた時、「ケルン Köln」の発音が通じた
ことも、とても嬉しく思いました。これも、
ひとえに Martin 先生が日ごろからしっか
りと発音を指導してくださっている成果だ
と思います。

授業風景 先生を囲んで
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まだまだ未熟者の私ですが、「継続は力
なり」と思い引き続きドイツ語を習ってい
きたいと思います。それと、同じ教室の生
徒の皆様に置いてきぼりにならないように
頑張りたいと思います。Martin 先生、宜
しくお願いしますね！

西日本日独協会ドイツ語教室のご案内

《初心者から習熟者まで５クラスで開講中です…2013 年春期は４月～７月の全 12回》

＊　入門クラス：４月１日より毎月曜日：19：00 ～ 20：25（祝祭日は休み）
＊　基礎クラス：４月３日より毎水曜日：18：15 ～ 19：40（各月第３水曜休み）　
＊　初級クラス：４月３日より毎水曜日：19：45 ～ 21：10（各月第３水曜休み）
＊　中級クラス：４月４日より毎木曜日：18：15 ～ 19：40（各月第３木曜休み）　
＊　上級クラス：４月４日より毎木曜日：19：45 ～ 21：10（各月第３木曜休み）

入門クラスはアミカス（西鉄大牟田線高宮駅隣り）。その他は天神ビル（天神交
差点角）８Ｆ、学士会会議室にて開催中です。

《秋期ドイツ語教室は９月開講予定です。詳細は次のウェブページをご覧ください。》

http://kenta-sanjin.moo.jp/de_kyoshitsu/de_kyoshitsu.html
お問合せは西日本日独協会事務局まで

木村　竜（きむら　りゅう）。
会社員。

執筆者紹介
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「福岡で楽しむＥＵ」に参加して
白信　寿恵

2月 Februar

EU協会の行事2013年

2013 年２月 28 日に行われました「福岡
で楽しむ EU」に初めて参加いたしました。
プログラムの内容は、福岡 EU 協会会長の
ご挨拶、シュードル・ニコラ氏による各国
ワインの紹介と最後に EU 加盟国友好団体
活動紹介でした。各友好団体のリクエスト
曲を聴きながら、EU 加盟国友好団体の国
のお食事をいただきました。

会長の根本道也先生が、西日本日独協会
の活動紹介について分かりやすくご説明さ
れました。各友好団体の活動説明後は、抽
選会が行われました。

EU 加盟国友好団体の紹介の時間が設け
られていたことで、私たちの西日本日独協
会について少しでも多くの方に知っていた
だけたことかと思います。各友好団体とも
工夫された活動紹介で一生懸命に紹介され

ておられたのが伝わってきました。
EU 加盟国友好団体の活動紹介のブース

も設けられていましたが、全てのブースを
訪れることができませんでした。全てのブー
スを訪れれば、西日本日独協会ならではの
特色も分かったのではないかと思います。

今、思えば西日本日独協会へのブースに
沢山の方が来てくださるように呼びかけれ
ばよかったと思います。

今回は、西日本日独協会の活動紹介の間、
檀上でドイツの国旗持ちをさせていただき
ましたが、これからも何かしらの形でお手
伝いさせていただければ幸いです。

白信　寿恵（しらのぶ　ひさえ）。
福岡女学院勤務。

執筆者紹介
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東ちづるさんをお迎えして
岡嶋　美佐子

3月
März

EU協会の行事

ずっと気になっていた「国際平和村」の
当地での講演が、「ふりーでんす福岡」の
久保様のご尽力により実現しました。東ち
づるさんにお会いするまでに、期待と楽し
みで胸がいっぱいに膨らんでいましたが、
お会いしてみると本当にパワフルで、キラ
キラ輝いておられる方でした。前日の会食
の日も、飛行場からまっすぐにアクロスの
会場に下見に行かれ、レイアウトを翌日の
開演まで「ふりーでんす」の方々ともっと
効果的に、もっと皆さんに関心を持っても
らえるようにと、一晩中手直しをされたそ
うです。そのお気持が伝わったのでしょ
う！当日は老若男女で会場は満席でした。
私共はお世話になったドイツに少しでも御
恩返しをしたい、それがきっかけでボラン
ティアに目を向けるようになりました。特
に私は娘が生後４ヶ月の時に起きたチェル
ノブイリ原発事故をドイツで体験したこと
もあり、東さんのお話は他人事ではありま
せんでした。

東さんがなさっておられる活動には、同
じ日本人として心から誇らしい気持ちにな
りました。また当日、ご高齢の紳士（後に
県会議員の方とおききしました）が、昔ド

イツ留学時代にキンダードルフ（こども村）
を訪ねられたと話され、今の国際平和村は
そんな色々な歴史の流れがあって現在につ
ながっているのだと改めて感じさせられま
した。時間の都合でかないませんでしたが、
昔のキンダードルフのお話もお聞きしてみ
たかったと残念に思いました。

また、東さんのボランティアが世界レベ
ルなら、今回惜しみない協力をされた EU
協会の方々にも心打たれました。前日の会
合にも熱心に出席され、当日の講演会の日
にも、福岡で働けるようになったと留学生
の方が報告にいらしていました。異国の地
に住むという苦労、地域の方々の優しさ、
ボランティアがどれほど大きいものか、身
をもって感じています。ボランティアの価
値は規模の大小では比較できませんが、今
回は本当に心温まる素晴らしい佳き心から
の感謝の一時でした。

