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新春随感

「明けましておめでとうございます」

心にしみた温かいスープ

――

厳寒のドイツで触れた人の情け
横浜日独協会会長

早瀬

勇

クリスマス休暇に入ったドイツ・ゲッティンゲン大学の国際学生寮は、
人気（ひとけ）もなく寒々としていた。薄曇りの窓外には小雪が舞い、
中庭の樅の木も白い毛皮を着たようで、今にも橇に乗ったサンタクロー
スが現れそうな、そんなホワイト・クリスマスだった。
寮母の連絡で玄関に出てみると、腰の曲がった見知らぬ老女が杖にす
がって立っていた。聖夜を寂しく寮で過ごす外国人留学生を、近くの自
宅に招きたいとの優しい申し出である。私はもう一人の寮生と共に、膝
まで積もった雪を踏みしめながら老女の丸い背中に従った。
その住まいは二階家の一階で、中は狭いが暖炉の小さな炎が暖かかっ
た。日本ではクリスマスをどう祝うのか、両親は健在かなどと尋ねたの
ち、衝立の後ろから温かいスープと鶏肉の料理を運んできた。身も心も
温まり、老女の気配りが骨身にしみて思わず涙腺が緩んだ。
学都ゲッティンゲンは 45 人のノー
ベル賞受賞者を輩出。 市役所前の
少女像“がちょう娘リーゼル”は
博士号を取った学生だけがキスで
きるという言い習わしで有名。

ワインに上気した老女は、思い出の糸を手繰るように人生を振り返っ
ていたが、暖炉の上の写真に目をやって、病死された元大学教授のご主人
と事故で亡くした息子さんの思い出を話すと、どっと涙があふれた。「あ
なたたちと同じくらいの歳でした。優しい子で・・・」と声を詰まらせた。

冬が過ぎ、夏学期も終わり、私は郵便局から派遣元の旧東京銀行へ修了論文を発送した後、お別れにチョ
コレートの小箱をもって老女の家を訪ねた。家は静まり返っていて、隣人に訊ねると春を待たずして亡く
なられたとのことであった。
異国で親切にされると、ことのほか身に沁みる。その後何度か海外勤務を経験したが、その都度ドイツの
老女の温かい気配りを思い出し、我が家にも日本人留学生や単身赴任者をお招きし、家内の手料理でもて
なした。シドニー時代にはしばしばワーキングホリデーの学生さんも立ち寄ってくれた。
今はスマホで母国の肉親との通話も簡単で、昔ほどの孤独感はないかもしれない。それでも異国で家庭
に招かれ風習や考え方に接することは、どれほど国際理解に役立つか計り知れない。横浜日独協会でも毎
年フランクフルトの姉妹協会から派遣される高校生を会員宅のホームステイで受け入れている。（了）
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を頼りにドイツ南部を移動してきたところで、同じ
時刻表の１ページの持つ意味の決定的違い。
また、このキンダートランスポートの像は、通過地
点のハンブルク、到着地のロンドン、リバプール駅
前にもあるということです。
今ベルリンでは「１９３７」という展覧会が行わ
れているそうですが、昨年のイギリスの EU 脱退決
定以降、自国第一主義、ナショナリズムの台頭等々、
内向きのうねりの混在するグローバル世界という
不安定な時代にいることを実感している時に、国を
超えて同じ人間として果敢に行動を起こした人々
を通して、あまり知られていない歴史の話を具体的
な資料を基に、お話しを伺えた貴重な機会でした。
次回ベルリンを訪れる際にはこの像をしっかり見
なければと思いました。

