
　日独両国民はお互いに真面目で、研究熱心、約束は

守る等々、国民性に共通点が多く互いに好意を持ち、

信頼感が高いのではないかと思われます。

　明治以降、近代国家を目指した日本は、人文・社会

科学、産業技術、医学等の導入先をドイツに求め、多

くのことを学びました。

　一方、ドイツはその交流の中で自分達の持ってい

ない数々の日本文化に興味を持ち、生活の中に取り

入れてきました。今回のパネル展はそのドイツに

渡った日本文化の紹介です。

　なお、今回のパネル展の内容に関し、寺澤行忠先生

（慶應義塾大学名誉教授・現横浜日独協会理事）に多

くのご教示を戴きましたことを申し添えます。

　　

　2019 年 6 月 28 日

ぐんま日独協会　会長　鈴木克彬

ご挨拶



　江戸時代に来日したドイツ人はオランダ東インド会

社の社員で、その代表格はケンペル（1690年来日）とシー

ボルト（1823年来日）だが、鎖国政策のため「オランダ人」

として入国した。

　1861年にはプロイセン使節団と徳川幕府との間に修

好通商条約が締結された。

　明治時代に入ると殖産興業の国家政策から多くのお

雇い外国人が雇用された。明治年間に官設の大学や大

学程度の学校に奉職した最高クラスのお雇い外国人は

約170名でその中でドイツ人は最も多い63名を数えた。

草津温泉・伊香保温泉に深く関わったベルツもその一

人であった。

　昭和に入るとヒトラー政権から逃れてきた建築家タ

ウトが来日し桂離宮や伊勢神宮などを日本美の象徴と

して世界に紹介した。

　江戸時代以降、第２次大戦まで

はひたすらドイツから学んだ期間

であったが、その中でも日本から

影響を受けた代表格は哲学者オイ

ゲン・ヘリゲル（1884年 -1955年）

で『弓と禅』の著書により日本文

化を世界に紹介した。

Ⅰ. 日独文化交流の前史

『弓と禅』
角川ソフィア文庫



そこへ1991年日本のマンガ「アキラ」がドイツで翻訳され

出版、大きな話題を与えることになる。

中心に読者が浸透していった。多くの留学生や日本学専

攻のドイツ人に日本に興味を持ったきっかけを聞くとマ

ンガと答える人が多い。

2018年ドイツでヒットしているマンガ作品 Top10

　ドイツにはもともと独自

のマンガ・コミックの文化

はなかったが、戦後しばら

くするとフランスやアメリ

カから徐々にマンガ・コ

ミックの作品が入ってくる。

　マンガブームが巻き起こるきっ

かけとしては、1997年に出版され

た「ドラゴンボール」で、ドイツ

で初めて、日本のマンガと同じ右

開きで、右上から左下の方向へ読

んでいく方式になった。

　こうしてドイツの中で若い世代

Ⅱ. 現代文化

１-　　マンガ

ボンで毎年開催のアニマジックの会場にて

「Sakura War サクラ大戦」より

（amime2you の調べ）

① ワンピース  ② 僕のヒーローアカデミア暗殺教室

③ 進撃の巨人  ④ スラムダンク  ⑤ ハイキュー  

⑥ キングダム　⑦ 七つの大罪  ⑧ 約束のネバーランド 

⑨ 転生したらスライムだった件 

⑩ 東京喰種トーキョーグール   

１



　日本のアニメはドイツでは人気が高い。日本では1963年

に始まる手塚治虫の鉄腕アトムからアニメの文化が始ま

る。ドイツでは90年代初頭ドイツ語に吹き替えられた

「キャプテンフューチャー」や「星銃士ビスマルク」などの

日本の作品がテレビ放送され始める。

　その後、徐々にドイツ語での日本のアニメ放送は増え、

さらにDVDで手軽に映像を入手できるようになる。2016年3

月からはインターネットを経由した新たな展開として、ド

イツ語で日本アニメをいち早く届ける映像配信プラット

フォーム「AKIBA PASS」のサービスがスタートした。

している。ドイツで日本のアニメが人気な理由として、

日本独特の　　　　 を鑑賞でき、楽しめることも一つあ