岡嶋　美佐子（おかじま　みさこ）。
ピアノ科出身。香椎浜フラウエンコール
（合唱団）指導、ハンドベルの指導、
Laudare（ラウダーレ）コーラス指導、
シェーネ・ムジーク（トーン・チャイムグ
ループ）、他。

執筆者紹介
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日独協会ニュース

１．グリム童話生誕 200 周年の行事紹介
ヘッセン州では、グリム童話が 1812 年 12 月に初版が刊行されことに因み、

2013 年をグリム 200 周年イヤーと定めています。ドイツ各地で色々な催しが企画
されているようです。以下にドイツ観光局資料を中心に関連行事を紹介します。
①ヘッセン州グリム展

ヤーコプとヴィルヘルムのグリム兄弟は「子どもと家庭の童話」により世界文
化に多大な貢献を果たし、ドイツと欧州文化史上のもっとも重要な人物となりま
した。兄弟は主にカッセルとその周辺で口承や文献から収集した 200 余りの話を
まとめました。兄弟の生誕地ハーナウから子供時代を過ごしたシュタイナウ、大
学に通ったマールブルク、仕えていたカッセル選帝侯の宮廷など、とくにヘッセ
ン地方に兄弟ゆかりの足跡を見ることができます。

数あるグリムイヤーの行事の中でも中心となるイベントは、カッセルのドクメ
ンタホールで４月 27 日〜９月８日に開催される「グリム展」です。多くのオリジ
ナル展示品を目にすることができます。「このほかヘッセン州内では多くの町で非
常に多数の興味深いイベントが行われるので、州グリム展もそのひとつというこ
とになります。旅行者は “ 我ら ” ヘッセン地方のグリム兄弟に関係する多彩な行
事を 2013 年には通年で体験できるのです」とヘッセン州科学芸術大臣のエファ・
キューネ＝ヘーアマンが述べています。イベントの情報はホームページ www.
grim2013 で閲覧できます。

②ドイツ・メルヘン街道
ドイツには 200 ほどの観光街道がありますが、メルヘン街道はもっとも古く有

名なルートのひとつで、グリム兄弟のゆかりの地、活躍の地、民話のスポットを
たどる 600km におよぶ街道です。ハーナウから出発してグリム兄弟ゆかりの地を
辿りながらブレーメンに至るルートです。「ブレーメンの音楽隊」や「ハーメルン
のネズミ取り笛吹き男」といった有名になった場所以外にも沢山の関連スポット
があります。

2013 年５月１日〜７月１日に兄弟の生誕地ハーナウでメルヘン・フェスティバ
ルがあり、兄弟が子供時代を過ごしたシュタイナウでは人形劇フェスティバルが
開催されます。カッセルのベルビュー宮殿のグリム兄弟博物館にはユネスコ世界
文献遺産に登録されているメルヘンの手書き原稿が展示されます。カッセルへの
途上、入念に修復を施した木骨組建物の美しいメルヘンチックな町々が点在しま

行事などの紹介
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す。白雪姫の村バート・ヴィルドゥンゲン＝ベルクフライハイト、アールスフェ
ルトとフリッツラールに囲まれた所は赤ずきんの地方ですし、ホーエン・マイス
ナー山のホレおばさんの池などがあり、街道沿いにはメルヘンが現代に生きてい
ます。
（出典はドイツ観光局プレスインフォメーション用ペーパー。その一部を原文に

ほぼ忠実に引用した）

③西日本日独協会 10 月例会
表記の例会において、講演会「グリム童話の知られざる事実（仮題）」講師：金

城ハウプトマン朱美氏（グリム研究家）を、2013 年 10 月５日 KKR ホテル博多に
て開催します。

（林  伸行　西日本日独協会副会長）

２．ベルリン国立美術館展についての報告～西日本新聞社より
九州国立博物館で 2012 年 10 月９日から 12 月２日まで開催した「フェルメール

in ベルリン国立美術館展」の入場者数は 244,324 人と大変多くのお客様にご来場
いただきました。また、貴協会にご協力いただきました記念講演会も大変好評を
博しました。この場を借りまして、ご協力いただきました貴協会の皆様に深く御
礼申し上げます。

（西日本新聞社事業部　中島早紀）

ブレーメン「音楽隊の像」 「ハーメルンの笛吹男」の野外劇の風景

（写真提供は何れも木村草弥氏、JTB旅物語より）
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追
悼

◆バイエルン日独協会会員の戸張通子さんよ
り、著書『マルトー　大作曲家たちを虜に
した世紀の大ヴァイオリニスト』（株式会
社ショパン2010年）が献本されました。ア
ンリ・マルトー（1874‐1934）はフランス人
の父親、ドイツ人の母親を持つヴァイオリ
ニストで、自身の国籍はフランス。フランス
国籍を持ちながらドイツで活躍していた彼
は、独仏が敵対した第一次大戦時には両国
の狭間で翻弄されます。警察に逮捕された
と思うと皇帝ウィルヘルムの勅令で釈放さ
れ・・。マエストロとして当時の著名な人物
たちと密接な関係のあったマルトーの人生
と歴史の流れが同時に味わえる一冊です。

