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「シェンゲン協定をご存知ですか？」   

横浜日独協会会長  早瀬 勇 
 
１． シェンゲン（Schengen）協定？ そうです。

ヨーロッパで検査なしで国境を越えることを認

める協定です。ＥＵ（欧州連合）内のヒトの自由

な移動を保障しているのはこの協定なのです。現

在２６か国が参加しています。 
２． 「シェンゲン」というのは、ヨーロッパの小国

ルクセンブルクの小さな村で、私がルクセンブル

クに在勤中の１９７５～７８年頃は、まだレミヒ

郡のレメルシェン村でした。モーゼル河畔のワイ

ンの名産地で、サラッとした白ワインの味を求め

てワイン街道に車を走らせたものです。 
３． １９８５年６月１４日、モーゼル川に投錨して

いた“マリー・アストリット王妃号”の船上で、

ベネルックス（ベルギー、オランダ、ルクセンブ

ルク）、西ドイツとフランスの５か国が第１次シ

ェンゲン協定に署名しました。その５年後に同協

定を補足する施行協定が署名され、協定参加国の

間では国境検査を撤廃することにしたのです（Ｅ

Ｕ参加国の中では島国の英国とアイルランドは

非加盟）。この１次と２次のシェンゲン協定が１

９９７年のアムステルダム条約によってＥＵの

法律として、ＥＵ内の自由な国境移動を保障する

根拠法となったのです。（なお、この協定の改廃

はＥＵ理事会と欧州議会が議決すれば足ります

ので、改正の必要が生じた時でも全署名国の批准

は必要ありません。） 
ＥＵは域内でのヒト、モノ、カネの自由な移動

を基本とした経済統合を実現しました。そして今、

難民問題やギリシャ危機といった難問を抱えな

がらも、緩やかな政治統合を目指して関係国の一

層の協力体制が築かれつつあります。ですから、

人の移動を保障するシェンゲン協定は、ＥＵにと

って不可欠な協定です。 
４． シェンゲン協定の枠そのものが崩れるとしたら、

それはＥＵの終焉を意味します。しかし大きな不

安要因が二つあります。一つはテロリストがシェ

ンゲン域内に入った場合で追跡はまず不可能で

す。２０１５年１１月のパリ同時多発テロの実行

リーダーはベルギー国籍の元難民でした。二つ目

は厳冬でも流入が止まらない難民です。シリア等

からの大量の難民流入のためにハンガリーなど

は既に国境を封鎖し、オーストリーも難民受け入

れに上限を設けました。 
ドイツ、フランス、デンマーク、スウェーデンの 

（P2へ続く） 

 
 

Ｎr.３１ 
2016 年 ３月・４月 

第一回日独ユースフォーラム横浜 
 
趣旨 ：日本とドイツの若者が日独両国の協力・交流

について体験を交えた意見交換を行い、将来

の活動の方向を話し合い、親睦を深める場を

提供する。 
主催 ：横浜日独協会 
共催 ：ドイツ大使館、東京ドイツ文化センター 

横浜市、モトスミ・ブレーメン商店街 
BOSCH、トルンプ（株） 

日時 ：２０１６年４月１６日（土） 
１３：００－１７：００ 

場所 ：横浜国際協力センター 
   （横浜市西区みなとみらい１－１－１ 

パシフィコ横浜・横浜国際協力センター６階） 
 
プログラム： 
○基調講演   

    ドイツ大使館   ：von Rimscha 公使 

    トルンプ社    ：Pannen 社長 

 

○ドイツ旅行体験報告 

（第２回ドイツ派遣・高校生作文コンテスト優秀者） 

    県立保土ケ谷高校 ：石井梨也 

        〃    ：高橋優菜 

○討論会 

日本人学生： 横浜日独協会ヤングクラブ（YC）会員 

フェリス女学院大学、神奈川大学、 

他大学生、高校生 

ドイツ人学生：ブレーメン経済工科大学、 

他首都圏在住留学生 

陪席者：横浜市国際局 関山局長 

   フェリス女学院大学 矢野久美子教授 

   神奈川大学 Stefan Buchenberger 教授 

   ブレーメン経済工科大学 佐藤勝彦客員教授 

   元武蔵野美術大学 滝沢敬三先生 

   県立保土ケ谷高校 吉田敦子教諭 

   JDG Tabea Kauf, DAAD Laura Blecken 他  

 