るようだ。

2018年ドイツでヒットしているアニメ作品 Top５

　また、2015年から AKIBA 

PASS FESTIVALと称してアニメ

作品がドイツの７都市の映画

館をめぐるフェスティバルが

開催され人気を博している。

　このようにドイツでは現在、

日本のアニメとマンガが定着

１-　　アニメ

① Re:ゼロから始める異世界生活

② ソードアート・オンライン アリシゼーション

③ とある魔術の禁書目録Ⅲ

④ 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない

⑤ やがて君になる 

２

「KAWAII」

ライン河沿いでコスプレinアニマジック

（amime2you の調べ）



　近年ドイツでの日本食が急速に伸びを示していること

については、日本食の味の良さが知られてきたことに加

え、日本食がヘルシーであることも人気を後押ししてい

る。また、2013年の和食のユネスコ無形文化遺産登録、日本

旅行で日本食を知るドイツ人が多いことも、和食がブーム

になる大きな役割を担っている。

　　　　　　　　　　　　 人気の日本食で、たこ焼き器は

ドイツのアマゾンでも購入でき、パーティーメニューの一つ

になっている。

　　　　　　　 二十数年前にデュッ

セルドルフで開店した「なにわ」がド

イツでは最初のラーメン店である。今

では大都会を中心に多くの店ができ、

ラーメンは今やドイツ人の中にすっ

かり溶け込んでいる。　

　　　　　　　大都市にはおにぎり

専門店もでき、最近はキオスクやスー

パーなどで、日本のコンビニスタイル

の包装で販売もされている。

　2000年の頃から急速に寿司店が増

え、今では駅やスーパーマーケット

でも手軽に買うことができる。ただ

　寿司ネタの魚は加工も難しく、魚

の種類も限られており、一般には

サーモンなどの扱いやすい、ドイツ

人受けするものに偏りがちである。

２.食文化

寿　司

おにぎり

ラーメン

お好み焼き・たこ焼き

ドイツのお寿司屋の様子

ミュンヘンのラーメン店

ベルリンのスーパーのお寿司とおにぎり



　日本からの和太鼓のグループ演奏がドイツで初めてお

披露目されたのは、1976年10月3日に作曲家石井眞木の「モ

ノクローム」の初演であろう。ベルリンのメタムジーク･

フェスティバルで鬼太鼓座によって演奏された。

鬼太鼓座は海外で公演をする和太鼓グループの先駆けで、

現在では「鼓童」「DRUM TAO」「倭」「GOCOO」などの公演が欧

米で人気である。また、ソリストとして、和太鼓奏者、林英

哲の日本人の美意識や、精神性を表現する舞台は魅力的で

あり2000年にはドイツ・ヴァルトビューネでベルリン・

フィルと共演、２万人を超える聴衆を圧倒させた。

太鼓」は、ドイツで最も古い和太鼓グループで、1991年から

2016年まで欧州各地で演奏し大きな影響を与えた。

　ドイツ国内やヨーロッパで和太鼓演奏が盛

り上がるなか、2006年にはデュッセルドルフに

「KAISER DRUMS」という和太鼓の専門店ができ

た。またハンブルク近郊に

は木材加工マイスター 

「Kai Simonsen」の和太鼓

製作の工房があり、演奏で

きるイベントなども催さ

れている。

　そのような影響下、ドイツにも

和太鼓グループが誕生し、現在は

登録されているだけで50チーム

あり、日本フェスティバルなどで

盛んに演奏されている。

　デュッセルドルフの「てんてこ

３.和太鼓

桜の木太鼓in フランクフルト

和太鼓製作工房



　日本の伝統文化を紹介する組織的努力の典型である。

書道・着付け・茶道・折り紙・生け花・紙芝居・囲碁など

の紹介、相撲 •剣道・空手・柔道・合気道・居合道・お遊

戯・和太鼓・日本舞踊・津軽三味線などの実演を中心に、

各界人士の他現地のクラブに加えて日本からもスタッフ

