
 
 
 

＊カールゼン出版社 Carlsen	Verlag 
	 	 1953 年 4 月 25 日設立。ドイツのハンブルクに本社を持つマンガや児童書の出版社。	

				ドイツのマンガ出版の 41%のシェア	

＊エグモント・エハパ出版社	 Egmont	Manga	＆Anime	

	 2000 年 10 月	 シュトゥットガルト近郊に創立	 	

	 2011 年にはセーラームーンを再出版。	

	 2017 年 Egmont	Manga＆Anime は Egmont	Manga に改名され、略語 EMA として	

	 	 	 	 知られており現在、出版社はベルリンにある。	

	ドイツのマンガ出版の 38%のシェア	

＊TOKYOPOP	

		2004	年ハンブルク支店設立。TOKYOPOP	は米国で日本のマンガを広めた立役者だが、		

	ドイツに直接支店を設立し、ドイツ	語市場に本格参入した。	

	2005 年から日本のマンガも手がけ「少年愛」「やおい」を出版	

	ドイツのマンガ出版の 12%のシェア	

1991 年	 日本のマンガ「アキラ」がドイツで翻訳されカールセンから出版。	

1997 年	 「ドラゴンボール（Dragon	Ball）」シリーズが出版され漫画ブームに火をつける、

出版社カールセン・マンガの始まりである。	

1998 年	 「美少女戦士セーラームーン」が発売、日本マンガの爆発的ブームが起こる	

2001 年	 カールセンとエハパ合同でマンガヒットチャートを発表する	

	 出版社カールゼンから少年マンガ雑誌「バンザイ（BANZAI）」が発刊	

	 アニメとマンガの雑誌「アニマニア(AnimaniA)」が Animagine から発刊	

2002 年	 出版社エグモント・エハパから少女マンガ雑誌「ダイスキ（DAISUKI）」が発刊。	

2006 年	 ドイツで出版されたタイトルは約 370 タイトル	

2012 年	 マンガ家とマンガファンのために漫画の書き方の解説ページ www.mangaka.de	

	 	 	 	 を立ち上げる（漫画を描く人をドイツ語で「マンガカ」という）	

2014 年	 シリーズ「進撃の巨人」がカールセンから出版、ドイツヒットチャート 1位	

2016 年	 カールセン社はマンガ本を初めて出版して 25 周年の記念を祝う。	

その本は「アキラ」である。	

2017 年	 エハパ社はマンガ「君の名は」を出版	

2018 年	 エハパ社はアニメ「君の名は」のドイツ語版の上映を始める。	

 

ドイツでのマンガの歴史	

 

ドイツにおける三大翻訳マンガ出版社	

 



 
 

 
 
 

	 フランスでは 1970 年代から日本アニメがテレビ放映され、それが日本のアニメだと知ら

れていました。一方、ドイツでは、世界名作劇場の『アルプスの少女ハイジ』や日本アニ

メーションの『みつばちマーヤの冒険』などが放映されていましたが、日本製であること

は知られていませんでした。これらのアニメが日本製であることが知られるようになった

のは 1990 年初頭からです。	

	 当時ドイツ語に吹き替えられた日本製のアニメのテレビ放映は、	

	 	 『キャプテンフューチャー』や『星銃士ビスマルク』』『1000 年女王』などです。	

	

	

	

1998 年 6 月ドイツでの初めてのアニメコンベンションがハンブルグの iHAT で開催	

1999 年〜	 ボンで「アニマジック」開催、ドイツで 大の日本アニメコンベンション	

2002 年〜	 カッセルで「Connichi」が開催	 Ludwigshafen	am	Rhein でも開催		

2004 年〜	 ベルリンで「AniMaCo」が開催	 	

2009 年〜	 デュッセルドルフで「Dokomi」が開催（来場者は 40.000 人以上）	

	

	 ドイツで 大の日本アニメイベント「アニマジック(AnimagiC)」は,今年は開催 20 年目

となる。独アニマジン社が主催、毎年８月ボンで 3日間開催	企業ブースや 新作などを紹

介している企業パネルが充実しているのが特徴で、制作関係者と直接交流する機会があり、

マニアックなファンに支持されている。	

	 開催場所はボンの「ベートーベン・ホール」今年の日程は 8月 2日から４日まで、	

今年の日本からのゲストは	 「文豪ストレイドッグス」のプロデューサーの鈴木麻里、	 	

同じくアニメーターの新井伸浩、「約束のネバーランド」の監督の神戸守、など 
	

	

	

2015 年から「AKIBA	PASS	FESTIVAL」がスタート。	

	 	 	 	 	 	 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	

2016 年から	「AKIBA	PASS」のサービスがスタート	

	 	 「AKIBA	PASS」とは	 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。（システム？） 
	

	

	

 

ドイツでの日本アニメの発展	

 

ドイツ各地でアニメコンベンションが開催	

 

近年のドイツでの日本アニメの状況	

 



	

	

	

*	のん	 のん	 びより	 *	ラブライブ!	サンシャイン!!	スクールアイドル	

*	続	 終物語		*	薄墨桜	ー	GARO	ー（牙狼）	

*	魔法少女リリカルなのは	 Detonation		*	君の膵臓をたべたい	

*		Fate/stay	night	Ⅱ.	lost	butterfly	*	夏目友人帳	～うつせみに結ぶ～	

*	Anemone 交響詩篇エウレカセブン	ハイエボリューション	*	Peace	Maker	鐵	

*	はいからさんが通る～花の東京大ロマン～	

*	プロダクション I.G」の作品より	攻殻機動隊、ジョバンニの島、	ハイキュー	

		など	

	

	 デュッセルドルフで開催される「日本デー」で、ドイツ国内外から集結する日本文化フ

ァンやコスプレイヤーなど、こんなに日本ファンがいるのだと驚く。日本デーの主役とも

大の見どころともいえるのが、ライン川沿いを埋め尽くす勢いのコスプレイヤーたち。

日本のアニメや漫画のキャラクターから中世のお姫様風まで、細部まで趣向を凝らしたコ

スプレはレベルが高すぎてもはや芸術作品。	ほとんどの人がこの日のために衣装を手作り

するというからすごい！	

	 各地から集まったコスプレイヤーが、衣装のプレゼンに熱中する姿はまさに圧巻だ。彼

らのプレゼンを楽しみにやってくる人達も多く、あちこちで一緒に写真を撮る姿が見られ

る。コスプレイヤーたちの目指したのは、ADAC(ドイツ自動車連盟)のステージで行われる

欧州 大のコスプレ大会。ここで勝ち抜くと日本への往復航空券が授与されるとあって、

労力を費やした自作衣装を身にまとったコスプレイヤーたちの熱気と興奮は筆舌に尽くし

がたい。皆	 日本に行ってみたい。	

	

	  

 

2019 年の AKIBA	PASS	FESTIVAL の上演作品（1月 26 日から 2月 10 日開催）	

 



2018 年のフェステイバルで『この世界の片隅に』が上映されるのは少し雰囲気が違うの

ではと、その理由を尋ねた。観客からは大ヒットの『君の名は』を上映してほしいという

リクエストが多い、しかし私は、まずは『この世界の片隅に』を観てほしい。ねらいは、

“脱・定番アニメ”だ。その意図は、コスプレしたくなるようなキャラが登場せず、“KAWAII”

でもないということだろうか！という答えが返ってきた。その中で気になったドイツ語で

の KAWAII とは？

	

	

	 カワイイは無邪気、子供らしさを強調するという日本社会に広がっている一つの美的概

念として、西洋の言語のなかに、日本人からの影響を受けた一つの可愛らしい美しさの形

容として定着した。	日本では1970年代以降、可愛さは、特にデザイン要素として、日本の

生活や文化の多くの分野で際立った特徴として、より定着する。1980年代後半、カワイイ

“KAWAII”は東南アジア、西側諸国に拡がりミレニアム以来の地位を確立した。	

	 西洋人から見た日本的「カワイイ」の要素はこの国ではどこにでも見られ、西洋人には

興味深い現象となっている。例えば	 航空会社の旅客機の側面は、ポケモンやピカチュウ

が描かれており、電車もマンガやアニメからの型になっている。銀行のカードや通帳にキ

ャラクターを使用、日本の47都道府県すべてがマスコットとしてかわいいキャラクターを

持っている。	

	 	  

 

ドイツ国内で日本アニメや漫画ファンが多いアニメフェスティバル	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 『AKIBA	PASS	FESTIVAL』のマネージャーに聞いた。	

 

“KAWAII”をドイツ語(英語でも)版のウィキペディアで検索すると、	

 

カワイイはドイツ語や英語で“KAWAII”という一つの形容詞的表現に使われている	 	



ドイツ人を魅了する海外で活躍する和太鼓集団	

「鬼太鼓座」	

	 1971 年に佐渡を本拠地として共同生活を送り、徹底した走り込み、褌姿での演奏、現代音楽の採用

といった新奇な手法で国内外で注目され、現代和太鼓ブームの火付け役となった。座って太鼓を叩く

屋台囃子の演奏スタイルは、日本の力強い太鼓の響きは強靭な足腰からという理念を持つからである。	

	 鬼太鼓座のメンバーはボストンマラソン完走後、そのまま舞台に上がり三尺八寸の大きな和太鼓で

の演奏でデビューをかざり、そのパフォーマンスで話題となる。ボストン交響楽団指揮者だった小澤

征爾に誘われて共演し、以降ほぼ毎年欧米を中心とした海外公演を行なう。現在は静岡を拠点として

いる。組太鼓という色々な種類の和太鼓を 2人以上の打ち手によって演奏する、いわば『和太鼓によ

るオーケストラ』といった演奏形態である。現在の太鼓集団によるコンサート（舞台興行）での創作

和太鼓演奏の主流となっている。	

	