討論テーマ ：「日本とドイツの生活スタイル」 

      ・日本とドイツの恋愛事情 

      ・日本とドイツの家庭事情 

      ・日本とドイツのキャリアパス事情 

連絡先： 

横浜日独協会理事小島拓人（tkginc@nifty.com）、 

事務局長能登崇（045-546-0801） 

横浜日独協会 YC 会員 渡邊大記（nabehiro@keio.jp）        
（フォーラム参加希望者は事前に上記連絡先にご一報下さい） 
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（P1 から続く）４か国は、６か月の期限付きで

すが入国審査を再導入しました。シェンゲン協定

は最大の危機に直面しています。 
５． 人道的見地とドイツ基本法（憲法）を基に寛

容な難民政策をとっているメルケル首相ですが、

国内外での逆風を受け、３月には地方選挙も控

えて苦悩の日々が続いています。（了） 
 

 
ドイツエンターテインメント文芸の現状と展望 

          講演会に参加して 
    

会員 澤 英明 
 
2016 年１月 16 日の例会に於いて、

“ドイツエンターテインメント文

芸の現状と展望”と題し、マライ・

メントラインさんの講演がありました。 
メントラインさんはドイツ、シュレースヴィヒ＝ホル

シュタイン州出身で、NHK 教育「テ

レビでドイツ語」に出演されている

他、早川書房の「ミステリマガジン」

誌やドイツ大使館文化サイト

「Young Germany」等でドイツ文

芸・映像作品の紹介エッセイを執筆

されています。また来日作家・アー

ティストの通訳や、ドイツマスコミ記事の翻訳作業も

行っています。 
今回の講演内容は下記の通りドイツミステリー文芸

に焦点を当て、時代的推移を踏まえて展開されました。 
１、1980 年頃まではドイツの格式高く知的な教養世

界の中で、ミステリー文芸は「旅の車中の暇つぶし」

と言い訳されるような日陰者の書物として扱われて

いました。 
２、1990 年に入り転機が訪れました。スウェーデン

人のヘニング・マンケル（1948 年生まれ、1970 年に

ノルウェーに移住）の社会派サスペンスが、いわば北

欧から来た「黒船」としてドイツに上陸し大きな影響

を及ぼしました。作品の「ヴァランダー警部」シリー

ズは社会の腐敗や移民問題も扱っており、知的な内容

を取り扱っているため、気兼ねすることなくプレゼン

ト出来る書籍と見なされるようになったのです。オー

ストリー、スイスを含むドイツ語圏都市の事件現場を

舞台にした超長寿刑事ドラマ「Tatort」の人気の効用

も、転機に影響しました。 
３、2010 年代に入りドイツミステリーは大きく飛躍

しました。 
要因の一つはドイツ人エンタメ作家のレベルアッ

プです。女流推理作家のネレ・ノイハウスは「ピア＆

オリヴァー」シリーズで人気の作家となりました。

2007 年当時、地元ではハリー・ポッターより人気が

あり、それを目にした大手出版社が全国的に販売し地

域ミストリー（Regionalkrimis）がベストセラーとな

ったもので、その後２０カ国で翻訳出版されました。

リアルな生活感があり、上流趣味的要素も織り込まれ

ているが、主人公はそれ程欲深くない設定が好感を呼

んだことも人気を得た一因でしよう。 
更にこれまでタブーであった「第三帝国」を題材とし

た、フォルカー・クッチャーの「ゲレオン・ラート」

シリーズやハラルト・ギルバースの「ゲルマニア」な

どのミステリーが登場するようになり、題材の幅が広

がりました。 
また貴族でドイツ屈指の刑事弁護士のフェルディ

ナント・フォン・シーラッハが自身の事務所の事件を

ベースに作品「犯罪」を書き上げ、2009 年にはドイ

ツ文学賞を受賞するなど、ドイツミステリー界の飛躍

に貢献しています。 
 