　ドイツ人は、日本の伝統文化の全ての面で精神性を強く

受ける傾向がある。また、その殆どが戦後に大きく発展し

たもの。

が訪独して沢山の企画が

実施される。日本人花火師

によるデュッセルドルフ

の花火大会には75万人に

ものぼる人出があってテ

レビでも放映されるほど

である。

　優雅さと神秘性が強い芸術

として認知されている。公益

財団法人日本習字教育財団ド

イツ支部を筆頭に、各地で習

字塾を展開している。また書

道展では、箒筆を使ったパ

フォーマンスも散見する。

Ⅲ. 伝統文化

１.ドイツ各地で開催される日本デー

２.書道

WDRで放送されたライン河畔の花火

子供の躾にも役立つ書道教室



➀日本文化センターとも言える『恵光ハウス』がデユッセルド

ルフにある。幼稚園・図書館を備え法要・勤行・庭園ツアー等が

開催される。

②ビーレフェルト市のベーテルには、患者や障害者の造園訓

練及び憩いの場として500㎡程の枯山水庭園がある。

③ドイツ盆栽協会には2,000人を超える会員がおり５千～１

万人の愛好者がいる。同協会はヨーロッパ盆栽協会員でもあ

り、全欧盆栽展を各国持ち回りで開催している。

　1988年に仏教伝道協会と(株)ミツトヨの故沼田惠範氏により創立さ
れ、本堂は宇都宮の惠光寺に倣い浄土真宗の伝統的様式をとっている。

　説明板には『深い共感を持ってベーテルにいらして下さった両陛下に、
この公園を捧げます』と書かれている。

 盆栽の欧州向け輸出額37億円中ドイツ向けは３億円である(2007年度)。

　ヨーロッパ各地には156の日本庭園があり、そのうち

ドイツには30の日本庭園がある(2015年時点)。　

３. 日本庭園と盆栽

日本家屋と惠光寺建造物内部及び日本庭園を
見学できる

ベーテルの敷地内に設けられた枯山水庭園 べーテル内で皇后陛下（当時）をご案内する
橋本孝栃木日独協会会長

庭園内を自由に散策できる(右には鐘楼が見える)



➀茶道は、世界展開を推進している裏千家が中心になって各

州に協会を設立して活動している。ベルリンの東洋博物館の

茶室『忘機』では協会員 45人が活動。

　ミュンヘンのイギリス庭園内茶室『閑松庵』では公開呈茶を

実施、年間1,000人参加。フランクフルトの協会員は30人。ハン

ブルクでは美術工芸博物館内の茶室『松清庵』で指導してお

り、協会員20人。

②生け花では独自に発展した一部に前衛的な創作活動も見ら

れる。草月流・池坊・小原流など各流派の会員が個人として参

加する組織で『生け花インターナショナル』という国際的な組

織がある。これとは別に、15流派600人が所属する『生け花協

会』がある。　

　ドイツにはフローリストマイスターという制度がある。
フラワーアレンジメント・ガーデニング・いけばな等が含まれる。資格取

得には専門学校を卒業後マイスターの下で数年の修行が必要である。

　宗家、流派それぞれが各地で活動している　

４.茶道、生け花

ビルツブルク近郊「禅文化センター」

ジャパンデーでいけばなを紹介 ドイツ花博でいけばなを展示(St.ヨハネス教会)

ハノーバーの茶道教師・庵主 市民大学「日本文化に触れる」



➀ドイツにおいても同様の意味で定義されている。

②武道を学ぶドイツ人は、武術・護身術の身体的な面と、日 

　本的なものの考え方を会得したいという精神的な面の

　２つの見方を持っている。

（１）定義

（２）ドイツに於ける日本武道の主な導入の歴史

５.武 道

武士道の伝統に由来する我が国で体系化された武技の修錬による

心技一如の運動文化で、柔道、剣道、弓道、相撲、空手道、合気道、少

林寺拳法、なぎなた、銃剣道を修錬して 心技体を一体として

鍛え、人格を磨き、道徳心を高め、礼節を尊重する態度を

養う、国家、社会の平和と繁栄に寄与する人間形成の道である。

(平成二十年十月十日制定　日本武道協議)