寄贈資料は事務局で保管していますので、閲覧希望
の方は事務局までご連絡ください。

茨城県久慈郡に居住され、国内外で広く活動し、1981 年以来わが西日
本日独協会名誉会員であられたドイツ人陶芸家 Gerd Knäpper 氏が、平成
24 年 11 月２日逝去されました。69 歳でした。

この訃報は、氏と親交のあった故木村政資元会長の夫人、恵子さんに
もたらされました。葬儀は親族のみで行われ、改めて追悼式が平成 25 年
４月 20 日に催されるとのことでした。

４月 20 日の追悼式には木村恵子夫人が招かれて出席されました。当日
はドイツ連邦共和国駐日大使代理・公使参事官のピット・ヘルトマン氏、
茨城県知事、その他美術関係者など 300 余名の列席のもと、しめやかな
中にも盛大に追悼式が執り行われたとのことでした。ご冥福を心よりお
祈りいたします。 髙田　淑

 （西日本日独協会 理事）
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１　バイエルン独日協会　シェーン会長よりメッセージ

Lieber Prof. Nemoto, liebe Mitglieder der Japanisch Deutschen Gesellschaft in 
Westjapan,

die Japanisch Deutsche Gesellschaft in Westjapan hat sehr enge Beziehungen zu 
Bayern. Hervorheben möchte ich die engen Beziehungen zu der kleinen Stadt Amerang 
in der Nähe des schönen Chiemsees. Durch das persönliche Engagement von Herrn 
Kronast und Ihnen, Herr Prof. Nemoto, hatten viele Japaner die Möglichkeit bei 
Homestay-Aufenthalten sehr persönliche Deutschlanderfahrungen zu sammeln.

Seit einigen Jahren gibt es einen Kontakt zwischen Ihrer Gesellschaft und der Deutsch-
Japanischen Gesellschaft in Bayern. Mit ca. 800 Mitgliedern und einem sehr 
vielseitigen Veranstaltungsangebot sind wir mittlerweile die größte DJG geworden und 
würden uns sehr über eine in der Zukunft noch intensivere Zusammenarbeit freuen.

Ich denke, dass es einige Gemeinsamkeiten zwischen unseren beiden Gesellschaften gibt. 
Nicht nur, dass sowohl Bayern und Kyushu im Süden des Landes liegen, vielmehr haben 
auch die Städte München und Fukuoka eine vergleichbare Größe. Auch vom Charakter 
der Menschen gibt es viele Ähnlichkeiten. Sowohl die Bayern, als auch die Einwohner 
von Kyushu gelten als rauh, aber freundlich und in beiden Regionen wird herzhaftes 
Essen bevorzugt. 

Ich wünsche mir, dass sich die Beziehungen zwischen unseren Gesellschaften noch 
vertiefen. Der heutige Vortrag unseres Vorstandsmitglieds Herr Asano zu dem Thema 
„Meine langjährigen Erfahrungen mit den Deutschen“ wird – so denke ich – dazu 
beitragen. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Stammtisch und hoffe, dass ich Sie – vielleicht schon 
bald – in München begrüßen kann.

根本会長、及び西日本日独協会会員の皆様、

西日本日独協会は、私たちの住んでおりますバイエルン州と非常に密接な関係が
あります。ここで私が特に申し上げたいのは、風光明媚なキムゼーという湖の近く
にあります、小さな町アメラングとの密接な関係のことです。クローナストさんと
根本先生とのご尽力により、多くの学生がホームステイをし、それにより各人がい
ろいろなことをドイツで経験することができたと思います。

この数年間、西日本日独協会とバイエルン独日協会は、お互いにコンタクトを取っ
ています。私たちバイエルン独日協会は、非常に多彩な催し物を開催しております。
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今は、約 800 人の会員がおり、ドイツ最大の独日協会となりました。これからも、
西日本日独協会と、ますます内容の濃い協力関係を築き上げて行きたいと考えてお
ります。

私は思うのですが、この２つの協会には、いくつかの共通項があるような気がい
たします。バイエルン州も、九州も、それぞれの国の南の位置にあるということも
そうですが、ミュンヒェン市と福岡市の人口はほとんど同じです。また、人間の性
格の点からも似ているように感じます。バイエルン人も九州人も、荒っぽい感じが
致しますが、しかし、実は友好的で、また、何よりも、バイエルンでも九州でも、
食べ物がおいしいことが挙げられます。

この両協会の関係がますます深くなっていくことを祈念しております。また、本日、
私どもバイエルン独日協会の理事であります浅野が、「長年にわたるドイツ企業での
体験」というテーマで講演をすることも、この両協会の関係がより密接になってい
くことに寄与するのではないかと考えます。

楽しい例会となりますよう。また、近いうちにミュンヒェンでお目にかかれるこ
とを心より期待しております。

２　ローラヘの手紙　・・・萱野通子さんのこと

編集作業修了間際にとびこんできたニュースをお伝えします。日独協会の古くから
の会員でいらっしゃる萱野通子さんのことが朝日新聞で取り上げられました。中学生
の萱野さんが『大草原の小さな家』の作者ローラ・インガルスに宛てて出した英文の
手紙が、アメリカで発見されたという記事です。

萱野さんは年報 35 号でもケストナーやザッパーの物語に親しんでいらした子ども時
代の想い出を書いてくださっています（年報 35 号、P.54）。文学少女でいらしたので
すね。すてきな新聞記事ですので、皆さんにもご紹介します。