「鼓童」	

	 1981 年鬼太鼓座は内部分裂し自らの名称を「鼓童」と改称。現在「日本の伝統芸能を現代に再創造

し、佐渡を拠点に世界でコンサートを開いているプロ和太鼓集団」として、これまでにコンサートを

開催した国は「49 ヶ国」、総公演回数「6000 回」にのぼる。鼓童の舞台は和太鼓を主に使うが、笛・

三味線・踊り・唄などもあり、全体で一つの流れを構成する。ツアーごとに演目は異なるが、公演は

通常約 1時間 40 分である。今では稀少な国産ケヤキの胴に、牛の一枚皮を片面ごとに張った大太鼓

は、面の直径は 3尺 8寸（1m25cm）,使用する楽器数は、国内の一般公演だと 30 個～50 個程度になる。	

和太鼓の出すパワフルな響きと奏者の躍動感がドイツ人の心を惹きつける	



ドイツの和太鼓グループ・太鼓道場	

「てんてこ太鼓」・・2016 年、27 年間の活動に、このグループは舞台演奏の終止符を打った！	

モニカ・バウムガルトルはドイツ人和太鼓奏者のパイオニアと言われている。彼女は「鼓童」の	

公演を見て感銘を受けたのがきっかけで、自ら日本で和太鼓を習い、帰国後、デュッセルドルフ	に

道場を開き和太鼓指導に当たり、素晴らしい和太鼓のグループ「てんてこ太鼓」を創設した。このグ

ループはドイツで最も古く、ドイツ国内を始め	 ヨーロッパ各地で演奏を披露した。	

「天狗太鼓」	

	 日本語学の学生イルカ・ブルグデルファーは「鼓童」の演奏に感動したことがきっかけで日本に留

学し本格的に和太鼓の修行をした。2001 年ハンブルク初の和太鼓グループ「TENGU	DAIKO」を結成し、

15 年間にわたりドイツ内外の様々なステージで和太鼓芸術を披露した。メンバーはドイツ人だけであ

る。現在は和太鼓教室とワークショップを練習場で開催している。	

「キオン道場」	

	 イングマー・キカートは 2006 年ハンブルクに「KION	DOJO」を開く。彼は東京の「タヲ太鼓道場」

で一年半にわたり、リズム・動き・奏法を学び、「GOCOO」から強く影響を受けている。この道場では

約 30 人のメンバーが活動しており、ほとんどがドイツ人である。	

ドイツの世界的打楽器メーカーも和太鼓に興味	

	現在,ドイツでは続々と和太鼓が製造されるようになっている。そのような中で世界大手の打楽器メ

ーカーもこの分野に興味を持ち始めたようだ。	

この会社の創立 50 周年記念でのパーティーでは入り口に西洋の大太鼓と日本の和太鼓が合体した新

しい楽器が出現した。	

	 ￥	



	

	三遊亭竜楽師匠はドイツに、そして海外に落語の

世界運んだ落語家です。竜楽師匠は 2008 年より字

幕・通訳無しでの現地語

口演を始め、落語の魅力

を世界に発信しています。

これまでに 10 ヶ国、55

都市で外国語での口演は

180 回を超え「笑ってもら

えるから、やめられない」

との事。外国語の落語は

すべて丸暗記。プロに落

語の翻訳を依頼して、それをひたすら音読して耳で

覚える。外国語を披露するのが目的ではなく、その

場にいる人たちを楽しませることができればいい

という考え方。例えば、キセルの代わりに扇子を	

くわえるのを見て、たぶん日本には扇子のような形

ドイツに渡った落語とは！	

【ライプチヒ大学での口演チラシ】 



をしたパイプがあるのだろうと、自由に想像して楽

しめるのが落語。すべての観客が全員違うことを考

えていても成立する、「正解のない芸、それが落語

なんです」。		

	ドイツとの関わりは 2011 年から始まり、毎年口

演を各地で行なっている。ベルリン,ライプチヒ、

フランクフルト、ハイデルベルク、ケルン、デュッ

セルドルフ、ハンブルク、2014 年はベルリンの日

本大使館でも口演している。	

	このような海外での落語口演のお話を県庁で８月

３日（土）講演会として伺えるチャンスがあります。	

入場は無料ですが	 E メールでの予約制で先着 80 名	

様です。予約受付開始は７月７日(日)からで予約申	

し込み先のメールアドレスは以下のチラシをご覧

ください。	

演題は	

『日本の笑いが世界を駆ける』	

～８か国語落語家が語る世界とドイツ～	
 



ドイツに渡った日本文化ドイツに渡った日本文化ドイツに渡った日本文化ドイツに渡った日本文化,,,,Ⅱ伝統文化Ⅱ伝統文化Ⅱ伝統文化Ⅱ伝統文化        追加説明追加説明追加説明追加説明➀➀➀➀        

                                

１、１、１、１、 日本デー日本デー日本デー日本デー(Japan Tag)(Japan Tag)(Japan Tag)(Japan Tag)のののの経済効果はなんと２６億円！経済効果はなんと２６億円！経済効果はなんと２６億円！経済効果はなんと２６億円！    
日本デーの前身は、日本デーの前身は、日本デーの前身は、日本デーの前身は、1983198319831983 年の日本週間。年の日本週間。年の日本週間。年の日本週間。1999199919991999 年から年から年から年から 2000200020002000 年に行われた日独交流年に行われた日独交流年に行われた日独交流年に行われた日独交流    

150150150150 周年「ドイツにおける日本年」では日本を総合的に紹介するイベントがドイツ各地周年「ドイツにおける日本年」では日本を総合的に紹介するイベントがドイツ各地周年「ドイツにおける日本年」では日本を総合的に紹介するイベントがドイツ各地周年「ドイツにおける日本年」では日本を総合的に紹介するイベントがドイツ各地    

で開催され、大きな注目を集めた。で開催され、大きな注目を集めた。で開催され、大きな注目を集めた。で開催され、大きな注目を集めた。    

この交流を記念したイベントは全国でこの交流を記念したイベントは全国でこの交流を記念したイベントは全国でこの交流を記念したイベントは全国で 900900900900 件、そのうちデュッセルドルフでは件、そのうちデュッセルドルフでは件、そのうちデュッセルドルフでは件、そのうちデュッセルドルフでは 100100100100 件件件件

行われた。行われた。行われた。行われた。日本デーは、日本デーは、日本デーは、日本デーは、2002200220022002 年頃から毎年年頃から毎年年頃から毎年年頃から毎年 5555 月～月～月～月～6666 月頃にかけて行われる日本紹月頃にかけて行われる日本紹月頃にかけて行われる日本紹月頃にかけて行われる日本紹

介の大イ介の大イ介の大イ介の大イべべべべントである。あらゆる伝統文化を紹介する中で、デユッセルドルフントである。あらゆる伝統文化を紹介する中で、デユッセルドルフントである。あらゆる伝統文化を紹介する中で、デユッセルドルフントである。あらゆる伝統文化を紹介する中で、デユッセルドルフ

ではではではでは全独コスプレ大会全独コスプレ大会全独コスプレ大会全独コスプレ大会やややや日本人花火師による花火大会日本人花火師による花火大会日本人花火師による花火大会日本人花火師による花火大会が近年の目玉になっていが近年の目玉になっていが近年の目玉になっていが近年の目玉になってい

る。る。る。る。デュッセルドルフ観光局がデュッセルドルフ観光局がデュッセルドルフ観光局がデュッセルドルフ観光局が 2017201720172017 年に行った日本デー調査によると、年に行った日本デー調査によると、年に行った日本デー調査によると、年に行った日本デー調査によると、他の人に勧他の人に勧他の人に勧他の人に勧

めるめるめるめる 94949494％％％％、、、、何度も参加何度も参加何度も参加何度も参加 62626262％、家族や友人の勧めで参加％、家族や友人の勧めで参加％、家族や友人の勧めで参加％、家族や友人の勧めで参加 45454545％だった。％だった。％だった。％だった。    

日本デー参加の主な理由として、日本デー参加の主な理由として、日本デー参加の主な理由として、日本デー参加の主な理由として、コスプレコスプレコスプレコスプレの他、の他、の他、の他、打ち上げ花火打ち上げ花火打ち上げ花火打ち上げ花火 19191919％％％％、、、、文化を文化を文化を文化を知りた知りた知りた知りた

いいいい 17171717％％％％が抜きんでた。が抜きんでた。が抜きんでた。が抜きんでた。    

デユッセルドルフのほか、ハンブルク、ベデユッセルドルフのほか、ハンブルク、ベデユッセルドルフのほか、ハンブルク、ベデユッセルドルフのほか、ハンブルク、ベルリン、フランクフルト、ミユンルリン、フランクフルト、ミユンルリン、フランクフルト、ミユンルリン、フランクフルト、ミユン

ヘンなど多数の都市でヘンなど多数の都市でヘンなど多数の都市でヘンなど多数の都市で日本デー日本デー日本デー日本デーが毎年が毎年が毎年が毎年開催されている。開催されている。開催されている。開催されている。    
 

２２２２、、、、ドイツはドイツはドイツはドイツは EUEUEUEU のなかでのなかでのなかでのなかで日本茶日本茶日本茶日本茶のののの最最最最大輸入国だ。大輸入国だ。大輸入国だ。大輸入国だ。(2(2(2(23333 億円億円億円億円////HHHH11116666 年年年年)))) 