柔 術
1906年

エーンリッヒ・ラーン
ベルリンに最初の柔術

学校(護身術)設立

ハンガリー語からドイツ

語訳柔道教本作成

日本海軍巡洋艦が訪独

皇帝に近接戦を披露

柔道連盟会員は現在

約16万人

佐々木吉三郎
文部省派遣２年ベルリン留学

講道館柔道

1907年

ハンブルクで弓道指導 弓道連盟会員は現在450人
稲垣源史郎
全日本弓道連盟から派遣

弓 道
1969年

ドイツ合気会創立 協会員数は約6,200人 
浅井勝昭師範
合気会の要請で1965年渡独

合気道
1967年

ヴィースバーデンに

剣道場開設
協会員数は現在3,000人

ゲルト・ヴィシュネブスキ
3年間の日本滞在後

剣 道
1965年

“Budo-kanバート・ホン

 ブルク”道場設立

空手連盟会員数は

約15,600人

ユルゲン・ザイデル
柔道家

空 手
1957年

武道名
創立年

創立者・紹介者 紹介内容 競技人口など備考



柿右衛門様式の磁器は最高

級品としてヨーロッパへ輸

出されたがそれだけでなく、

影響を受けたマイセンなど

で盛んに模倣された。

　日本の美術は、ドイツにかなり早い時期から渡ってい

る。すでに18世紀の初めには伊万里焼などの大量の磁器

がヨーロッパにわたり、それらはオランダ商人を通して

ドイツの王侯貴族などに買われ、陶器の間などと呼ばれ

る邸宅の重要な部屋の装飾に使われた。

　日本の磁器が本格的に焼かれるようになったのは今

から約400年前の豊臣秀吉の朝鮮出兵後の有田が最初だ

といわれている。有田周辺で焼かれた磁器は伊万里津

（津=港の意味）に運ばれ船で積み出された。伊万里津か

ら積み出されたため伊万里焼と呼ばれるようになった。

　江戸時代に有田（佐賀県有田町）で焼成された歴史的、

骨董的価値のある作品を古伊万里と呼び、明治以降に現

在の佐賀県伊万里市で焼成された陶磁器のことを伊万

里焼と呼ぶ。また明治初期からは焼き物を産地で呼ぶよ

うになった。

　中国が明から清への時代変革時に欧州での中国磁器

に代わる最良品として欧州へと輸出され、ヨーロッパの

王侯貴族たちに愛され、今でもオールドイマリ(Old 

Imari)として世界中に熱烈なコレクターが存在する。

１．伊万里と古伊万里

Ⅳ.日本美術



➀ベルリン国立アジア美術館 (旧ベルリン東洋美術館）

　日本のコレクションは全部で約１万500点あり、そのう

ちの8,000点が浮世絵版画、800点が絵画、残りは工芸品で

陶磁器が多い。蒐集品の中でも「熙代勝覧」（きだいしょう

らん）は出色である。

②ドレスデン美術館
　ドレスデンにある12の美術館の総称であるがその一角

のツヴィンガー宮殿に磁器のコレクションがあり大量の

日本の磁器が収蔵されている。現在も1721年に書かれた収

蔵品の目録が残っている。現在日本の磁器3,500点収蔵。コ

レクションの中で最も多いのが有田で作られた金襴手（き

んらんで）の古伊万里である。それらは輸出を意識して作

られており、ヨーロッパ趣味が濃厚に出ている。これを手

本にマイセン初期の磁器が生み出された。

２.ドイツ各地の美術館・博物館

　文化年間に成立したと考えられる絵

巻物で、当時の江戸の様子を知る上で

も有用で、絵画作品のみならず歴史資

料としても極めて貴重な資料である。

複製が東京メトロ三越駅地下コンコー

スに展示されている。（日本橋の様子）

ツヴィンガー宮殿中庭 整然と並べられている伊万里