2013 年５月２日の
朝日新聞より
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事務局

事務局より … 協会の活動状況－経過報告と本年度計画
2012 年度より2013 年度に亘る西日本日独協会の活動状況と計画について報告いたします。

なお、内容は平成 25 年度年次総会（2013 年５月18 日に千鳥屋呉服町本店にて開催）の議案
資料に沿ってまとめており、総会報告を兼ねるものとします。

Ⅰ．平成24年度活動報告

１．会議の開催　―総会、理事会等―
⑴　2012年４月15日（日）：理事・評議員会（赤煉瓦文化館会議室）
⑵　2012年５月12日（土）：総会（千鳥屋呉服町本店）
⑶　2012年５月24日（木）：理事会（持ち回り）
⑷　2012年９月８日（土）：理事会（ＫＫＲホテル博多）

２．例会等（西日本日独協会主催によるもの）
年 月 日 催し 行  事  名 場　所 内容、タイトル等

2012 年
5 月12 日㈯ 例会 ワインと料理の会

（参加者 43 名） 千鳥屋呉服町本店
「ドイツの料理とワインを楽しむ会」 
（ホスト）Ｓ . ホルスト氏、小森弘基
氏ほか

6 月 9 日㈯ 例会 講演会・懇親会
（参加者 49 名） KKR ホテル博多

「日本と韓国に西洋音楽を伝えたドイ
ツ人・エッケルト (1852 〜 1916)」
講師：高仁淑氏

8 月 22 日
〜 9 月 5 日

/ 全 3 回
講話 夏季特別講話 赤煉瓦文化館 「日本語の鏡に映ったドイツ語の素顔」 

講師：根本道也氏

9 月 8 日㈯ 例会 講演会・懇親会
（参加者 58 名） KKR ホテル博多 「ベルリン、都市と美術館」

講師：野村優子氏

11 月10 日㈯ 例会 講演会・懇親会
（参加者 42 名） KKR ホテル博多

「シラー “An die Freude” の思想史的
背景」
講師：嶋田洋一郎氏

12 月 20 日㈭ 定例 クリスマス会
（参加者 168 名） KKR ホテル博多 日独友好クリスマス祭

（注：ドイツ人留学生 17 名招待）

2013 年
2 月 2 日㈯ 例会 講演会・懇親会

（参加者 68 名） KKR ホテル博多
「小さな窓から世界を見る―名探偵フ
ロイトのまなざし」
講師：池田紘一氏
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３．共催等による講演会など
年 月 日 行　事　名 場　所 摘　要

2012 年
４月２日㈪

講演会
（EUIJ　九州と共催） ＫＫＲホテル博多

「EU、ドイツ、日本における移民受け
入れの課題」
講師：D.トレンハルト氏

10 月 21
〜 30 日 福岡オクトーバーフェスト 福岡市冷泉公園 福岡オクトーバーフェスト実行委員会

として参画

12 月３〜７日
パネル展、講演会

（大阪神戸総領事館、Ｅ
ＵＩＪ九州と共催）

アクロス国際ひろば
九大西新プラザ

パネル展「変革に挑む国ドイツ」、講
演会「今、そして将来世代のための効
率的エネルギー」
講師：T. コーベリエル氏等の開催

2013 年
３月３日㈰

トークショー
（ふりーでんす福岡と共催） アクロス国際ひろば 「ドイツ国際平和村について」

話し手：東ちづる氏

４．ドイツ語教室関連
１） ドイツ語教室

講師は M. シュトロートホフ氏。学士会会議室（天神）にて４クラスを開講した。
⑴　春期教室；2012 年４月より全 12 回（計 37 名受講）、　　
⑵　秋期教室；2012 年９月より全 12 回（計 42 名受講）。

２） ドイツ語教室補講（文法基礎のため）―2012 年 12 月より計３回。講師：本田和親氏。
３） ドイツ語集中特別講座 2012 年秋「旅行・滞在のドイツ語レッスン」。

 2012 年 11 〜 12 月の計 12 回、主宰は立花健吾氏。講師は A.レムケ氏、受講者は 13 名。

５．「年報36号」の発刊
2012 年６月 25 日付けで、発行した（印刷数、1000 部）。

６．［後援・支援］
１） 「ふりーでんす福岡」ボランティア活動　支援
２） 「子どもの村福岡」ボランティア活動　支援
３） ベルリン国立美術館展　2012 年 10 月９日〜 12 月２日、九州国立博物館　後援
４） 「福岡で楽しむ EU／福岡 EU 協会」共催
「第４回・福岡で楽しむ EU」を 2013 年２月 28 日、西鉄グランドホテルにて開催。

５） 会員による公演会等活動の後援・支援
⑴　河田溥　ピアノリサイタル “ドイツ・ピアノ音楽の夕べ ”（2012 年 10 月）。
⑵　福岡青少年音楽の翼オーケストラ公演会。

７．2012年全国日独協会連合会年次総会の出席
2012 年４月17 日（火）、ドイツ文化会館（東京・青山）に林・前事務局長が出席（会長の代理）。
全国 31 日独協会 81 名が出席し（委任状 11 協会）、役員の改選（西日本日独協会は副会長

協会である）、連合会会費として年２万円の徴収などが定められた。
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Ⅱ．平成24年度収支報告