４、今後のドイツミステリーの展望としては、ジャン

ルを越えたアート的、実験的展開が見込まれています。

例えばドイツの名家の御曹司の誘拐殺人疑惑をテー

マにした、フォン・シーラッハの「禁忌」は本格的ミ

ステリー小説に相応しい評価と反響を得ています。 
また、セバスチャン・フィツェックの「ヨシュアの貌」

の如く先端情報小説としてのポテンシャルを示す作

品も出てきました。 
更に歴史記憶の伝授に繋がる、知的好奇心を喚起す

るエンタメの可能性への挑戦も見られるなど、ドイツ

ミステリーは幅広い展開を見せています。 
５、講演の感想 
文芸ジャンルの講演会に初めて参加して、正に目か

ら鱗の想いがしました。米国では、エドガー・アラン・

ポーの短編が 1840 年台に既に出版されており、また

イギリスでは「シャーロック・ホームズ」の長編が 1880
年代に発表されています。メントラインさんの講演の

中で、1990 年台にヘニング・マイケルのミステリー

作品が「北欧から来た黒船」と紹介されたのも成るほ

どと想われ、全体的にも極めて印象的で、ドイツミス

テリーへの興味を掻き立てられました。（了） 
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ドイツと私   2 月例会に出席して 

 

横浜日独協会の皆さま 

 

初めまして。私は、新入会員の河野

健（こうのたけし）と申します。 

 

早瀬勇会長のご勧誘により、2015 年 11 月に会員と

なり、皆さまのお仲間に入れて頂くことになりました。 

私とドイツとの関わりは、学生時代にドイツについ

て勉強し、銀行に就職後 1967 年～1969 年と 1971 年～

1975 年にドイツに滞在、帰国後 1992 年～1993 年にテ

ューリンゲン州経済振興公社日本代表部首席代表を

務めたことです。 

ドイツでは、ゲッティンゲン大学とキール大学で研

鑽を積んだ後、銀行のハンブルク支店、フランクフル

ト駐在員事務所、フランクフルト支店に勤務致しまし

た。 

フランクフルト駐在員事務所では、1968 年に横浜市

がドイツ・マルク外債を発行した際に、お手伝いをさ

せていただきました。 

ハンブルク支店、フランクフルト支店では、先輩で

ある早瀬会長と同じ時期に勤務したことがありまし

た。また、フランクフルトでは、能登崇常務理事と勤

務時期が一時重なっており、数十年後に思いがけず再

会することができました。これらも何かの奇縁と驚い

ています。 

私がドイツから帰国したのは 1975 年末ですから、

それから 40 年を経過し、その後ドイツは目覚ましい

変貌を遂げていますので、ＪＤＧＹを通して新しいド

イツを知る機会が得られることを、とても嬉しく思い

ます。 

 

2 月 20 日には、戸塚区民文化センターで開催された

ＪＤＧＹの 2月例会に、早速参加させていただきまし

た。「チェロ演奏会」ということで、第 1部は遠藤希

さんのチェロと大滝恵さんのピアノ（デュオ）による

名曲の数 （々「愛のあいさつ」「Ｇ線上のアリア」「白

鳥」など）と、遠藤さんの独奏でバッハの「無伴奏チ

ェロ組曲第 1番」が披露されました。遠藤さんと大滝

さんは、どちらも東京藝術大学を卒業されたご姉妹と

のことで、見事に息の合った、レベルの高い、素敵な

演奏を楽しませていただきました。 

第 2部はガラッと趣きを変えて、ピアソラの「グラ

ンタンゴ」の演奏に移り、アルゼンチン・タンゴの魅

力が十分に発揮された熱演により、会場は拍手喝采の

渦に包まれました。 

  また、遠藤さんは曲目の解説を兼ねたトークも併せ

て行なって、演奏を更に引き立てて下さり、 予定の

２時間はアッという間に過ぎてしまいました。どうも

有難うございました。 

  これからも、このような素晴らしい出会いの機会が

得られることを楽しみにしています。 どうぞ宜しく

お願い申し上げます。  

 