講演会「１９３７～１９３８年のベルリン」
―キンダートランスポートを中心に―を聴いて
会員

地野

洋子

１０月２１日戸塚区民センター
で２０余人の参加者のもと、ベルリン在住１７年の
中村真人氏の講演会が行われました。
講演者がここ数年取り組んでいるというテーマ、
ドイツ人とユダヤ人の問題、ドイツで第２次世界大
戦を直接体験した方の声を記録に留める活動から、
キンダートランスポート（子供の輸送）の話を中心
に、大戦前夜の時代のベルリンと今のベルリンの一
端を、種々の写真を見ながら伺いました。
第２次大戦中のナチスドイツによる迫害からユ
ダヤ人を救った活動については、リトアニア、カナ
ウスで日本通過ヴィザを発給した外交官杉原千畝
や、映画「シンドラーのリスト」の自身の工場雇用
ユダヤ人を虐殺から救った実業家オスカー・シンド
ラーについては少しは知っていましたが、このキン
ダートランスポートについては、そういうことがあ
った程度しか知りませんでした。
大戦前夜の１９３８年から１９３９年に、ナチス
支配下にあったドイツ、オーストリア、チェコスロ
ヴァキア（当時）に住んでいた約１万人のユダヤ人
の１７歳までの子供たちが、主にクエーカー教（キ
リスト友会）徒の組織的支援によって、多くの国は
すでにユダヤ人を受け入れなかった中で、イギリス
を中心に送られ救出された活動だったのです。何も
知らされず鞄一つで異国に送られた子供たち、親も
子も命がけの試練だったと思います。その救出作戦
で当時ドイツからイギリスに逃れた９０代の女性
２人に、この夏インタビューをする貴重な機会を持
ったということでした。
また同時期イギリスのシンドラーと言われる、ニ
コラス・ウィントンによるチェコのユダヤ人の子供
達のイギリスへの輸送の話も、映画「ニコラス・ウ
ィントンと６９９人の子供たちの」の DVD による
紹介と共に伺いました。
色々用意された写真の中で、３枚の写真が心に残
りました。
１枚は今年７月ベルリンのクエーカー教事務所で
撮られたキンダートランスポートにより救出され
たユダヤ人男性とドイツ人女性の高齢の２人が再
会した時の写真―積み重ねられた時の重さ。もう１
枚はベルリン、フリードリッヒシュトラーセ駅前の
同じ土台に置かれているという対照的な子供たち
の像で、強制収容所への「死への列車」の像の子供
達と、イギリスへの輸送の「生の列車」の像の子供
達―全く違う子供たちの表情の意味することの重
さ。更に１枚は、一般車輌で極秘に行われた輸送車
の１９３９年夏の時刻表。丁度この夏 DB の時刻表

「キンダートランスポート」の講演会を終えて
中村真人
この 10 月 21 日、横浜日独協会の
例会にて、『1937～1938 年のベル
リン－キンダートランスポート（子供の輸送）を中
心に－』というテーマで講演をさせていただく機会
に恵まれました。
キンダートランスポートとは、1938 年 11 月 9 日
の「水晶の夜」事件によりナチス支配下でのユダヤ
人迫害が激化した後、英国を始めとする諸外国が 17
歳までの子供の受け入れを表明し、同年 11 月 30 日
から 39 年 9 月 1 日までの間に 1 万人以上ものユダ
ヤ系の子供たちが救出された出来事を差します。ベ
ルリンのフリードリヒシュトラーセ駅前には、キン
ダートランスポートにより助かった子供と、後に強
制収容所に送られて殺害された子供とを対置させ
た印象的な記念碑「生への列車−死への列車」が置か
れています。
誰もが知るテーマではないにも関わらず、早瀬勇
会長を始め、皆さま大変熱心に耳を傾けてくださり
ました。貴重な場をいただいたこと、改めてお礼を
申し上げます。
さて、1 ヶ月後の 11 月 23 日、ベルリンのドイツ
連邦外務省で行われたキンダートランスポートを
偲ぶ記念式に参加する機会があったので、ここでご
紹介したいと思います。
この日、外務省のリヒトホーフで行われた行事に
は、キンダートランスポートの生存者やその子孫、
各国大使、地元の学校の生徒らが参加。ガブリエル
外務大臣に代わって臨席したミヒャエル・ロート政
務次官は、「子供はより良い世界を作るための希望
です。ここにいる若い皆さんにはキンダートランス
ポートの歴史を語り継いで欲しい。そして将来、ド
イツに住むあらゆる人が出身や宗教、性別、性的同
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一性如何を問わず、自由に安心して住めるよう力を
注いでください」と述べました。
生存者を代表して、作家のヴァルター・カウフマ
ン氏がスピーチをしました。1924 年にベルリンで
生まれたカウフマン氏は現在 93 歳。15 歳の時にキ
ンダートランスポートで英国に渡りましたが、第 2
次世界大戦が始まると、
「敵性外国人」としてオース
トラリアに送られる運命を辿ります。しかし、そこ
で出会った文学が自分の生きる支えになったそう
です。後にカウフマン氏は東ドイツに移住し、著名
な作家となりました。
記念式ではその後、英国、ベルギー、スウェーデ
ン、スイスなど、当時難民の子供たちを受け入れた
各国の大使に、ベルリンの小学校の児童から記念品
が贈られました。
キンダートランスポートへの関心は、特にこの数
年ドイツでも高まっているように思います。それは、
現在の世界を覆う不穏な情勢、特に難民を巡る状況
が当時と重なるからではないでしょうか。実際のと
ころ、現在世界に約 6000 万人いる難民の半数近く
が 18 歳以下の若者であり、ドイツにやって来た難
民の 3 分の 1 以上は子供だといわれています。キン
ダートランスポートの歴史は、いまを生きる私たち
にも大きな示唆を与えてくれるといえるでしょう。
2019 年 9 月 1 日に、第 2 次世界大戦の勃発によっ
てキンダートランスポートが中止を余儀なくされ
てから 80 年を迎えます。この日の記念式を皮切り
に、ドイツではこれから約 2 年かけて関連の行事が
行われていく予定だそうです。
講演会では十分にお話しできませんでしたが、こ
の 9 月に当時キンダートランスポートで英国に逃れ
た 90 代の女性 2 人にインタビューをする機会に恵
まれました。このことをまとめたルポを、岩波書店
の月刊誌『世界』に寄稿させていただくことになりまし
た。2018 年初頭の号に掲載される予定ですので、ご
興味がありましたらご一読いただけると幸いです。