１．会計収支決算
「平成 24 年度会計収支決算」及び「ドイツ人留学生との親善促進活動基金収支決算」につ

いて承認された。また会計監査の結果も適正である旨、会計監事より報告された。
なお、以上の収支明細は別紙にて配布します。

２．寄付金等
１） 会員の河田溥様より５万円の寄付をいただきました。
２） クリスマス祭のバザーでは、計 33,800 円の売り上げ収入が得られた。

 ご芳志及びご協力に感謝いたします。

Ⅲ．平成25年度活動計画

１．会議
１） 総会：平成 25 年５月18 日（土）10.30 〜 13.00 時まで千鳥屋呉服町本店にて開催した。

会員 24 名が出席。協会活動報告、活動計画案、収支決算、予算案、役員改選等が承認
された。

２） 理事・評議員会
⑴　第１回：平成 25 年４月６日（土）ＫＫＲホテル博多にて開催。
⑵　そのほか年度内に随時開催を予定

２．活動
１） 例会等

⑴　４月例会：「ドイツに恋した？長年にわたるドイツ企業での体験―　私の『ドイツ・ドイツ人』
との関わり―」　講師：浅野昭博氏（元シーメンス社、バイエルン独日協会）

 　2013 年４月６日（土）ＫＫＲホテル博多にて開催。出席者 67 名
⑵　５月例会：「ドイツの料理とワインを楽しむ会」
 　担当者：スウェン・ホルスト氏、小森弘基氏ほか
 　2013 年５月18 日（土）千鳥屋呉服町本店（開催済み）
⑶　10 月例会：「グリム童話の知られざる事実（仮）」
 　講師：金城ハウプトマン朱美（ベルリン在住のグリム研究家）
 　2013 年 10 月５日（土）ＫＫＲホテル博多
⑷　11 月例会；「日本に対するドイツの若者の関心－『日本研究所』での仕事を通して－（仮）」
 　講師：マーレン・ゴツィック氏（福岡大学准教授）
 　2013 年 11 月９日（土）ＫＫＲホテル博多
⑸　日独友好クリスマス祭
 　2013 年 12 月19 日（木）ＫＫＲホテル博多
⑹　２月例会：「明治初期に日本に西洋科学を伝えたドイツ人－特に九州において－（仮）」
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 　講師：小澤健志氏、ネンシ・ヤーン氏（共に明治初期におけるドイツ人科学者の研究家）
 　2014 年２月８日（土）ＫＫＲホテル博多

２） 外部団体との共催行事
⑴　福岡オクトーバーフェスト：平成 25 年 10 月中旬〜下旬、福岡市冷泉公園
 　主催：福岡オクトーバーフェスト実行委員会
⑵　「福岡で楽しむＥＵ」福岡ＥＵ協会共催
 　2014 年２月、西鉄グランドホテルで開催の予定。

３．ドイツ語教室など
１） 今年度よりドイツ語教室委員会を立ち上げ、運営の任に当たることとなった。
２） 2013 年春期教室

春期教室は 2013 年４月１日（月）より、５クラス（入門〜上級）を開講、各クラスとも全
12 回で７月11 日終了の予定。担当は、今期及び秋期共に M. シュトロートホフ講師及び本田
和親講師。

３） 2013 年秋期教室
６クラス（入門Ａ・Ｂ〜上級）制により、９月授業開始予定〜場所は、福岡市アミカス研修

室（入門Ａ及びＢクラス）、および天神・学士会会議室（その他のクラス）。
受講料は、一般 20,000 円、会員・学生 18,000 円。
教室ウェブページは http://kenta-sanjin.moo.jp/de_kyoshitsu/de_kyoshitsu.html

４） 夏季特別講話：タイトルは「人気漫画のセリフを通して日本語とドイツ語の特徴を探る」
 話し手、根本道也氏。赤煉瓦文化館にて、2013 年８月１日及び８日（木）に開催を予定。

４．「年報37号」の発行
１） 2013 年６月 25 日付けの発行を予定（部数 1000 部）。
 会員への年次報告に加え、日独協会の宣伝にも積極的に活用する。
２） 会則は全文掲載するが、会計報告は別刷りにし、会員にのみ年報送付時に同封する（36

号と同じ方法）。
３） 名簿は２年に一度役員改選の年に作成するため、今回は訂正分のみプリントアウトし、会員

にのみ年報発送時に同封する。

５．広報活動
協会ホームページの運営については、相応しい内容をアップデートに掲載できるように務め、

広報に資する活動が出来るよう運用の改善を図っていく。

６．後援・支援
１） 「ふりーでんす福岡」ボランティア活動　支援。
２） 「子ども村福岡」ボランティア活動　支援。
３） 「福岡で楽しむＥＵ／福岡ＥＵ協会」共催。
４） ドイツに関わる社会的事業・イベントの後援（公共性が認められる文化的事業であることを
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要す）。
５） 会員による公演会等活動の後援・支援等。