 

２０１６年４月 ゲーテ横浜校オープン！！ 

本年４月にゲーテ・インスティトゥ―トの横浜校が

みなとみらい地区に開設されます。 

JDGY のドイツ語講座へのご照会を戴いております会

員の皆様にも朗報です。 

  

・会場：東京ドイツ文化センター横浜校 

    横浜市西区みなとみらい 1-1-1 

       パシフィコ横浜・横浜国際協力センター６階 

・開設クラス：当初３クラス（１クラス-18 名予定） 

・開校予定日： 2016 年４月 開講 

・受講料： １時限=約￥１１６０－ 

・申込方法：２月２９日～３月１２日の期間内に 

  東京ドイツ文化センターへお申し込みください。 

なお、その際 JDGY 会員である旨仰ってください。 

 (連絡先； 03-3584-3267) 
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「日独ユース フォーラム」の相談会に参加して 
  
会員 山口利由子 
 

２月５日に４月１６日に開催される「日独ユース 

フォーラム」の事前相談会がありました。ドイツから

一時帰国中の井出航平さん、これから留学予定の廣岡

奈々子さんの歓送迎会も兼ねた会でした。ヤングクラ

ブ会員に加えて、ブレーメン経済工科大学佐藤勝彦客

員教授（著書を本会報で紹介）、JDG のタベアさん他が

駆けつけてフォーラムの議題の検討がされました。 

その中に JDGY 会員からドイツ語を勉強中で、この

春にドイツサッカー留学予定のＧ君も参加していま

した。 

ドイツには１０以上のサッカー留学ができるチー

ムがありますが、彼が行く予定の FC Basara Mainz は

2014/2015 シーズンに創設されたばかりです。 初年

度はドイツの最下位カテゴリーである 11 部からスタ

ートし、昨季は 26 勝 1 分 3 敗と圧倒的な強さで優勝

し昇格、今季は 10 部を戦っているというわけです。

その 10 部も 12節を終えて 11勝 1敗で首位、来季の 9

部昇格を見据えています。 

このチームは、山下 喬、岡崎 嵩弘、岡崎 慎司

の３人が発案者で、サッカーのファンが多いマイ

ンツで日本の若者にサッカーを学ぶ国際的な良い

環境を作ろうと始めたそうです。監督とゼネラル

マネージャーはドイツ人で、メンバーもドイツ人、

日本人の他にも様々な国籍が混じっています。 

 Ｇ君は、３月に中学校を卒業したらドイツへ旅立ち

ます。昔と違って若い人たちがどんどん気楽に海外へ

飛び立っていくのは頼もしい限りです。 

 しかし、それではドイツと日本の若者の交流が頻繁

にあるのかというと首をかしげてしまいませんか？  

ヤングクラブ開催の「日独ユース フォーラム」がこ

れからの日独の若者たちの交流を推し進める大きな

きっかけになることを祈っています。そのために、横

浜日独協会が今後協力できることは沢山ありそうで

す。 

『気が付けば息子がウイーン少年合唱団に』 

(2) 

 

会員 鈴木 優・弘美 

 