③ミュンヘン五大陸博物館（旧ミュンヘン国立民族学博物館）

　シーボルトコレクションがこの博物館の重要な柱となっ

ている。コレクションは２度の来日時に、主に江戸で蒐集

したもので6,000点以上あり、その多くが民俗資料で多岐

にわたる。日本という国をドイツに正しく伝えようとする

シーボルトの意思が伝わる。

④リンデン博物館 （在シュトゥットガルト）

　３階に日本と中国の美術品を陳列し、ほかに日本家屋を

３部屋分と茶室を移築展示している。日本美術のコレク

ションの中核をなしているのは約6,000点に及ぶベルツコ

レクションである。仏画や狩野派をはじめとする18～19世

紀の諸派の絵画、絵巻物浮世絵、陶器、漆器、工芸品、織物、

式具等多岐に渡っている。

博物館入り口

牡丹双鶏図
（左：1818年、右：江戸後期）

蝉丸秘曲を授けるの図
（江戸後期）

青銅花瓶（明治初期）

衝立（19世紀前半） シーボルトの住居模型



⑥フランクフルト工芸美術館

⑦ケルン東洋美術館

⑧ランゲン美術館
（デュッセルドルフ郊外）

⑨ハンブルク美術工芸博物館

⑩ハンブルク民族学博物館

①ベルリン国立アジア美術館
             （旧ベルリン東洋美術館）

②ドレスデン美術館

③ミュンヘン五大陸博物館
（旧ミュンヘン国立民族学博物館）

④リンデン博物館
（在シュトゥットガルト）

⑤ハイデルベルク民族博物館

ドイツの美術館・博物館 所在地

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ベルリン① 

② ドレスデン⑧ デュッセルドルフ
ケルン⑦

フランクフルト

ハイデルベルク

⑥

⑤

ミュンヘン ③

④ シュトゥットガルト

⑨　 ハンブルク



１.俳句はどのようにドイツに紹介されたか

２.俳句への理解が深化していく

　20世紀に入る頃からイギリスやフランスからの駐日外交
官やお雇い外国人の著作によって海外に紹介され、西洋へ
の潮流の一部としてドイツに入った。

1872年イギリス人レイン・クロフォード…俳句は心情や繊
細な感覚を秘蔵していると述べた。
1906年ドイツ文学者カール・フローレンツ東京帝国大学教授
…短歌は狭隘なので詩歌の形式となる権利は持っていな
い。より短い俳句では尚更であるとの見解を示した。

1962年オーストリアの女流作家インマ・ボードマースホーフ
…ドイツ語圏初の創作句集『Haiku』を刊行。
1984年ドイツのザビーネ・ゾンマーカンプ女史…俳句が英
米の抒情詩に与えた影響を考察した論文でハンブルク大学
より学位を取得。20世紀初頭の欧州やドイツにおける俳句
への評価は急速に向上した。

1880年イギリス人チェンバレン…その著書で
日本の短歌や俳句の独自性につき理解を示
し、1902 年に『芭蕉と日本の詩的エピグラム』
で俳句や芭蕉につき詳細に論じた。『奥の細
道』の旅の目的は仏教でいう「悟り」だった
と述べている。      　　　　　　　　　　
1903年フランス人医師アルベール・カーン…
俳句や日本文化に敬意と愛情を抱き、帰国後
フランス語で著作『ハイカイ』を表す。世界
最初の外国人による句集。
1906年ドイツ人宣教師ヴィルヘルム・グンデ
ルト…俳人はわずか17文字で一冊の本に値す
るほどの詩的世界を描き出すと述べる。

Ⅴ. 俳句

チェンバレン

平泉・松尾芭蕉像



３.ドイツ各地で俳句が普及

1967 年
 

1970 年代

1979 年

 