７．その他
１） 青年部について

西日本日独協会青年部の発足については、理事会及び総会の審議を得なければならず、新
たに時機をみて提案することとする。

２） 新規入会者の開拓について
法人・個人会員の入会増に引き続き努める。一方で入会に際しては、協会の運営指針や活

動目的を十分理解してもらえるよう入会申込書の書式、文言を改める。
３） EUIJ-Kyushu、ＥＵ協会及び他の在福岡・ＥＵ友好団体とは、ＥＵ関連の情報交換や講

演会の共催などを通して提携を進める。
４） 確認事項

本協会会員が「西日本日独協会」の名目で社会的活動をする場合には、名称の使用につい
て会長の承認を得ることを確認する。

Ⅳ．平成25年度西日本日独協会　収支予算（案）

１．平成25年度収支予算案
「平成 24 年度収支予算案」については総会において承認された。収支明細は別紙にて配布

予定。

２．会費の１部改訂
大学生以下の会費を無料とする。一般会員の会費値下げについては今後の検討課題とする。

Ⅴ．会員現況（於2013年５月18日現在）

会員数は、一般会員 184 名（学生会員５名）、法人会員７社。
2012 年６月以降の入会者数は 25 名、退会者は 17 名。
入会者お名前；
 浴　麻里子、石藏　友理、進藤　樹里、堤　愼一郎、堺　雅志、菊永　拓郎、
 本田　和親、金崎　見誉子、南州マイスターヴェルク（法人）、
 株式会社佐賀銀行（法人）、瀬尾　雅子、足立　陽子、中嶋　優希、臼井　和実、
 若杉　尚美、木下　義章、藤野　成爾、福留　綾、村上　道代、分山　邦子、
 長田　安代、中村　友美、Maren Godzik、鮫島　涼子、前田　美紀子

（敬称略、順不同）
訃報；Gerd Knäpper様 － ご冥福をお祈りいたします。
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Ⅵ．平成25年度役員

〔会　長〕 根本　道也
〔副会長〕 岡嶋　泰一郎、北芝　幹怡
〔事務局長〕 林　伸行
［年報編集委員長］ 重竹　芳江
［広報委員長］ 上加世田　和文　
［ドイツ語教室委員長］ 立花　健吾
〔監　事〕 小林　正毅、立花　健吾
〔理　事〕  赤松　雅子（事務企画担当）、有村　隆広、石村　善治、
 池田　紘一、岩下　宏、小黒　康正（国際交流担当）、
 緒方　敏郎、加島　清士、上加世田　和文、萱野　通子、
 川邊　貴俊、久保　敬司、斉藤　裕三（企画担当）、重竹　芳江、
 末永　直行、蘇木　嘉啓、高崎　隆一（経理担当）、髙田　淑、
 立花　雅子、中村　昭（企画担当）、二本木　一哉（年報担当）、
 福元　圭太、堀　正人、スウェン・ホルスト（国際交流担当）、
 山崎　勝幸（企画担当）、葉　照子、横川　洋

〔評議員〕 麻生　誠、荒木　啓子、有吉　泰徳、垣本　知子、河田　溥、
 佐田　正之、續　天、椎葉　倫和子、永野　秀子、林田　シノブ、
 原田　広太郎、舩津　邦比古、吉田　美枝子

〔事務局員〕 安冨　ひふみ
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西日本日独協会会則
平成 24 年 5 月 12 日改正