初期の日本茶は初期の日本茶は初期の日本茶は初期の日本茶は残留農薬残留農薬残留農薬残留農薬基準を未達成基準を未達成基準を未達成基準を未達成でででで輸出でき輸出でき輸出でき輸出できなかなかなかなかっっっったがたがたがたが、有機栽培に、有機栽培に、有機栽培に、有機栽培に    

転換した企業が現れてからは輸出が可能になった転換した企業が現れてからは輸出が可能になった転換した企業が現れてからは輸出が可能になった転換した企業が現れてからは輸出が可能になった。。。。年々増加傾向にあったが、年々増加傾向にあったが、年々増加傾向にあったが、年々増加傾向にあったが、日本の日本の日本の日本の    

緩緩緩緩い農薬規制と原発事故が輸い農薬規制と原発事故が輸い農薬規制と原発事故が輸い農薬規制と原発事故が輸出出出出拡大にブレーキ拡大にブレーキ拡大にブレーキ拡大にブレーキがかかっている。がかかっている。がかかっている。がかかっている。        
 

３３３３、、、、ローマを拠点ローマを拠点ローマを拠点ローマを拠点    

    にににに 50505050 年余。年余。年余。年余。80808080 歳歳歳歳

を超えた今も、ヨを超えた今も、ヨを超えた今も、ヨを超えた今も、ヨ    

ーロッパ各地を飛ーロッパ各地を飛ーロッパ各地を飛ーロッパ各地を飛

び回り、日本の「茶び回り、日本の「茶び回り、日本の「茶び回り、日本の「茶    

の湯」の精神を伝えの湯」の精神を伝えの湯」の精神を伝えの湯」の精神を伝え    

続ける野尻命子氏続ける野尻命子氏続ける野尻命子氏続ける野尻命子氏    

が居る。が居る。が居る。が居る。    

    

東京芸術大学油絵科を卒業後の東京芸術大学油絵科を卒業後の東京芸術大学油絵科を卒業後の東京芸術大学油絵科を卒業後のNOJIRI MichikoNOJIRI MichikoNOJIRI MichikoNOJIRI Michikoが油絵が油絵が油絵が油絵

をををを学ぶ目的でローマに留学した。学ぶ目的でローマに留学した。学ぶ目的でローマに留学した。学ぶ目的でローマに留学した。裏千家々裏千家々裏千家々裏千家々元が元が元が元が『『『『和の和の和の和の

心心心心をををを普及普及普及普及出来そうか出来そうか出来そうか出来そうか』』』』というというというという調査を野尻に依頼した。調査を野尻に依頼した。調査を野尻に依頼した。調査を野尻に依頼した。    

茶の湯のデモンストレーションのため、彼女はルー茶の湯のデモンストレーションのため、彼女はルー茶の湯のデモンストレーションのため、彼女はルー茶の湯のデモンストレーションのため、彼女はルー    

フ・キャリアに畳を積み、茶道具一式を助手席に載せ、フ・キャリアに畳を積み、茶道具一式を助手席に載せ、フ・キャリアに畳を積み、茶道具一式を助手席に載せ、フ・キャリアに畳を積み、茶道具一式を助手席に載せ、    

欧州各地を駆け巡った。欧州各地を駆け巡った。欧州各地を駆け巡った。欧州各地を駆け巡った。当時のヨーロッパでは、鈴木当時のヨーロッパでは、鈴木当時のヨーロッパでは、鈴木当時のヨーロッパでは、鈴木    

大拙の禅思想が広まりつつあり、茶の湯を精神文化と大拙の禅思想が広まりつつあり、茶の湯を精神文化と大拙の禅思想が広まりつつあり、茶の湯を精神文化と大拙の禅思想が広まりつつあり、茶の湯を精神文化と    

して理解してくれる素地があして理解してくれる素地があして理解してくれる素地があして理解してくれる素地があったったったったようだようだようだようだ。。。。…彼女は…彼女は…彼女は…彼女は    

芸術家芸術家芸術家芸術家の方々を毎月ローマの日本文化会館に招いて呈の方々を毎月ローマの日本文化会館に招いて呈の方々を毎月ローマの日本文化会館に招いて呈の方々を毎月ローマの日本文化会館に招いて呈

茶会を茶会を茶会を茶会を行っていたので、自宅に茶室行っていたので、自宅に茶室行っていたので、自宅に茶室行っていたので、自宅に茶室ができると皆、訪ができると皆、訪ができると皆、訪ができると皆、訪

ねてきてくれ、友人たちを紹介してくれた。また彼女ねてきてくれ、友人たちを紹介してくれた。また彼女ねてきてくれ、友人たちを紹介してくれた。また彼女ねてきてくれ、友人たちを紹介してくれた。また彼女

は、は、は、は、バチカン市国との縁を築き、神父たちとの交流をバチカン市国との縁を築き、神父たちとの交流をバチカン市国との縁を築き、神父たちとの交流をバチカン市国との縁を築き、神父たちとの交流を

活発化させた。活発化させた。活発化させた。活発化させた。(1965(1965(1965(1965 年、第年、第年、第年、第 2222 バチカン公会議の結果、バチカン公会議の結果、バチカン公会議の結果、バチカン公会議の結果、

他宗教、他宗派、他思想に開かれた教会を宣言。他宗教、他宗派、他思想に開かれた教会を宣言。他宗教、他宗派、他思想に開かれた教会を宣言。他宗教、他宗派、他思想に開かれた教会を宣言。))))そのそのそのその

結果、神父たちが結果、神父たちが結果、神父たちが結果、神父たちがお茶や座禅を学ぶために、野尻のもお茶や座禅を学ぶために、野尻のもお茶や座禅を学ぶために、野尻のもお茶や座禅を学ぶために、野尻のも

とに積極的に通ってきた。『我』を捨てるという宗教のとに積極的に通ってきた。『我』を捨てるという宗教のとに積極的に通ってきた。『我』を捨てるという宗教のとに積極的に通ってきた。『我』を捨てるという宗教の

基本が、動きや形を通したお茶のコミュニケーション基本が、動きや形を通したお茶のコミュニケーション基本が、動きや形を通したお茶のコミュニケーション基本が、動きや形を通したお茶のコミュニケーション

のとり方と似ているので受け入れのとり方と似ているので受け入れのとり方と似ているので受け入れのとり方と似ているので受け入れ易易易易かったかったかったかったようだようだようだようだ。。。。 



ドイツに渡った日本文化ドイツに渡った日本文化ドイツに渡った日本文化ドイツに渡った日本文化,,,,Ⅱ伝統文化Ⅱ伝統文化Ⅱ伝統文化Ⅱ伝統文化        追加説明追加説明追加説明追加説明②②②②    
    

〖〖〖〖ドイツ人に茶の湯を紹介するドイツ人に茶の湯を紹介するドイツ人に茶の湯を紹介するドイツ人に茶の湯を紹介する〗〗〗〗  

江戸千家江戸千家江戸千家江戸千家(ドイツ在住ドイツ在住ドイツ在住ドイツ在住) 野尻野尻野尻野尻 クレルクレルクレルクレル 明子明子明子明子  記記記記 

私は私は私は私は公共の市民大学や教会等を利用して、公共の市民大学や教会等を利用して、公共の市民大学や教会等を利用して、公共の市民大学や教会等を利用して、ドイツの各地で茶の湯を紹介して参りまドイツの各地で茶の湯を紹介して参りまドイツの各地で茶の湯を紹介して参りまドイツの各地で茶の湯を紹介して参りま

した。した。した。した。市民大学は、ドイツで最も一般的で伝統のある成人教育機関です市民大学は、ドイツで最も一般的で伝統のある成人教育機関です市民大学は、ドイツで最も一般的で伝統のある成人教育機関です市民大学は、ドイツで最も一般的で伝統のある成人教育機関ですが、それぞれが、それぞれが、それぞれが、それぞれ

の責任者を説得して茶の湯を紹介する講座を開設してもらうのは、必ずしも簡単なこの責任者を説得して茶の湯を紹介する講座を開設してもらうのは、必ずしも簡単なこの責任者を説得して茶の湯を紹介する講座を開設してもらうのは、必ずしも簡単なこの責任者を説得して茶の湯を紹介する講座を開設してもらうのは、必ずしも簡単なこ

とではありません。首尾よく責任者の同意を取り付けたとしても、茶の湯の講座が市とではありません。首尾よく責任者の同意を取り付けたとしても、茶の湯の講座が市とではありません。首尾よく責任者の同意を取り付けたとしても、茶の湯の講座が市とではありません。首尾よく責任者の同意を取り付けたとしても、茶の湯の講座が市

民大学のプログラムのどこに掲載されるかが、次の問題になってきます。通常、市民民大学のプログラムのどこに掲載されるかが、次の問題になってきます。通常、市民民大学のプログラムのどこに掲載されるかが、次の問題になってきます。通常、市民民大学のプログラムのどこに掲載されるかが、次の問題になってきます。通常、市民

大学のプログラムは、様々な分野を合わせると、新書判一冊ほどのボリュームになり大学のプログラムは、様々な分野を合わせると、新書判一冊ほどのボリュームになり大学のプログラムは、様々な分野を合わせると、新書判一冊ほどのボリュームになり大学のプログラムは、様々な分野を合わせると、新書判一冊ほどのボリュームになり

ますが、ますが、ますが、ますが、茶の湯の講座が掲載されるの茶の湯の講座が掲載されるの茶の湯の講座が掲載されるの茶の湯の講座が掲載されるのは、ほとんどは、ほとんどは、ほとんどは、ほとんど「栄養と健康」の項目です。「栄養と健康」の項目です。「栄養と健康」の項目です。「栄養と健康」の項目です。 