中村真人
フリーライター。1975年、神
奈川県横須賀市生まれ。早稲
田大学第一文学部卒業後、
2000年よりベルリン在住。

未来志向の『同窓会』
～11 月例会に参加して～
会員 赤澤理恵子
ドイツでの勤務はおろか、在住歴も
無い私。『ドイツ同窓会』と銘打った
例会に参加するなど厚かましいにも
ほどがある。そう思いながらも、まあ、FEST だし。軽い気
持ちで臨んだところ…。甘かった！さすが
ゲーテ・インスティテュートとのコラボ。良い意味で期待
を裏切られ(?)、想像以上に濃密な、そして有意義な 6
時間を過ごさせていただきました。
「ただ昔を懐かしむだけの会にはしたくない。」フォンゲ
ーレン部長がおっしゃっていたように、グループに分か
れ、能動的に取り組むワークショップが 2 つおりこまれて
いました。

① ドイツに関するクイズやお祭りについての調査及び
発表
壁に貼られたヒントをもとに協力して解いたり、テキスト
から必要事項をまとめたり。悪戦苦闘しつつもフローリ
アン氏等の御支援のもと、和気藹々と取り組む事ができ
ました。祭りに関しても法律に明文化する等、ドイツらし
さに感嘆。昔通った語学学校の光景を髣髴とさせ、少
し若返った気分に浸りました。

②ドイツ(人)との交流の深め方に関する討論及び発表
各種団体への所属・イベントへの積極的参加・スポー
ツや芸術を通して・ネットを活用しての友人作り（タンデ
ムパートナーを含む）・文通等…。方法は様々だか、良
い出会いの機会は案外少ない、との御意見に賛同が
集まる。（所謂サブカルチャー的な趣味を持つドイツ人
が多く、マッチングがうまくいかない。）フォンゲーレン部
長からは、DfD（学習・交流サイト）の紹介や、ゲーテ横
浜校での STAMMTISH（常連の会合）も検討してみよう
か、とのお言葉をいただきました。
素敵な音楽のコーナーも 2 つ。

① Ninja Beats
初めて耳にするサウンドにただただ驚嘆致しました。
ヒューマンビートボックスを御存知ですか?口などを使っ
てドラムや楽器の模倣をする音楽表現との事。それが、
癒し系のウクレレと野太く且つ哀愁を帯びた津軽三味
線と競演すると…。２年前のインディーズバンドの世界
大会では、なんと優勝。欧州ツァーも成功させたとか。
若い彼らの、今後の国際的な活躍を大いにご期待申し
上げます。

著書に『ベルリンガイドブッ
ク』（「素顔のベルリン」増補改
訂版）、『街歩きのドイツ語』
がある。
ブログ「ベルリン中央駅」
http://berlinhbf.com

② デュッセルドルフ日本男声合唱団
ドイツ語の持つ硬質な響きと、練り上げられた見事なハ
ーモニーが、心地よく耳に響きます。 『合唱で楽しむ
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ドイツの旅』との企画に、昔訪れた旅先の風景が、脳裏
に映し出されました。圧巻はアンコールの『ラデッキー
行進曲』。能登副会長がおっしゃっていたように、歌う
側にとっては早口言葉のようで、練習からして苦労の連
続だったそうです。四半世紀を越えるお仲間同士の絆
の深さに、心を打たれました。