さあ、1 か月足らずで、あの「ウイーン少年合唱

団」の合宿に参加させなければなりません。現在の

メンバーはそれこそ世界中を歌って回ったベテラ

ン揃い、ここにドイツ語も英語もおぼつかない自分

の子を入れる。他の団員は 10 歳から附属小学校に

入り色々基礎を学びドイツ語もそこそこには理解

して合唱の出来るコアに配属されています。それで

もやれる事はやっておこうと気を取り直し行動に

取りかかりました。 

まず少年団に問い合わせて練習しておくべき曲

の譜面をメールで送信してもらいました。10 曲ほど

ありましたが、中に手書きで見えない曲やドイツ語

ではないハンガリー語の曲まで!!! 出来るわけな

いでしょ。そんな中、強力な援軍が現れました。小

学校の登校班にドイツ人と日本人のハーフのお母

さんがいたのです、その方に頼み毎日の様に来ても

らい、練習を手伝ってもらいました。そして一か月

の間にほとんど歌える様になってしまったのです。  

又、その時期にレッスンに通っていたマルチェッ

ラ・レアーレ先生の宿題曲ブラームス 2曲も仕上げ

てしまいました。後でレアーレ先生のレッスンに行

き、大変なことになりました。先生がレッスンにも

関わらず、これも歌って聴かせて、ではこれもと本

当に楽しんでくれたのです。滉一は 1時間半まるで

歌のミニリサイタルになってしまったのです。こう

して合宿に参加する準備は一応整いました。 

出発の日が来ました、戸塚駅まで私が車で送って

行きました。でもなんと滉一君は「わーい！成田エ

キスプレスに乗れる。」これから始まる大きな試練

を迎える兆しもなく無邪気にはしゃいでいました。 

（次号へ続く） 

 

 

NewYearConcert2016 最前列で歌う滉一君 
相談会後の懇親会 
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横浜開港資料館からのお知らせ 

日独修好 150 年の歴史－ 
幕末・明治のプロイセンと日本・横浜 
2016 年 2 月 3 日(水)～4 月 10 日(日) 

 

2011 年は、ドイツの前身であるプロイセンと日本が通

商条約を結んで 150 周年にあたる年であった。これを

記念し、翌年から国立歴史民俗博物館では、条約締結

以来の日独交流の歴史を紹介する展示が企画され始

めた。そして、昨年７月から同館での展示を皮切りに、

ドイツとの交流の歴史を持つ３都市の施設、長崎歴史

文化博物館・鳴門市ドイツ館・横浜開港資料館でも巡

回展を開催することになった。 
メイン会場の国立歴史民俗博物館では、江戸時代

から現代に至る日独交流の歴史が紹介されたが、当

館ではスペースの関係もあり、幕末から明治初年にか

ぎって、通商条約締結の過程と横浜でのドイツ人の活

躍を紹介することにした。開催にあたっては国内の諸

機関だけでなく、ベルリン国立図書館やハンブルク国

立文書館、プロイセン枢密文書館、また日本との交流

に尽力したドイツ人のご子孫からも多くの資料を借用し

たが、いずれの資料も巡回展で初めて公開されるもの

である。 
通商条約締結後、横浜はドイツ人と日本人が交流

する場所になったが、展示開催をきっかけに両国交流

の歴史の原点を振り返るとともに、日独交流の歴史に

横浜が果たした役割を知っていただきたい。 
 

●展示関連出版物の販売 

国立歴史民俗博物館編 
「ドイツと日本を結ぶもの 
－日独修好 150 年の歴史」 
２０００円（税込） 

 

 

この本の第 3 章「グローバル時

代の海外インターンシップ」で海外でのインターン

シップの意義を次の観点から説明しています。 

 