    茶の湯茶の湯茶の湯茶の湯未未未未経験経験経験経験ののののドイツ人は、ドイツ人は、ドイツ人は、ドイツ人は、「「「「緑茶は健康に良い緑茶は健康に良い緑茶は健康に良い緑茶は健康に良い」「」「」「」「日本的なサービスと緑茶で、ス日本的なサービスと緑茶で、ス日本的なサービスと緑茶で、ス日本的なサービスと緑茶で、ス

トレス解消を図りたいトレス解消を図りたいトレス解消を図りたいトレス解消を図りたい」「」「」「」「正しい緑茶（煎茶）の入れ方を知りたい正しい緑茶（煎茶）の入れ方を知りたい正しい緑茶（煎茶）の入れ方を知りたい正しい緑茶（煎茶）の入れ方を知りたい」「」「」「」「日本式ティーパー日本式ティーパー日本式ティーパー日本式ティーパー

ティーがどんなものか一度見たいティーがどんなものか一度見たいティーがどんなものか一度見たいティーがどんなものか一度見たい」等」等」等」等をををを期待期待期待期待してしてしてして参加します。そのような人達は、茶参加します。そのような人達は、茶参加します。そのような人達は、茶参加します。そのような人達は、茶

の湯の静寂や礼儀作法、抹茶の濃厚な味に驚き、がの湯の静寂や礼儀作法、抹茶の濃厚な味に驚き、がの湯の静寂や礼儀作法、抹茶の濃厚な味に驚き、がの湯の静寂や礼儀作法、抹茶の濃厚な味に驚き、がっかりして、中には、不快感をっかりして、中には、不快感をっかりして、中には、不快感をっかりして、中には、不快感を

露骨に表したり露骨に表したり露骨に表したり露骨に表したりします。します。します。します。このように、日常的な楽しみのみを期待して来る人に、このように、日常的な楽しみのみを期待して来る人に、このように、日常的な楽しみのみを期待して来る人に、このように、日常的な楽しみのみを期待して来る人に、「日常「日常「日常「日常

的なお茶の時間と異なる次元の喜び」的なお茶の時間と異なる次元の喜び」的なお茶の時間と異なる次元の喜び」的なお茶の時間と異なる次元の喜び」は、理解してもらえません。は、理解してもらえません。は、理解してもらえません。は、理解してもらえません。 

   

茶の湯の紹介の講座茶の湯の紹介の講座茶の湯の紹介の講座茶の湯の紹介の講座–Ammarndorf という町のヨガ教室でという町のヨガ教室でという町のヨガ教室でという町のヨガ教室で                         おいしそうにお茶を飲む受講者おいしそうにお茶を飲む受講者おいしそうにお茶を飲む受講者おいしそうにお茶を飲む受講者     

 その対応があまりにも大変なので、ドイツ人の誤解を最低限に防げるよう、まその対応があまりにも大変なので、ドイツ人の誤解を最低限に防げるよう、まその対応があまりにも大変なので、ドイツ人の誤解を最低限に防げるよう、まその対応があまりにも大変なので、ドイツ人の誤解を最低限に防げるよう、ま

た、マナーの悪い人の参加を未然に防げるよう、講座の説明文を何度も書き変た、マナーの悪い人の参加を未然に防げるよう、講座の説明文を何度も書き変た、マナーの悪い人の参加を未然に防げるよう、講座の説明文を何度も書き変た、マナーの悪い人の参加を未然に防げるよう、講座の説明文を何度も書き変

えるとともに、責任者にも、「芸術」か「禅」と関連付けて茶の湯の講座を紹えるとともに、責任者にも、「芸術」か「禅」と関連付けて茶の湯の講座を紹えるとともに、責任者にも、「芸術」か「禅」と関連付けて茶の湯の講座を紹えるとともに、責任者にも、「芸術」か「禅」と関連付けて茶の湯の講座を紹

介するよう頼みましたが、受け入れてくれた責任者はごく僅かです。その理由介するよう頼みましたが、受け入れてくれた責任者はごく僅かです。その理由介するよう頼みましたが、受け入れてくれた責任者はごく僅かです。その理由介するよう頼みましたが、受け入れてくれた責任者はごく僅かです。その理由

は、何処も同じ、「他の分類では受講者が集まらない」で、事実、「座禅」とは、何処も同じ、「他の分類では受講者が集まらない」で、事実、「座禅」とは、何処も同じ、「他の分類では受講者が集まらない」で、事実、「座禅」とは、何処も同じ、「他の分類では受講者が集まらない」で、事実、「座禅」と

並列して茶の湯の講座をプログラムに掲載してくれた市民大学では、目立って並列して茶の湯の講座をプログラムに掲載してくれた市民大学では、目立って並列して茶の湯の講座をプログラムに掲載してくれた市民大学では、目立って並列して茶の湯の講座をプログラムに掲載してくれた市民大学では、目立って

受講者が減りました。受講者が減りました。受講者が減りました。受講者が減りました。最低限の受講者数に達しない講座は、採算上中止最低限の受講者数に達しない講座は、採算上中止最低限の受講者数に達しない講座は、採算上中止最低限の受講者数に達しない講座は、採算上中止となり、となり、となり、となり、            

深い関心を持つ深い関心を持つ深い関心を持つ深い関心を持つ人たちも、半年先の次の学期まで機会を待たねばなりません。人たちも、半年先の次の学期まで機会を待たねばなりません。人たちも、半年先の次の学期まで機会を待たねばなりません。人たちも、半年先の次の学期まで機会を待たねばなりません。                                    



最近も最近も最近も最近も大きくて贅沢なウェルネスセンター（大きくて贅沢なウェルネスセンター（大きくて贅沢なウェルネスセンター（大きくて贅沢なウェルネスセンター（コスメティックスタジオも併設コスメティックスタジオも併設コスメティックスタジオも併設コスメティックスタジオも併設）から、）から、）から、）から、

「十周年記念行事で、ぜひ「十周年記念行事で、ぜひ「十周年記念行事で、ぜひ「十周年記念行事で、ぜひ    TeezeremonieTeezeremonieTeezeremonieTeezeremonie を披露してほしい。【リラックスと健を披露してほしい。【リラックスと健を披露してほしい。【リラックスと健を披露してほしい。【リラックスと健

康増進】のテーマによく合うと思う。」という依康増進】のテーマによく合うと思う。」という依康増進】のテーマによく合うと思う。」という依康増進】のテーマによく合うと思う。」という依頼が来ましたが、断頼が来ましたが、断頼が来ましたが、断頼が来ましたが、断りりりりました。ました。ました。ました。

キモノを着た日本人女性が、一方的に静かに優しくお茶をサービスすることをキモノを着た日本人女性が、一方的に静かに優しくお茶をサービスすることをキモノを着た日本人女性が、一方的に静かに優しくお茶をサービスすることをキモノを着た日本人女性が、一方的に静かに優しくお茶をサービスすることを

期待しているように感じられたからです。期待しているように感じられたからです。期待しているように感じられたからです。期待しているように感じられたからです。((((ちなみに、数年前に「ゲイシャ」とちなみに、数年前に「ゲイシャ」とちなみに、数年前に「ゲイシャ」とちなみに、数年前に「ゲイシャ」と

いう映画が上映された頃には、「ゲイシャが習うといういう映画が上映された頃には、「ゲイシャが習うといういう映画が上映された頃には、「ゲイシャが習うといういう映画が上映された頃には、「ゲイシャが習うという Teezeremonie Teezeremonie Teezeremonie Teezeremonie を一度見を一度見を一度見を一度見

たい」という問い合わせの電話も何度かありました。たい」という問い合わせの電話も何度かありました。たい」という問い合わせの電話も何度かありました。たい」という問い合わせの電話も何度かありました。))))    

その点、その点、その点、その点、座禅やヨガ等を熱心に学んでいるドイツ人の多くは、座禅やヨガ等を熱心に学んでいるドイツ人の多くは、座禅やヨガ等を熱心に学んでいるドイツ人の多くは、座禅やヨガ等を熱心に学んでいるドイツ人の多くは、「心身の深い落「心身の深い落「心身の深い落「心身の深い落

ち着き」といったテーマに平素親しんでいるので、ち着き」といったテーマに平素親しんでいるので、ち着き」といったテーマに平素親しんでいるので、ち着き」といったテーマに平素親しんでいるので、茶の湯の世界にもあまり抵茶の湯の世界にもあまり抵茶の湯の世界にもあまり抵茶の湯の世界にもあまり抵

抗なく入り抗なく入り抗なく入り抗なく入り、、、、和やかに楽しんでくれます。和やかに楽しんでくれます。和やかに楽しんでくれます。和やかに楽しんでくれます。特に、隣の人に挨拶をしてからお菓特に、隣の人に挨拶をしてからお菓特に、隣の人に挨拶をしてからお菓特に、隣の人に挨拶をしてからお菓    

子やお茶を戴くマナーが、とても新鮮で好ましく感じられるようで、大抵の人子やお茶を戴くマナーが、とても新鮮で好ましく感じられるようで、大抵の人子やお茶を戴くマナーが、とても新鮮で好ましく感じられるようで、大抵の人子やお茶を戴くマナーが、とても新鮮で好ましく感じられるようで、大抵の人

が笑顔になります。が笑顔になります。が笑顔になります。が笑顔になります。結局ドイツ人に受け容れられるのは、このような「茶の湯結局ドイツ人に受け容れられるのは、このような「茶の湯結局ドイツ人に受け容れられるのは、このような「茶の湯結局ドイツ人に受け容れられるのは、このような「茶の湯