1988 年 
 

1990 年 

1998 年
 

　現在俳句は、およそ 50か国、30言語の人々によって作

られている。ドイツの俳句も今や自立して独自の道を歩

み始めている。しかし、それらが日本の俳句から生まれ

たものであることは間違いないのである。

ドイツの中高等学校ギムナジウムの教科に
初めて芭蕉や一茶の句が取り上げられた。

俳句が一般に普及し始める。

ポットロプでドイツの俳句作者約 20人が第
１回西ドイツ・ハイク・ビエンナーレを開催。

フェヒタでドイツ俳句協会が 13 か国約 200
人の会員で設立された。

バートホンブルクで日独俳句大会開催。

バイエルン独日協会にドイツ語句会設立。
ドイツ人協会長は一日に３回句作に励んで
いると言われている。

ミュンヘン



第３、４曲目の蕪村の俳句
出典：「蕪村春秋」高橋治（朝日新聞社）

Ⅲ  釣鐘に                 

　　とまりて眠る　　　　　 

　　胡てふ哉               

Ⅳ　すゞしさや　　　　　　 

　　鐘を離るゝ　　　　　　　

　　鐘の声                

ハミッチュによる

ドイツ語訳

Auf einer Glocke 

ruht tief im Schlaf versunken 

ein Schmetterling　           

O welche Kühle – 

und von der Glocke löst sich 

der hallende Klang

              

冬ぬくし

昨日生まれし

子のあくび 深田勝弥(作)

片蔭へ

重き歩みや

古都を去る 深田勝弥(作)

流れる水に

青い沈黙

光の真珠 ラモナ・リンケ(訳）

原 作 ドイツ語訳

Im warmen Winter

Das gestern Geborenes

gähnt zum ersten mal.　深田勝弥(訳)

In den Schatten gehend,

verlasse ich gerade

diese alte Stadt.　深田勝弥(訳)

Blaues Schweigen 

Im aufwallen Wasser

Perlen aus Licht.　Ramona Linke(作)

※デュールはドイツ・ゲッティ

ンゲン出身の作曲家。リュー

ベック音楽大学で教授として

教鞭をとる中、当時留学中だっ

た澤田まゆみさん（現ぐんま

日独協会会員）にこの作品の存

在を知らせ、楽譜を贈呈した。

４. 蕪村の俳句がドイツ歌曲の歌詞に！

俳句番外編

ドイツ人作曲家Friedhelm Döhl（フリードヘルム・デュール 1936-2018）は

Horst Hammitzsch（ホルスト・ハミッチュ 1909-1991）がドイツ語に訳した

蕪村の俳句を使って歌曲を作曲した。その際俳句の印象を以下のように捉

えた記述がある。

※ラモナ・リンケはド

イツの俳人(1960 ～ )、

自作の独語俳句を自ら

日本語訳している。

（『世界の俳句』 2014 より）

俳句はそれ自体の世界で漂っている。それと同時に遮るものや始まりも終わ

りもなく、明朗で哀愁があり、叙情的で少し滑稽で、具象的で抽象的なもの。

フリードヘルム・デュール：『声とピアノのための７つの俳句』

Friedhelm Döhl:“7 HAIKU für Singstimme und Klavier”

（1963/1979）

〈ドイツ語に翻訳された俳句〉
ぐんま日独協会の深田勝弥会員は 20 年に亘り、自作の

俳句を独訳する作業を続けている。

独語『BASHO』より
「閑さや…」の句



【ドイツ語に翻訳された作品（戦後）】 【世界中の各国語に翻訳された作品(戦後)】

１. 日本文学 (近現代 )の翻訳出版
日本文学作品がドイツ語に翻訳され始めたのは戦後の

ことで、1986年の川端康成のノーベル賞受賞はその傾向

を後押しした。更に 1990年のフランクフルト国際ブック

フェアが牽引力になり、その年、230点のドイツ語への翻

訳が生まれた。

海外における日本文学の翻訳数のランキングは次の通

りである。

現役作家では村上春樹が最も人気がある。日地谷=キル

シュネライト・イルメラは、『村上春樹作品のドイツ語訳

に関する一考察』を著し、この作家を高く評価した。彼女

は「日本文庫」の編集にも携わり、日本文学をドイツに

紹介した功労者として、2011年に旭日中授章を受けた。

Ⅵ.ドイツ語に翻訳された日本文学

　

芥川　龍之介

村上　春樹

川端　康成

井上　靖

三島　由紀夫

大江　健三郎

　

129

113

94

89

69

65

　

１位

２位

３位

４位

５位

６位

順位 作　者 点数 　

川端　康成

村上　春樹

芥川　龍之介

三島　由紀夫

谷崎　純一郎

宮沢　賢治

　

1,189

1,061

1,056

　863

　621

　474

　