・国内でのインターンシップも大いに意義がありま

すが、海外インターンシップの特別な意義は何で

しょうか。又、国内インターンシップとの違いや

優位性を考えます。 

・海外インターンシップを実現させるための、事前

の準備について説明します。 

・海外インターンシップには種々の成果が考えられ

ますが「社会人基礎力」の側面からその成果を検

証します。海外インターンシップは就職活動に本

当に有利なのです。 

・海外留学にすべきか？海外インターンシップにす

べきか？ 

これら二つの期間も費用も大いに異なる経験のど

ちらを選ぶことが、妥当でしょうか。 

・日本の大学で海外のインターンシップ活動を積極

的に進めている AIESEC とは、どんな団体でしょう

か。 

・海外主要各国は日本からのインターン生をどのよ

うに受け入れているのでしょうか。 

・海外インターンシップはグローバル人材を育てる

方法として適当と思われます。実際にグローバル

に育ち、活躍している元学生・元海外インターン

生の足跡をご紹介します。 

・海外インターンシップの今後の展望を考えます。 

インターンシップ入門 
 

著者：ブレーメン経済工科大学 
佐藤勝彦客員教授  

   
ドイツ関連の新刊書紹介 
 
 ５年間にわたる Der Hafen の会長コラムをま

とめ、最近のＥＵ事情も加筆した著書『ドイツの

試練――難民、ギリシャ危機、脱原発』（早瀬 勇

著）が３月中旬に上梓されます。 
 帯には「ドイツとＥＵが直面する課題を通して、

日本のあるべき姿を問う」とあります。敗戦後の

経済復興から難民対応、シェンゲン協定の危機に

至るまでのドイツの発展と問題点を明かし、当横

浜日独協会の設立と活動に触れながら、日独二国

間の新たな関係を考える内容です。 
 本書は個人の自費出版で、出版は法人会員の

（株）文芸社。書店販売(予定)は、紀伊国屋新宿本

店、八重洲ブックセンター本店、三省堂神保町店

および有隣堂戸塚店などで３月中旬から。 
予定価格千３百円、２１０ページ。 （以上） 

「展示会招待券とチラシが事務局にあります 

 のでご希望の場合はご連絡下さい。」 
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法人会員 

 
株式会社文芸社 ウィンクレル株式会社 ボッシュ株式会社 トルンプ株式会社  

モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合 株式会社テレビ神奈川 

公益財団法人登戸学寮 株式会社コトブキ オーケストラ AfiA 神奈川大学  

 

東日本大震災チャリティコンサート 
 

・日時：３月１１日（金）１９：００開演 

・会場：独逸学園講堂 

・内容：クラシックからミュージカルまで 

・出演：東京横浜独逸学園合唱団・楽団及び 

    スペシャルゲスト 

・入場：無料（東北こどもプロジェクトへの 

      ご寄付を受け付けております。） 

 入場ご希望の場合は事務局（能登）宛て 

 ご連絡をお願い致します。 

   メール又は事務局 Tel&Fax: 045-546-0801 

 

行事予定 
■ 平成 28 年３月 例会： 

 ・日時： ３月 1９日（土）午後 3:00～5:00 

  ・会場： 戸塚区民文化センター4階 創作室 

 ・内容：講演 

矢野久美子フェリス女学院大学教授 

    『あるドイツ・ユダヤ女性の見た現代世界 

     ―今、なぜハンナ・アーレントか―』 

 ・会費： 例会－１０００円 懇親会－５００円 

    「他者に学び自分の言葉で語れ」（矢野教授） 

■ 平成 28 年４月 「ユース フォーラム」： 

 ・日時： ４月１６日（土）午後 1:00~5:00 

  ・会場： パシフィコ横浜； 

横浜国際協力センター ６階 

 ・内容： 第１回『日独ユース フォーラム横浜』 

      テーマ『日本とドイツの生活スタイル』 

 ＊入場可能人数に限りがありますので、出欠ハガ

キを早目に投函願います。  

■ 平成 28 年５月 総会／例会： （予告） 

 ・日時： 5月 21 日（土）午後 1:30～5:00 

   ・会場： 戸塚区民文化センター3階  

             多目的ホール（中） 

   ・内容： 定時総会及び例会（内容未定） 

  

新入会員： 

 ・吉田真里子様（よしだ まりこ） 

 ・金内みどり様（かねうちみどり） 

 
 

編集後記 

 今回は、ページ数 6枚の割に盛り沢山な情報をお

伝えできたかと思います。若い方達が頑張っている

なという印象を持ちました。できて間もないヤング

クラブに大きな可能性を感じました。常々、私も含

めた会員の平均年齢の高さが気になっていましたが

(笑)若い方達を盛り立てていくのには私達にも出来

る事がありそうです。ご意見、ご提案、お待ちして

おります。（山口） 

 

フェルトマン・フランクフルト市長 

歓迎レセプション 

 
 

 
 

 

 

 

 