に似た催し」が限界で、に似た催し」が限界で、に似た催し」が限界で、に似た催し」が限界で、稽古が必要な茶の湯に足を踏み入れる人はこの先も現稽古が必要な茶の湯に足を踏み入れる人はこの先も現稽古が必要な茶の湯に足を踏み入れる人はこの先も現稽古が必要な茶の湯に足を踏み入れる人はこの先も現

れないだろう、れないだろう、れないだろう、れないだろう、と実感しと実感しと実感しと実感しましたましたましたました。。。。「謙虚」が弱者の態度として否定的に評価さ「謙虚」が弱者の態度として否定的に評価さ「謙虚」が弱者の態度として否定的に評価さ「謙虚」が弱者の態度として否定的に評価さ

れがちなドイツ人社会れがちなドイツ人社会れがちなドイツ人社会れがちなドイツ人社会では、では、では、では、安心して他者と親切にし合える場が、柔和なタイ安心して他者と親切にし合える場が、柔和なタイ安心して他者と親切にし合える場が、柔和なタイ安心して他者と親切にし合える場が、柔和なタイ

プのドイツ人の間で切実に求められていることを感じています。プのドイツ人の間で切実に求められていることを感じています。プのドイツ人の間で切実に求められていることを感じています。プのドイツ人の間で切実に求められていることを感じています。    

                

↓↓↓↓    《尺八と茶の湯》《尺八と茶の湯》《尺八と茶の湯》《尺八と茶の湯》 の組み合わせの組み合わせの組み合わせの組み合わせで集客で集客で集客で集客    ↑↑↑↑                                ↓↓↓↓    市市市市民大学民大学民大学民大学 『日本文化に触れる』『日本文化に触れる』『日本文化に触れる』『日本文化に触れる』    ↑↑↑↑            

                                    



ドイツに於ける武道の歴史 

➀ 柔術 

ドイツにおける柔術の普及にはエーンリッヒ・ラーン

(1885-1973)が大きな役割を担っている。 

商家の生まれで幼少の頃からアジア、そして日本人 

とも交流があり、武道を学んでいた。 

1906 年ベルリンでドイツ最初の柔術学校を設立。 

折しも同年に、日本海軍の巡洋艦二隻がドイツを親善

訪問し、時のドイツ皇帝ヴィルヘルム二世に「日本の

近接戦の技」を披露したという記録が残っている。 

また、アルビンハンコックと東勝熊の『嘉納柔術

(柔道)』のドイツ語版が出版され柔術の普及に重要

な役割を担った。その後は護身術と競技スポーツを

含むドイツ柔術として定着する。 

②合気道 

1965 年浅井勝昭師

範が合気会（合気道

の社会普及を目的

とした公益法人。創

始者:植芝盛平）の

要請で渡独。1967 年

にドイツ合気会を

創立。ドイツ合気道

協会(Deutscher Aikido Bund)の会員数は約6,200人。 

合気道を学ぶドイツ人には武道、護身術の肉体的観

点と、日本的なものの考え方を会得したいという精神

的な観点の 2 つの観点がある。 



追加説明追加説明追加説明追加説明    １１１１    

⑤⑤⑤⑤ハイデルベルク民族博物館ハイデルベルク民族博物館ハイデルベルク民族博物館ハイデルベルク民族博物館    

日本コレクションは、版画、版木、絵画、彫刻、書跡、陶磁器、工芸品など約3,000点に達する

が中でも多いのが色刷り版画。 

⑥⑥⑥⑥フランクフルト工芸美術館フランクフルト工芸美術館フランクフルト工芸美術館フランクフルト工芸美術館    

1877年創設された美術館。東洋分野のコレクションも多く、約6,000点を所蔵する。そのうち中

国のものが三分の２を占める。日本のものは根付など小さいものを含めると約1,800点ある。 

⑦⑦⑦⑦ケルン東洋美術館ケルン東洋美術館ケルン東洋美術館ケルン東洋美術館    

1913 年ヨーロッパ発の東洋美術館として設立。1944 年に空襲で焼失。1977 年に日本人の設計で

新築。建物の真ん中に日本庭園が設えられている。 

⑧⑧⑧⑧ランゲン美術館（デュッセルドルフ郊外）ランゲン美術館（デュッセルドルフ郊外）ランゲン美術館（デュッセルドルフ郊外）ランゲン美術館（デュッセルドルフ郊外）    

 2004年オープン。東洋美術と現代美術を展示する個人美術館。設計安藤忠雄氏 

⑨⑨⑨⑨ハンブルク美術工芸博物館ハンブルク美術工芸博物館ハンブルク美術工芸博物館ハンブルク美術工芸博物館    

1877年開館。1873年のウィーン万国博覧会で日本の美術に接して深い感銘を受けそこから日本美

術の収集が始まった。青銅器、金属工芸品陶磁器、根付、漆器、籠細工、木版画などの美術工芸

品が購入された。 

この美術館全部で約100万点の収蔵品があり日本美術だけでも約１万点に及ぶ。 

館内には裏千家寄贈の茶室「松静庵」がある。 

⑩⑩⑩⑩ハンブルク民族学博物館ハンブルク民族学博物館ハンブルク民族学博物館ハンブルク民族学博物館    

1879年設立。世界中からもたらされた民俗資料が大量に収蔵。 

日本の美術工芸品も数千点あるがまだ十分調査が尽くされていない。明治初期にお雇外国人とし

て来日したドイツ人が持ち帰った武器や武具類が数多く含まれる。 

20年余前からひな祭りの時期にひな人形を飾っている。そしてこの前後、水墨画、マンガ、折り

紙、将棋、影絵作り、香道、絞り染め、坐禅などのワークショップ、また古武道のデモストレー

ション、コスプレの発表会、講演会、和太鼓演奏、映画会等様々な日本文化の紹介が行われる。 

 



追加説明追加説明追加説明追加説明    ２２２２    

日本古美術海外展日本古美術海外展日本古美術海外展日本古美術海外展    

文化庁では、我が国の優れた文化財を諸外国に紹介し、日本の歴史、文化に対する理解を深め、

国際文化交流を推進するため、昭和昭和昭和昭和 26262626 年以降年以降年以降年以降、国宝、重要文化財を含む日本古美術海外展を継続

的に実施しています。 

ドイツ国内で開催されたものドイツ国内で開催されたものドイツ国内で開催されたものドイツ国内で開催されたもの（文化庁資料（文化庁資料（文化庁資料（文化庁資料によるによるによるによる））））    

展覧会の名称 会  場 期 間 

日本の考古-曙光の時代展 ライス・エンゲルホルン考古学

民俗学博物館（マンハイム） 

マルティン・グロピウス・バウ

展示館（ベルリン） 

平成 16 年７／24～10／24 

平成 16年 11／19～１／31 

日本とヨーロッパ1543～1929 マルティン・グロピウス館（ベ

ルリン） 

平成５年９／12～12／12 

四季-日本の美術展 ハンブルク特別市工芸美術館 昭和 62 年９／16～11／８ 

日本陶磁名品展 ヘッチェンス美術館（デュッセ

ルドルフ） 

ベルリン東洋美術館 

リンデン美術館（シュトゥット

ガルト） 

昭和 53年 10／１～11／12 

昭和 53年 11／23～昭和 54 年 1／７ 

昭和 54 年１／19～３／４ 

書の美展 ケルン市立東洋美術館 昭和 50 年２／12～３／25 

スイス・西ドイツ巡回日本古

美術展 

チューリッヒ市立美術館 

ケルン市立東洋美術館 

昭和 44 年８月 

昭和 44年 11／14～昭和 45 年 1／３ 

今秋もあります！！今秋もあります！！今秋もあります！！今秋もあります！！（（（（2019201920192019 秋、ﾐｭﾝﾍﾝ五大陸博物館）秋、ﾐｭﾝﾍﾝ五大陸博物館）秋、ﾐｭﾝﾍﾝ五大陸博物館）秋、ﾐｭﾝﾍﾝ五大陸博物館）    

 ﾐｭﾝﾍﾝ五大陸博物館は 2019 年秋にシーボルト特別展を開催し、シーボルトのコレクションを「シ

ーボルト博物館」として新たに展示し、多様な研究者および博物学者としてのシーボルトを紹介し

ます。（在ﾐｭﾝﾍﾝ日本国総領事館 HP より） 

 

海外の日本美術品の修復海外の日本美術品の修復海外の日本美術品の修復海外の日本美術品の修復    

 海外に所在する日本の古美術品は、日本文化を紹介する文化大使とも言うべき役割を担っていま

す。しかしながらそのなかには、気候風土の違いなどから損傷がすすみ、公開に支障をきたしてい

る作品も少なくありません。 

そこで、海外の美術館・博物館が所蔵する絵画作品を対象にして、文化庁は、平成３(1991)から

「在外日本古美術品保存修復協力事業」「在外日本古美術品保存修復協力事業」「在外日本古美術品保存修復協力事業」「在外日本古美術品保存修復協力事業」を開始しました。平成９(1997)年度からは対象を漆工品当

の工芸品にも拡大するとともに、平成 13(2001)年からは東京文化財研究所が事業主体となってこ

れを推進しています。 

 さらに平成 18(2006)年からはドイツのケルン東洋美術館ケルン東洋美術館ケルン東洋美術館ケルン東洋美術館に執行品の修復工房を開設し、平成

20(2008)年度からはベルリンにあるドイツ技術博物館ベルリンにあるドイツ技術博物館ベルリンにあるドイツ技術博物館ベルリンにあるドイツ技術博物館に絵画作品の修復工房を開設して、日本から