１位

２位

３位

４位

５位

６位

順位 作　者 点数

（1）

（2）

（マンガ・コミックは除外）

（国際交流基金：「日本文学翻訳データベース」）

図書館の村上春樹コーナー村上春樹を取り上げる新聞 村上作品を並べる書店



（Lovely Books 調べ）

『GENJIMONOGATARI
 ASAKIYUMEMISHI』

ドイツ語に翻訳された
近代日本文学

２.ドイツ語に翻訳された古典文学

３.日本語図書のドイツ語訳出版

ドイツで読まれている日本の作家ベスト 15

　日本語で書かれた書籍のドイツ語翻訳への助成は、国際

交流基金の「翻訳出版助成」制度があり、サントリー財団も

海外における日本理解の促進を目的に助成を行っている。

　文化庁も 2002年、河合隼雄長官時代に「現代日本文学の

翻訳・普及事業」をスタートさせたが、2012年、政府の「事

業仕訳」により廃止判定を受けた。 

　平安文学 ： 『竹取物語』 『源氏物語』

　　　　　 　『枕草子』 『伊勢物語』

 　　　　　  『堤中納言物語』 等　　

　中世文学 ： 『平家物語』 『徒然草』等

　近世文学 ： 『西国諸国ばなし』

 　　　　　　『御伽草子』 等

 以上の作品は翻訳された作品の一部であるが、その中でも

『源氏物語』が群を抜いた人気がある。研究論文も多く、その

人気が窺える。

① 村上春樹

③ 大江健三郎

⑤ 阿部公房

⑦ 川端康成

⑨ 芥川龍之介

⑪高見広春　⑫井上靖　　⑬三島由紀夫

⑭村上龍　　⑮小松左京

② 吉本ばなな

④ 川上弘美

⑥ 小川洋子　

⑦ 川端康成　  

⑩ カズオ・イシグロ 

（3）
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設置国数

施設数

自国教育機関数

国別自国教育機関設置数

ドイツ

国名 機関名 国数 施設数

フランス

中国

日本

98
138

140
28

159
1085

512
31

ゲーテ・インスティチュート

アリアンス・フランセーズ

孔子学院

日本語教育機関

　言語は単なるコミュニケーションの

　道具ではない。文化そのものである。

　日本語を学ぶ
　　　⇒日本文化に一歩近づくこと
　日本文化の紹介
　　　⇒世界の人々の精神世界を豊かにする
　日本語を世界に普及
　　　⇒極めて重要な役割
　日本語教育機関数の実態
　　ドイツは国数で日本の３倍、施設数で５倍
　　中・仏は国数で同５倍、施設数で20～30倍で突出

１．日本語教育の意義

Ⅶ.日本語教育と日本学

「日本語を話すたびに、自分はこんなにも礼儀正しい人になれるものかと、
自分で驚いてしまう。こういうことは、英語を話すときには一度も感じた
ことがない」　
「言葉が異なると、別人になった意識を持つのである。人にも異なった反応
をするし、同じ事柄でもいささか違ったように受け取ることもよくある。
視覚が違ってくるのかもしれない。
言葉を切り替えると心までが位置を変えてしまう。私はよく、その時しゃ
べっている言葉の国の人間に間違われるが、さもありなんと思うのである」