第１章　総　　則
第１条 名称　本会は西日本日独協会と称する。
第２条 事務局　本会の事務局は福岡市中央区白

金 2-9-6 城島印刷内におく。
第２章　目的および事業

第３条 目的　本会は日独両国間の学術・経済お
よび文化面における交流を助長し、併せ
て両国民の親善を図ることを目的とす
る。

第４条 事業　本会は第３条の目的を達成するた
めに次の事業を行う。

１）例　会
２）特別例会
３）ドイツ語講座
４）年報の発行
５）ドイツからの留学生などとの交流

および支援
６）本会の目的に合致する催しなどの

主催および後援
第３章　会　　員

第５条 会員の種類　本会の会員は次の通りとす
る。

１）個人会員　本会の目的に賛同し、
第６条に定める規定により入会を
承認された個人。

２）法人会員　理事会の議を経て会長
が承認した法人。法人会員は代表
者 2 名を指名することが出来る。

３）学生会員　学生又はこれに準ずる
身分の者で、所定の手続を経て入
会を承認されたもの。

４）顧問　本会に対し特別の功労があ
る者で､ 会長の推薦により評議員
会が承認したもの。

５）名誉会長　会長として本会発展の
ために多大の寄与又は特別の功労
があった者で、評議員会で承認さ
れたもの。

６）名誉会員　本会発展のために多大
の寄与又は特別の功労があった者
で、総会で承認されたもの。

７）在外会員　ドイツなど外国に居住
する者で、本会の会員であること
を希望し、評議員会で承認された
もの。

第６条 入会　個人会員・法人会員・学生会員に
ついては、会員１名の推薦とともに所定
の申込書を提出する。

 所定の会費を納入することで入会手続き
を完了する。

第７条 退　　会
１　退会を希望する者は退会届を本会事

務局に提出する。
２　３年以上会費を未納した場合は退会

と見なされる。
第４章　役　　員

第８条 役員　本会に次の役員を置く。
１）会長　　１名
２）副会長　３名
３）理事　　事務局長・年報編集委員

長・広報委員長を含む約 20 名。
理事の中に専門担当理事若干名を
置く。

４）監事　　３名
５）評議員　20 － 30 名

第９条 事務局員　本会事務局に事務局員を置
く。事務局員は理事会により任命される。

第10条 役員の選出
１　会長は理事会において推薦し、評議

員会・総会の承認を得る。
２　副会長は会長が理事の中から推薦

し、理事会の議を経て評議員会およ
び総会の承認を得る。

３　理事・監事は評議員の中から理事会
が推薦し、評議員会・総会の承認を
得て会長が委嘱する。

４　事務局長・年報編集委員長は理事会
構成員より会長が指名する。

５　評議員は個人会員より理事会が推薦
し、評議員会の承認を得て会長が委
嘱する。

第11条 役員の職務
１　会長は本会を代表し、会務を総括す

る。
２　副会長は会長を補佐し、会長に事故

ある時はその職務を代行する。
３　事務局長は本会の事務一切を総括す

る。
４　年報編集委員長は年報の編集に関す

る全ての会務を統括する。
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５　理事は理事会を組織して会務を執行
する。専門担当理事は運営委員会を
組織して、会長の求めに応じて会務
の一部を処理し、理事会・評議員会・
総会で処理すべき事項につき資料の
収集・準備などを行う。

６　監事は本会の財産および業務の執行
を監査する。

７　評議員は評議員会を組織し、本会の
運営に関する重要事項を審議する。

第12条 役員の任期　役員の任期は２年とする。
ただし再任は妨げない。

第５章　会　　議
第13条 本会の会議は総会・評議員会・理事会と

する。
第14条 総　　会

１　総会は第５条に規定する会員をもっ
て組織する。

２　通常総会　通常総会は年１回会長が
招集する。通常総会では以下の事項
を審議承認する。

１）予算および決算
２）事業報告および事業計画
３）会長・副会長の承認
４）理事・監事の承認
５）会則の変更
６）その他会長が認めた重要事項の審

議
３　臨時総会　臨時総会は理事会からの

請求があった場合、会長はこれを招
集しなければならない。

４　総会の議事は出席者の過半数の賛成
をもって決議する。

第15条 理事会
１　理事会は必要に応じて会長が招集

し、議長は会長とする。
２　理事会は以下の事項を審議しなけれ

ばならない。
１）会長の推薦
２）副会長の承認
３）理事・監事・事務局長・年報編集

委員長・評議員の推薦
４）事業報告・事業計画・予算・決算

に関する事項
５）会則の変更
６）その他特に必要と考えられる事項

第16条 評議員会
１　評議員会は会長・副会長・理事・監事・

評議員で構成する。
２　評議員会は会長が必要と認めた場

合、これを招集する。
３　理事および評議員の 1/3 以上、個人

会員の 1/2 以上の請求があった場合、
会長は評議員会を招集しなければな
らない。

４　評議員会では以下の事項を審議す
る。

１）総会に付議すべき事項
２）会長・副会長・理事・監事・評議

員の承認
３）事業計画
４）その他の重要事項

５　評議員会の議事は出席者の過半数の
賛成をもって決定する。

第６章　会費および会計
第17条 会費　会員は個人会員・学生会員・法人

会員の区別により、会費細則に定める会
費を納入しなければならない。

第18条 経費　本会の経費は会費・寄付およびそ
の他の収入をもってこれに当てる。

第19条 会計年度　本会の会計年度は毎年４月１
日から翌年３月31日までとする。

第７章　会則の変更
第20条 会則の変更　本会則の変更は理事会で審

議し、評議員会の決議を経て総会の承認
を得ることを要する。

本会則は平成 25 年 5 月 12 日より発効するものと
する。

年会費細則

個人会員の年会費は 6,000 円とする。ただし、
以下の割引制度を設ける。

１．家族割引：年報および案内状が一人
分でよい場合、二人目の家族からは
2,000 円とする。

２．青年割引：35 歳以下の会員の会費は
4,000 円とする。

学生会員の年会費は 2,000 円とする。但し、大
学生以下は無料とする。
法人会員の年会費は 20,000 円以上とし、当該年
度に全額納入するものとする。
この細則の変更は理事会で審議し、評議員会の

決議を経て総会の承認を要するものとする。
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愛　知

三　重

大　阪

京　都

奈　良

滋　賀

和歌山

兵　庫

岡　山

広　島

鳥　取

山　口

香　川

徳　島

愛　媛

高　知

福　岡

佐　賀

長　崎

大　分

熊　本

鹿児島

沖　縄

静　岡 バーデン・ヴュルテンベルク州独日協会
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ベルリン独日協会

ハンブルク独日協会

ハレ・ザールクライス独日協会

ザールブリュッケン独日協会

バイエルン独日協会

c/o Herrn Wolfgang
Grosse Buchenweg 12
73650 Winterbach

Am Markt 1
28195 Bremen

Schillerstr. 4-5
D-10625 Berlin

Soninstr. 28
D-20097 Hamburg

c/o Herrn Steffen Wünsch 
Bernburger Straße 7
D-06108 Halle

Talstr. 56 a
D-66119 Saarbrücken

Marienplatz 1
80331 München

●これまでに交流のあった独日協会

（Te l）＋49-7181-73930

（Te l）＋49-421-324646

（Te l）＋49-30-3199-1888

（Te l）＋49-40-2360-1625

（Te l）＋49-345-2926715

（Te l）＋49-681-55072

（Te l）＋49-89-22186
（Fax）＋49-89-2289598
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福岡市中央区白金2丁目9-6
TEL （092）531－7102㈹／FAX 524－4411