の専門家を派遣して現地での修復も行っています。 



追加資料追加資料追加資料追加資料    ３３３３    

熙代勝覧（きだいしょうらん）熙代勝覧（きだいしょうらん）熙代勝覧（きだいしょうらん）熙代勝覧（きだいしょうらん）    

    文化 2年（1805年）の江戸日本橋を描いた絵巻。作者不明 

縦 43.7㎝ 横 1232，2㎝の長大な絵巻。日本橋通りに連なる問屋街とそれを行きかう人物が克明に

描かれている。1999年にドイツで発見される。（それまでは中国美術として保管されていた） 

画題の「熙代勝覧」は「熙（かがや）ける御代の勝（すぐ）れたる景観」の意であり、当時の江戸の

繁栄を後世に残す目的に制作されたものと考えられている。 

2003年には江戸東京美術館で 2006年には三井記念美術館で展示され 2度の里帰りを果たしている。

その後、名橋「日本橋」保存会及び日本橋地域ルネッサンス 100年計画委員会によって江戸東京博物

館監修の下、1，4倍の複製が作成された。複製は詳細な説明とともに東京メトロ三越前駅地下コンコ

ースに設置され、2009年 11月除幕された。（下記写真はコンコースにて撮影） 

 

   



 

俳句について活溌に活動されているバイエルン州ミュンヘンのバイエ

ルン独日協会の状況について、ミュンヘン句会責任者である村戸裕子様

よりメールや HP を通してお話を伺いました。村戸様はミュンヘン句会創

設直後からの会員で、2008 年より責任者としてドイツでの句作活動にご

尽力されていらっしゃいます。 

1961 年、バイエルン独日

協会は、ルードヴィッヒ・

マクシミリアン（ミュンヘ

ン）大学の関係者により設

立されました。（会長 Dr.

オリバー・シェーン） 

その後、日独間の様々な

分野で関係を緊密化され、

この 60 年近くで会員数約 800 人、     【ミュンヘン句会】
 

ドイツ最大の独日協会になりました。日本に関するイベントは年間 80 回

以上開催され、定期的に日本映画鑑賞会も開催されています。 

1997 年末、バイエルン独日協会ドイツ語句会は、協会理事の孝子フォ

ン・ツェルセンさんによって創設されました。当時、ミュンヘンにはギ

ュンター・クリンゲという俳人が活躍していて、既に 1993 年、1997 年

に日独俳句交流がミュンヘンで行われていたとのことです。 

句会の設立には日本から俳人の山田弘子さんも関係していらっしゃい

ますので、ミュンヘン句会はホトトギスの流れを汲む伝統俳句を旨とし

ています。1995 年 1 月「円虹」を立ち上げた弘子主宰は、何年もミュン

ヘン句会の句に句評を寄せていらっしゃるとのことです。 

 



 

  

バイエルン独日協会 20 周年記念合同句集『Auf 

Seide gemalt – 絹に描かれ』（2017 年刊）に収め

られたドイツの皆様の俳句を村戸様の和訳ととも

に抜粋でご紹介します。 

 

 

【「Auf Seide gemalt」の表紙】 

 

Auf Seide gemalt  

ein Kranich im Flug – wie leicht 

ist mir dieses Kleid. 

          Rainer Mehringer 

絹に描かれ 

飛行中の一羽の鶴 － 何と軽いこと 

この服は。 

    ライナー・メーリンガー 

Plötzlich verstummt 

das Vogelgezwitscher – 

nur noch Regen.              

Detlev Dehn 

鳥の囀りが 

突然止む － 

あとはただ雨だけ。 

               デートレフ・デーン 

Nur das Licht spielt 

Auf weiten Schneefeldern 

mit der Krähe. 

Yuko Murato 

広い雪原の上の 

光のみが 

鴉と遊んでいる。            

 村戸裕子 

Sommertag am Strand 

Er schaut aufs Meer – sein Kleines  

Boot fest in der Hand. 

Inge Johnson 

浜辺での日曜日 

その男の子は海を見るー自分の小さなボートを 

手にしっかり持って。 

インゲ ヨーンゾン 

Kindern des Tsunami 

ein Lächeln – aus Deutschland viel 

Ostergrusskarteｎ...   

          Mex Steffes- Hartmann 

津波に遭った子供たちに 

微笑みを ー ドイツからたくさんの 

復活祭カード... 

メックス シュテッフェス-ハルトマン 



        ＜＜＜＜    日本文庫の出版日本文庫の出版日本文庫の出版日本文庫の出版    ＞＞＞＞        （（（（追加説明追加説明追加説明追加説明１１１１））））    

彼女の編纂によって日本文学のドイツ語訳シリーズ「日本文庫」全彼女の編纂によって日本文学のドイツ語訳シリーズ「日本文庫」全彼女の編纂によって日本文学のドイツ語訳シリーズ「日本文庫」全彼女の編纂によって日本文学のドイツ語訳シリーズ「日本文庫」全３２３２３２３２冊冊冊冊

が刊行された（が刊行された（が刊行された（が刊行された（1993199319931993～～～～2000200020002000）。古典文学から現代文学まで幅広く収録されてい）。古典文学から現代文学まで幅広く収録されてい）。古典文学から現代文学まで幅広く収録されてい）。古典文学から現代文学まで幅広く収録されてい

る作品から翻訳者まで、選定は全て同教授によるものである。る作品から翻訳者まで、選定は全て同教授によるものである。る作品から翻訳者まで、選定は全て同教授によるものである。る作品から翻訳者まで、選定は全て同教授によるものである。    

                                                                                                                        ベルリン自由大学フリーベルリン自由大学フリーベルリン自由大学フリーベルリン自由大学フリー

ドリッヒ・シュレーゲル文学研究大学院院長。文芸書ドリッヒ・シュレーゲル文学研究大学院院長。文芸書ドリッヒ・シュレーゲル文学研究大学院院長。文芸書ドリッヒ・シュレーゲル文学研究大学院院長。文芸書

の翻訳および日本文学、日本文化に関する著作多の翻訳および日本文学、日本文化に関する著作多の翻訳および日本文学、日本文化に関する著作多の翻訳および日本文学、日本文化に関する著作多

数。日本研究の成果が評価されて１９９２年にドイツ数。日本研究の成果が評価されて１９９２年にドイツ数。日本研究の成果が評価されて１９９２年にドイツ数。日本研究の成果が評価されて１９９２年にドイツ

の学術界で最も権威あるゴットフリート・ヴィルヘルの学術界で最も権威あるゴットフリート・ヴィルヘルの学術界で最も権威あるゴットフリート・ヴィルヘルの学術界で最も権威あるゴットフリート・ヴィルヘル

ム・ライプニッツ賞を受賞。ム・ライプニッツ賞を受賞。ム・ライプニッツ賞を受賞。ム・ライプニッツ賞を受賞。    東東東東京のドイツ日本研究京のドイツ日本研究京のドイツ日本研究京のドイツ日本研究

所所長および日本研究会会長を歴任。１所所長および日本研究会会長を歴任。１所所長および日本研究会会長を歴任。１所所長および日本研究会会長を歴任。１９９５年、ド９９５年、ド９９５年、ド９９５年、ド

イツ連邦功労十イツ連邦功労十イツ連邦功労十イツ連邦功労十字章受賞。字章受賞。字章受賞。字章受賞。    

２０１１年、旭日中授賞受賞２０１１年、旭日中授賞受賞２０１１年、旭日中授賞受賞２０１１年、旭日中授賞受賞。。。。    

    

    

「日本文庫」に収録されている主な作品「日本文庫」に収録されている主な作品「日本文庫」に収録されている主な作品「日本文庫」に収録されている主な作品    

○古○古○古○古    典典典典        ＝＝＝＝『『『『古今和歌集』、『とりかえばや物語』、『方丈記』、『春雨物語』古今和歌集』、『とりかえばや物語』、『方丈記』、『春雨物語』古今和歌集』、『とりかえばや物語』、『方丈記』、『春雨物語』古今和歌集』、『とりかえばや物語』、『方丈記』、『春雨物語』    

○近代文学○近代文学○近代文学○近代文学＝＝＝＝夏目漱石夏目漱石夏目漱石夏目漱石『吾輩は猫である』、『吾輩は猫である』、『吾輩は猫である』、『吾輩は猫である』、島崎藤村島崎藤村島崎藤村島崎藤村『破戒』、『破戒』、『破戒』、『破戒』、    

永井荷風永井荷風永井荷風永井荷風『墨東奇譚』、『墨東奇譚』、『墨東奇譚』、『墨東奇譚』、大岡昇平大岡昇平大岡昇平大岡昇平『野火』『野火』『野火』『野火』        

○女流文学○女流文学○女流文学○女流文学＝＝＝＝宇野千代宇野千代宇野千代宇野千代『ある一人の女の話』、『ある一人の女の話』、『ある一人の女の話』、『ある一人の女の話』、円地文子円地文子円地文子円地文子『女面』、『女面』、『女面』、『女面』、    