ハーバート・パッシン　米国シカゴ出身の文化人類学者、日本文化の研究家

ハーバート・パッシンの著作

ハーバート・パッシン
『日本近代化と教育』より
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万
人

ドイツ アメリカ フランス イギリス

香月・ベステマー典子の言葉

原因

学校以外

大学等高等

中等教育

初等教育

国別日本語学習数

日本語学習者（国際交流基金による2015年度日本語教育機関調査結果）

日本語学習者　アメリカの10％以下、　英仏の65%

国 国 人数（人）

152

1,896

6,690

4,518

13,256

171,000

20,875

20,093

初等教育機関

ドイツ合計

アメリカ

フランス

イギリス

中等教育機関

大学などの高等教育機関

フォルクスホッホシューレ (VHS) など学校以外

ド
イ
ツ

ほしはじめ

1887年

1926年

1931年

1945年以降 

1976年以降

1988年

1988年

フンボルト大学東洋語研究

ベルリン日本研究所

ライプチヒ大学

ドイツ国内各地の大学

ヨーロッパ日本研究会（在欧州諸国）

ドイツ日本研究所（在東京）

現代日本社会科学研究所  

ルドルフ・ランゲによる日本語教育 

星一による日本人初の研究所

日本学講座開設

日本語講座開設

国際的学術交流

ドイツ政府による現代日本の総合的研究

社会科学的アプローチ 

２．日本語教育と日本学の歴史

３．ドイツの大学と日本学

「日本人には大きなドイツ理解がある。しかしドイツ人の日本に対する理解は
限られている。公立高校では、日本のことは教えられていない。歴史はヨーロッ
パのことしか学ばない。したがって日本を学ぶ機会を増やしていく必要がある」

国際交流基金などを通じて、日本学や日本語教育に対する

資金的援助の拡大を真剣に考える必要がある。
香月・べステマー典子氏（トリア大学で日本語・日本古典の教授）

大学における日本語の教師数の不足（457 人）

　⇒ 教師数による割当て制　⇒ 学生を入口で締めだす

日本語・日本学の教師数をいかにして増すかが課題



課題

(1)留学後ドイツ人と結婚した日本人 （就労ビザ取得が容易）　

   ・日本語教育の訓練が不足　

   ・高度専門知識と知的訓練が必要

(2）日本語教員養成課程修了者（国際交流基金ケルン日本文化会館）

   ・養成機関の不足

(3)日本語教師の契約最長２年⇒更新不可で他州へ転出

   ・ベテランによる腰を据えた教育が難しい

(4)日本語教師の75％が日本語を母国語とする日本人

   ・ドイツ人による日本語教師への道が狭い（日本と異なる）

(5)中等教育機関（ギムナジウム）での日本語教育　　

　1982年 ギムナジウムで日本語教育開始

　1999年 大学入試資格試験で日本語が試験科目に採用　　

　1985年 日本語能力試験開始（現在３都市 )1000名超

　2014年 ギムナジウム63校で日本語教育が実施

　遅まきながら日本語教育の重要性が認識されつつある

４．日本語教師および教育現場の実態

高度な専門知識と教育訓練を受けた教師の養成

　教師養成機関の増設と拡充

　日本語教師の契約や就労の見直し

　中等教育機関の日本語教育の拡充



　『ドイツに渡った日本文化』の著者である寺澤行忠先生は、

「日本もドイツも世界に誇る文化を持っている。それぞれの持

つ優れた文化が、世界に貢献できるものは多い。相手の文化に

敬意を払い、互いの美質を謙虚に学びあってさらに豊かな精

神的な世界を築き上げていくことが、両国に課せられた使命

であろう」と、この本を締めくくられました。

　ここまで日独文化交流について調べ、「海外発信は将来に向

けての投資」と考える時、海外向けの文化の発信力の点で、日

本の取り組みはまだ不十分です。日本では国際交流基金や民

間の機関が海外向けの日本語教育に尽力していますが、欧米

諸国のレベルには至っていません。文化活動に関わる多くの

機関が意欲ある若者に対する援助を更に進めて欲しいと願っ

ています。

　私たちは寺澤先生の著書を参考に、ドイツに渡った日本文

化について調べ、22枚のパネルにまとめました。マンガ、アニ

メ、コスプレがいかにドイツの若者の心をとらえているか、そ

して茶道、生け花、日本庭園、盆栽、武道、俳句等が広くまた深

くドイツの地に根付いていることを知りました。

　一方、美術の面ではかつてシーボルトやベルツが母国に持

ち帰った膨大なコレクションも見事に美術館に展示され、

人々の眼を楽しませてくれています。そして、ドイツ語訳され

た文学作品も多数にのぼります。また日本学や日本語に対す

る関心もさらに高まってきていることを学びました。

改めて日本の文化をこのように積極的に受け入れてくれてい

ることに対し、敬意と友好の念を持つことが出来ました。

　最後までご覧いただいた皆様に対し、感謝を申し上げ結び

と致します。　

Ⅷ.日独文化交流の将来

【 結 び 】