JAPANISCH-DEUTSCHE GESELLSCHAFT  WESTJAPAN

平成25年６月27日
西日本日独協会会長　  根 本 道 也
西日本日独協会年報編集委員会
西日本日独協会

城島印刷株式会社

Präsident
Sekretariat

URL : http://web.mac.com/hawkeye1027/iweb/J.D.G.Westjapan/

：Michiya Nemoto
：2-9-6 Shirogane Chuo-ku,
Fukuoka 810-0012, JAPAN

西日本日独協会

西日本
日独協会年報

第37号
（2013）

　年報第37号をお届けします。寄稿19編に行事報告９編、ますますドイツに親しみが
わくような多彩な内容です。執筆者の皆様、ご協力をどうもありがとうございました。
　制作は例年通り城島印刷㈱の二本木一哉さんが担当してくださっています。おか
げで今年もすてきな冊子に仕上がりました。二本木さん、感謝しています。

編集委員長　　重竹　芳江　

編集後記

掲載広告一覧
掲載頁

あ アトリエ・ヴェイレッグ 9
伊都の丘病院 21

か （株）城島印刷 12
ＫＫＲホテル博多 21

さ （株）西部ガス 26
しらべ耳鼻咽喉科医院 56

た （株）千鳥饅頭総本舗 96
Direkt	aus	Europa	auf	deutsch	無料ドイツ語自習教材 46
die	Brücke	ドイツ語通訳・翻訳・レッスン 60
藤産婦人科 46
（株）同学社 49,	96

な 南州マイスターヴェルク 97
（株）西日本マネジメント開発 88

は 響	Music	Academy 66
ふりーでんす福岡 56
福岡口腔インプラント研究所 93
ふくたく		（株）福岡宅建 70
企鵝一座（ぺんぎんいちざ） 75

写真協力（敬称略）：�伊福雅、渡辺秀水、中川寿美、堤愼一郎、加藤隆明、舩津可里奈、中村昭、木村竜、
岩元正悟、田中遥、執行栞、平安山真理子、杉恵里子、副島佳織、中村萌々

　西日本日独協会は、1956 年の発足以来、“日独両国間の学術・経済および文化面における交流
を助長し、併せて両国民の親善を測ることを目的とする（会則第３条）”活動を行っています。たと
えば「ドイツの料理とワインを楽しむ会」、「例会（講演会と懇親パーティー）」、「クリスマス祭」な
どを実施しています。
　あなたもこのような活動に一緒に参加しませんか？入会を歓迎します。下記によりお申し込み
下さい。

西日本日独協会の紹介コーナー

入　会　申　込　書
（以下の記入事項は本会関係の事務・連絡以外には使用いたしません。）

この度、西日本日独協会の主旨に賛同し、会員としての申し込みをいたします。

お名前：

申し込み日：西暦　　　　　年　　　　　月　　　　　日

会員区分（丸○印をつけてください）： 法人会員・個人会員・35歳以下・学生会員
（年会費：法人会員は２万円以上、個人会員は６千円、35歳以下は４千円、学生会員は無料）

１．

２．

３．

４．

５．

６．

ご住所：〒

電話（FAX）

お仕事（差し支えない範囲で）：

入会の動機：

現在の協会員の中にお知り合いがいらっしゃいますか。
いらっしゃれば、その方のお名前を：

本協会に特に期待したいこと、またはご自分でなさりたいことがありますか：

及びe-mail：

●事務局；〒810-0012 福岡市中央区白金2‒9‒6（月・木, 12：00～14：00受付）
　　　　　Tel & Fax：（092） 524‒0059、E-mail: jdgwest@mist.ocn.ne.jp（常時）

お申込は下記まで、取りあえずご連絡下さい。

●会　長；根本道也、E-mail: nemoto-michiya@nifty.com

ふりがな
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えば「ドイツの料理とワインを楽しむ会」、「例会（講演会と懇親パーティー）」、「クリスマス祭」な
どを実施しています。
　あなたもこのような活動に一緒に参加しませんか？入会を歓迎します。下記によりお申し込み
下さい。

西日本日独協会の紹介コーナー

入　会　申　込　書
（以下の記入事項は本会関係の事務・連絡以外には使用いたしません。）

この度、西日本日独協会の主旨に賛同し、会員としての申し込みをいたします。

お名前：

申し込み日：西暦　　　　　年　　　　　月　　　　　日

会員区分（丸○印をつけてください）： 法人会員・個人会員・35歳以下・学生会員
（年会費：法人会員は２万円以上、個人会員は６千円、35歳以下は４千円、学生会員は無料）

１．

２．

３．

４．

５．

６．

ご住所：〒

電話（FAX）

お仕事（差し支えない範囲で）：

入会の動機：

現在の協会員の中にお知り合いがいらっしゃいますか。
いらっしゃれば、その方のお名前を：

本協会に特に期待したいこと、またはご自分でなさりたいことがありますか：

及びe-mail：

●事務局；〒810-0012 福岡市中央区白金2‒9‒6（月・木, 12：00～14：00受付）
　　　　　Tel & Fax：（092） 524‒0059、E-mail: jdgwest@mist.ocn.ne.jp（常時）

お申込は下記まで、取りあえずご連絡下さい。

●会　長；根本道也、E-mail: nemoto-michiya@nifty.com

ふりがな

95



96



97




	空白ページ