河野多恵子河野多恵子河野多恵子河野多恵子『みいら採り猟奇譚』、『みいら採り猟奇譚』、『みいら採り猟奇譚』、『みいら採り猟奇譚』、    

石牟礼道子石牟礼道子石牟礼道子石牟礼道子『苦界浄土』『苦界浄土』『苦界浄土』『苦界浄土』    

大庭みな子大庭みな子大庭みな子大庭みな子『舞え舞え蝸牛』『舞え舞え蝸牛』『舞え舞え蝸牛』『舞え舞え蝸牛』    

○ドイツ語圏で初めて紹介された○ドイツ語圏で初めて紹介された○ドイツ語圏で初めて紹介された○ドイツ語圏で初めて紹介された    

＝＝＝＝古井由吉古井由吉古井由吉古井由吉『聖』『聖』『聖』『聖』、、、、丸谷才一丸谷才一丸谷才一丸谷才一『女ざかり』、『女ざかり』、『女ざかり』、『女ざかり』、    

島尾敏夫島尾敏夫島尾敏夫島尾敏夫『死の棘』『死の棘』『死の棘』『死の棘』    

○既にドイツ語に訳されている著名な作品を避けた○既にドイツ語に訳されている著名な作品を避けた○既にドイツ語に訳されている著名な作品を避けた○既にドイツ語に訳されている著名な作品を避けた    

＝＝＝＝森鷗外森鷗外森鷗外森鷗外『普請中』、『普請中』、『普請中』、『普請中』、谷崎潤一郎谷崎潤一郎谷崎潤一郎谷崎潤一郎『武州公秘話』、『武州公秘話』、『武州公秘話』、『武州公秘話』、    

川端康成川端康成川端康成川端康成『浅草紅団』、『浅草紅団』、『浅草紅団』、『浅草紅団』、三島由紀夫三島由紀夫三島由紀夫三島由紀夫『愛の渇き』、『愛の渇き』、『愛の渇き』、『愛の渇き』、    

井上靖井上靖井上靖井上靖『ある偽作家の生涯』、『ある偽作家の生涯』、『ある偽作家の生涯』、『ある偽作家の生涯』、    

井伏鱒二井伏鱒二井伏鱒二井伏鱒二『夜更けと梅の花』、『夜更けと梅の花』、『夜更けと梅の花』、『夜更けと梅の花』、    

大江健三郎大江健三郎大江健三郎大江健三郎『静かな生活』『静かな生活』『静かな生活』『静かな生活』    

○その他○その他○その他○その他    ＝＝＝＝    西田幾多郎西田幾多郎西田幾多郎西田幾多郎『善の研究』、『善の研究』、『善の研究』、『善の研究』、    

谷川俊太郎谷川俊太郎谷川俊太郎谷川俊太郎『地球へのピクニック』、『地球へのピクニック』、『地球へのピクニック』、『地球へのピクニック』、    

加藤周一加藤周一加藤周一加藤周一『羊の歌』、『羊の歌』、『羊の歌』、『羊の歌』、    

村上春樹村上春樹村上春樹村上春樹『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』 

【森鴎外『普請中』 

ドイツ東洋文化研究協会図

書室(ドイツ文化会館)より】 

日地谷日地谷日地谷日地谷====キルシュネライト・イルメラキルシュネライト・イルメラキルシュネライト・イルメラキルシュネライト・イルメラ博博博博
士士士士    

【日地谷＝キルシュネライト・イルメラ博士】 



10101010 人の日本人の日本人の日本人の日本人人人人作家と作家と作家と作家と人気の人気の人気の人気の作品作品作品作品        （追加説明（追加説明（追加説明（追加説明    ２）２）２）２）    

    

作家名作家名作家名作家名    作品名（ドイツ語）作品名（ドイツ語）作品名（ドイツ語）作品名（ドイツ語）    作品名（日本語）作品名（日本語）作品名（日本語）作品名（日本語）    

村上村上村上村上    春樹春樹春樹春樹    
Kafka am Strand 『海辺のカフカ』 

Die Pilgerjahre des farblosen 
Herrn Tazaki 

『色彩を持たない多崎
つくると、彼の巡礼
の』 

Gefährliche Geliebte 『国境の南、太陽の西』 

吉本吉本吉本吉本    ばななばななばななばなな    
Kitchen 『キッチン』 

Tsugumi 『TSUGUMI』 

大江大江大江大江    健三郎健三郎健三郎健三郎    
Hiroshima Notes 『ヒロシマ・ノート』 
Reisst Die Knospen ab…, 『取り替えっ子』  
Eine persönliche Erfahrung 『個人的な体験』 

川上川上川上川上    弘美弘美弘美弘美    
Der Himmel ist blau,die Erde ist 
weiß 

『センセイの鞄』 

Die zehn Lieben des Nishino 『ニシノユキヒコの恋と
冒険』 

Am Meer ist es wärner. Eine 
Liebesgeschichte 

『真鶴』 

安部安部安部安部    公房公房公房公房    Die Frau in den Dünen  『砂の女』 

小川小川小川小川    洋子洋子洋子洋子    
Das Geheimnis der Eulerschen 
Formel 

『博士の愛した数式』 

Schwimmen mit Elefanten 『猫を抱いて象と泳ぐ』 
Hotel Iris 『ホテル・アイリス』 

川端川端川端川端    康成康成康成康成    
Ein Kirschbaum im Winter 『山の音』 
Schneeland 『雪国』 

多和田多和田多和田多和田    葉子葉子葉子葉子    
Übersetzung  

Das nackte Auge 『旅をする裸の眼』 

芥川芥川芥川芥川    龍之介龍之介龍之介龍之介    
Rashomon 『羅生門』 
Das Leben eines Narren 『Fool’s Life』 

カズオ・イシグカズオ・イシグカズオ・イシグカズオ・イシグ
ロロロロ    

Der Maler der fließenden Welt 『日の名残り』 
Was vom Tage übrig blieb 『浮世の画家』 

 
 

  
 



        第 7 章 大学における日本学 
大学大学大学大学    留学者留学者留学者留学者    

（日本人）（日本人）（日本人）（日本人）    

著名卒業生、日本語・日本学の状況著名卒業生、日本語・日本学の状況著名卒業生、日本語・日本学の状況著名卒業生、日本語・日本学の状況    日本学日本学日本学日本学

科人数科人数科人数科人数    

その他その他その他その他    

フンボルト大学フンボルト大学フンボルト大学フンボルト大学    

1810181018101810 年創設年創設年創設年創設    

森鴎外森鴎外森鴎外森鴎外    

北 里 柴 三 郎北 里 柴 三 郎北 里 柴 三 郎北 里 柴 三 郎

寺田寅彦寺田寅彦寺田寅彦寺田寅彦    

宮沢俊義宮沢俊義宮沢俊義宮沢俊義    

ヘーゲル、コッホ、アインシュタイン等ヘーゲル、コッホ、アインシュタイン等ヘーゲル、コッホ、アインシュタイン等ヘーゲル、コッホ、アインシュタイン等    

1887188718871887 年年年年    東洋言語学科東洋言語学科東洋言語学科東洋言語学科    

（ドイツで最初の日本語教育）（ドイツで最初の日本語教育）（ドイツで最初の日本語教育）（ドイツで最初の日本語教育）    

クラウス・クラハルト教授；森鴎外記念館館長、クラウス・クラハルト教授；森鴎外記念館館長、クラウス・クラハルト教授；森鴎外記念館館長、クラウス・クラハルト教授；森鴎外記念館館長、    

儒学等の日本思想儒学等の日本思想儒学等の日本思想儒学等の日本思想史史史史研究研究研究研究    

    

    

ﾍﾞﾙﾘﾝﾍﾞﾙﾘﾝﾍﾞﾙﾘﾝﾍﾞﾙﾘﾝ自由大学自由大学自由大学自由大学    

1948194819481948 年創立年創立年創立年創立    

    1958195819581958 年日本語学科年日本語学科年日本語学科年日本語学科    

1/31/31/31/3 は文学、文化を、は文学、文化を、は文学、文化を、は文学、文化を、2/32/32/32/3 は政治・経済・は政治・経済・は政治・経済・は政治・経済・

社会社会社会社会を専攻しを専攻しを専攻しを専攻し日本研究日本研究日本研究日本研究    

    

350350350350    ド イ ツ 日ド イ ツ 日ド イ ツ 日ド イ ツ 日

本研究所本研究所本研究所本研究所    

ライプチヒ大学ライプチヒ大学ライプチヒ大学ライプチヒ大学    

1409140914091409 年創立年創立年創立年創立    

森鴎外、森鴎外、森鴎外、森鴎外、    

池田菊苗池田菊苗池田菊苗池田菊苗    

朝永振一郎朝永振一郎朝永振一郎朝永振一郎    

ゲーテ、シラー、シューマン、ゲーテ、シラー、シューマン、ゲーテ、シラー、シューマン、ゲーテ、シラー、シューマン、

ワーグナー、メルケル首相ワーグナー、メルケル首相ワーグナー、メルケル首相ワーグナー、メルケル首相    

    

    

    

    

    

1931193119311931 年日本語講座年日本語講座年日本語講座年日本語講座設置。中断後設置。中断後設置。中断後設置。中断後 1996199619961996 年新発足年新発足年新発足年新発足    

小林敏明教授；小林敏明教授；小林敏明教授；小林敏明教授；近現代の日本思想史、消費文化近現代の日本思想史、消費文化近現代の日本思想史、消費文化近現代の日本思想史、消費文化などのなどのなどのなどの研究研究研究研究    

50505050 ～～～～

60606060    

学生制限学生制限学生制限学生制限

中中中中    

ハレ大学ハレ大学ハレ大学ハレ大学    

1817181718171817 年創立年創立年創立年創立    

新渡戸稲造新渡戸稲造新渡戸稲造新渡戸稲造    1992199219921992 年日本学科年日本学科年日本学科年日本学科    （慶応大学と（慶応大学と（慶応大学と（慶応大学と

協定、ﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｸﾞﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）協定、ﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｸﾞﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）協定、ﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｸﾞﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）協定、ﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｸﾞﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）    

日本の政治、日本の政治、日本の政治、日本の政治、教育、市民社会、環教育、市民社会、環教育、市民社会、環教育、市民社会、環

境保護など研究境保護など研究境保護など研究境保護など研究    

        

ミュンヘン大学ミュンヘン大学ミュンヘン大学ミュンヘン大学    

1472147214721472 年創立年創立年創立年創立    

多和田葉子多和田葉子多和田葉子多和田葉子    1956195619561956 年日本学年日本学年日本学年日本学    （（（（古い日本と新しい日本古い日本と新しい日本古い日本と新しい日本古い日本と新しい日本

研究研究研究研究））））    

西田哲学、西行、日本の哲学史の研究。西田哲学、西行、日本の哲学史の研究。西田哲学、西行、日本の哲学史の研究。西田哲学、西行、日本の哲学史の研究。

都市空間、近代文学と都市論研究。日本都市空間、近代文学と都市論研究。日本都市空間、近代文学と都市論研究。日本都市空間、近代文学と都市論研究。日本

の文化、社会史、仏教等の研究の文化、社会史、仏教等の研究の文化、社会史、仏教等の研究の文化、社会史、仏教等の研究    

    日本学教日本学教日本学教日本学教

授授授授 5555 人人人人

（最大）（最大）（最大）（最大）    

ﾁｭｰﾋﾞﾝｹﾞﾝ大ﾁｭｰﾋﾞﾝｹﾞﾝ大ﾁｭｰﾋﾞﾝｹﾞﾝ大ﾁｭｰﾋﾞﾝｹﾞﾝ大

学学学学        1477147714771477 年年年年

創立（最古）創立（最古）創立（最古）創立（最古）    

在 留 邦 人在 留 邦 人在 留 邦 人在 留 邦 人

1150115011501150 人人人人    

1952195219521952 年日本学基礎科目年日本学基礎科目年日本学基礎科目年日本学基礎科目    

1993199319931993 年年年年    同志社大学「ﾁｭｰ同志社大学「ﾁｭｰ同志社大学「ﾁｭｰ同志社大学「ﾁｭｰ

ﾋﾞﾝｹﾞﾝ大学同志社センタﾋﾞﾝｹﾞﾝ大学同志社センタﾋﾞﾝｹﾞﾝ大学同志社センタﾋﾞﾝｹﾞﾝ大学同志社センタ

ー」開設ー」開設ー」開設ー」開設    

2008200820082008 年アジア地域文化研年アジア地域文化研年アジア地域文化研年アジア地域文化研

究所究所究所究所    

250250250250

～～～～

300300300300    

    

ﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸﾞﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸﾞﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸﾞﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸﾞ

大学大学大学大学    

    

    1985198519851985 年年年年    日本学科日本学科日本学科日本学科    

2009200920092009 年年年年    日独会議通訳修士日独会議通訳修士日独会議通訳修士日独会議通訳修士

課程課程課程課程    

2015201520152015 年年年年    京都大学に京都オ京都大学に京都オ京都大学に京都オ京都大学に京都オ

フィス開設（学生の相互交流）フィス開設（学生の相互交流）フィス開設（学生の相互交流）フィス開設（学生の相互交流）    

    

    

400400400400    

    

森鴎外記念森鴎外記念森鴎外記念森鴎外記念



大学大学大学大学    留学者留学者留学者留学者    

（日本人）（日本人）（日本人）（日本人）    

著名卒業生、日本語・日本学の状況著名卒業生、日本語・日本学の状況著名卒業生、日本語・日本学の状況著名卒業生、日本語・日本学の状況 日本学日本学日本学日本学

科人数科人数科人数科人数    

その他その他その他その他    

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ大ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ大ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ大ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ大

学学学学    

1914191419141914 年設立年設立年設立年設立    

    1960196019601960 年年年年    日本学日本学日本学日本学        日本関係日本関係日本関係日本関係

図書図書図書図書    45,00045,00045,00045,000    冊冊冊冊    

ドイツにおける俳諧、日本文学をドイツにおける俳諧、日本文学をドイツにおける俳諧、日本文学をドイツにおける俳諧、日本文学を

通じた日本文化の研究通じた日本文化の研究通じた日本文化の研究通じた日本文化の研究    

600600600600        

トリア大学トリア大学トリア大学トリア大学    

1970197019701970 年設立年設立年設立年設立    

    1985198519851985 年年年年    日本語学日本語学日本語学日本語学        日本語日本語日本語日本語

図書図書図書図書        10,00010,00010,00010,000    冊冊冊冊    

古典文学、能、狂言の研究。古典文学、能、狂言の研究。古典文学、能、狂言の研究。古典文学、能、狂言の研究。    

日本の古典文学、伝統など研日本の古典文学、伝統など研日本の古典文学、伝統など研日本の古典文学、伝統など研

究究究究    

300300300300        

ボン大学ボン大学ボン大学ボン大学    

1818181818181818 年設立年設立年設立年設立    

新渡戸稲造新渡戸稲造新渡戸稲造新渡戸稲造    マルクス、ハイネ、ニーチェマルクス、ハイネ、ニーチェマルクス、ハイネ、ニーチェマルクス、ハイネ、ニーチェ    

1959195919591959 年年年年    日本語学日本語学日本語学日本語学    

        

ケルン大学ケルン大学ケルン大学ケルン大学    

1388138813881388 年設立年設立年設立年設立    

    1978197819781978 年年年年    日本語学日本語学日本語学日本語学        ゲザ・ドンブラディ教ゲザ・ドンブラディ教ゲザ・ドンブラディ教ゲザ・ドンブラディ教

授（芭蕉・蕪村の連歌、俳諧に造詣が深い）授（芭蕉・蕪村の連歌、俳諧に造詣が深い）授（芭蕉・蕪村の連歌、俳諧に造詣が深い）授（芭蕉・蕪村の連歌、俳諧に造詣が深い）

が開始が開始が開始が開始    

        

ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ

大学大学大学大学    

1965196519651965 年創立年創立年創立年創立    

    1987198719871987 年年年年    現代日本研究現代日本研究現代日本研究現代日本研究

科設置科設置科設置科設置    

前みち子教授（文学、比前みち子教授（文学、比前みち子教授（文学、比前みち子教授（文学、比

較文化、ジェンダー研究）較文化、ジェンダー研究）較文化、ジェンダー研究）較文化、ジェンダー研究）    

島田信吾教授（比較社会島田信吾教授（比較社会島田信吾教授（比較社会島田信吾教授（比較社会

学、社会人類学）学、社会人類学）学、社会人類学）学、社会人類学）    

600600600600        

ﾃﾞｭｰｽﾌﾞﾙｸﾞ・ﾃﾞｭｰｽﾌﾞﾙｸﾞ・ﾃﾞｭｰｽﾌﾞﾙｸﾞ・ﾃﾞｭｰｽﾌﾞﾙｸﾞ・    

ｴ ｯ ｾ ﾝ 大 学ｴ ｯ ｾ ﾝ 大 学ｴ ｯ ｾ ﾝ 大 学ｴ ｯ ｾ ﾝ 大 学    

1891189118911891 年設立年設立年設立年設立    

    1993199319931993 年年年年    東アジア研究所東アジア研究所東アジア研究所東アジア研究所    

日本社会学、言語社会学。政日本社会学、言語社会学。政日本社会学、言語社会学。政日本社会学、言語社会学。政

治と宗教の関連研究など。治と宗教の関連研究など。治と宗教の関連研究など。治と宗教の関連研究など。    

100100100100        

ルール大学ﾎﾞｰルール大学ﾎﾞｰルール大学ﾎﾞｰルール大学ﾎﾞｰ

ﾌﾑﾌﾑﾌﾑﾌﾑ    

1965196519651965 年創設年創設年創設年創設    

    東アジア学部東アジア学部東アジア学部東アジア学部    （ドイツ唯一）（ドイツ唯一）（ドイツ唯一）（ドイツ唯一）    

2014201420142014 年年年年    中等教育日本語教員養中等教育日本語教員養中等教育日本語教員養中等教育日本語教員養

成課程開設成課程開設成課程開設成課程開設    

270270270270        

ハ ン ブ ル ク 大ハ ン ブ ル ク 大ハ ン ブ ル ク 大ハ ン ブ ル ク 大

学学学学    

1919191919191919 年創立年創立年創立年創立    

    1914191419141914 年年年年    ハンブルク植民地研究ハンブルク植民地研究ハンブルク植民地研究ハンブルク植民地研究

所内日本学講座（独内最初）所内日本学講座（独内最初）所内日本学講座（独内最初）所内日本学講座（独内最初）    

ドイツの日本学研究を最初に初ドイツの日本学研究を最初に初ドイツの日本学研究を最初に初ドイツの日本学研究を最初に初

めた大学めた大学めた大学めた大学    

『減磁物語』，『伊勢物語』、『徒『減磁物語』，『伊勢物語』、『徒『減磁物語』，『伊勢物語』、『徒『減磁物語』，『伊勢物語』、『徒

然草』などの訳、井上靖、谷崎潤然草』などの訳、井上靖、谷崎潤然草』などの訳、井上靖、谷崎潤然草』などの訳、井上靖、谷崎潤

一郎、川端康成、三島由紀夫等一郎、川端康成、三島由紀夫等一郎、川端康成、三島由紀夫等一郎、川端康成、三島由紀夫等

の訳。の訳。の訳。の訳。    

50505050    受入れ制受入れ制受入れ制受入れ制

限中限中限中限中    

 
 