でもない川との印象を受けた。ライン川はその両側
の高い台地の間を流れている。川面から台地までの
斜面は急峻だがブドウ畑、森・林が見られた。
船が進むにしたがって両側にいろんな古城が登
場してきた。さらには難所として知られたローレラ
イがある。ここを通過するときは当然ハイネ作詞の
曲が船上に流された。
＜ルール地方＞
ライン川に沿ってデッセルドルフから北に進む
と製造業の盛んなドイツの心臓部ルール地方を通
過する。ドイツ国内では最大の河港を有するディス
ブルグ、ルール地方の中心エッセン、オペルのボー
フム、ドイツ北部の交通の要衝ドルトムントなどの
駅が次々に現れた。列車から見える風景は製造業の
メッカにふさわしい建物・工場等が見える。中には
日本でも知られたものもあった。

休憩時にいただいたコーヒーとクッキーのおいしかっ
た事。懇親会でのビュッフェも素晴らしく豪華で、充実し
た交流タイムを過ごさせていただきました。

＜ハンブルグ＞
ハンブルグ港には実に多くの大小の遊覧船・船舶が
ひしめいていた。エルベ川は河口から１００ｋｍも
上流にあるにもかかわらず、川幅は大きく水流も豊
かで水深も深い。
当地は昔も今も港・船舶を力の源泉として、商業・
貿易・海運の拠点として世界を視野に発展してきた。
かつて日本企業の多くはドイツの拠点をハンブル
グに置いていた。
下流に向かって右岸は瀟洒な建物が続いていた。
きっと大金持ちの個人または有力企業の所有なのだ
ろう。左岸は工場・倉庫・住宅などが混在していた。
船のへさきに行き思う存分エルベ川の風景を楽
しむことが出来た。

林市長（代読）や早瀬会長の御挨拶にもあったように、
パートナー校提携や、独語の第二外国語履修促進等
が、各界を挙げて進められているそうです。本例会は、
日独交流の今後に思いを馳せ、一時的とはいえ、ドイ
ツとの関わりを持った自分自身についても、改めて考え
る良い機会となりました。
末筆ながら、準備と運営に携わられたすべての皆様
に、心より感謝申し上げます。なごやかで、有意義な
『同窓会』を、ありがとうございました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ゲーテ横浜校同窓会行事に参加して

＜ベルリン＞
ド イ ツ 旅 行 の 思 い 出
ベルリン近郊のザクセンハウゼン強制収容所を
訪れた。３年前に見学したワイマール近郊のブーヘ
ンヴァルトと同様、大勢の人々特に若者グループの
会員 田川知春
姿が目についた。彼らはガイドの説明を熱心に聞い
ていた。負の歴史をしっかり受けとめ、過ちを繰り
６０年前の多感な青春の時、世界
返さないことを国・社会が誓い、若者たちに学習さ
史に燦然と輝く疾風怒濤時代の小
せていることだと思う。
説特にゲーテの「若きヴェルテルの
次にベルリン北部の森と湖に囲まれ、瀟洒な家々
悩み」に出会い、以降ドイツファンとなりました。
が続く住宅街にあるヴァンゼー会議記念館を訪れ
退職後に自由な時間を得て、私が学んだドイツ史
た。ユダヤ人絶滅作戦の国による具体化が決定され
に登場する、一つ一つがいつかは訪れたいと念じてい
たドイツ各地を訪ね、遅すぎた青春を満喫しました。 た場所だ。政府上層部で決定していたものを、この
会議は国の機構全体で具体化のための役割分担を
先日のゲーテ協会で行われたドイツ同窓会フェ
決めることにあった。展示室で特に印象に残ったの
ストに参加し、
「合唱で楽しむドイツの旅」の素晴ら
は、当時の絶滅作戦遂行の指示書および報告書のコ
しい歌声を聞きながら訪れた都市・街の様子を懐か
ピーが展示されていたことだ。７０年以前の資料だ
しく思い出しました。
がすごくリアルだった。
＜ライン川＞
＜追記＞
中洲のようなものはなく、川全体が用水路のよう
詳細については「ドイツ北部夏の旅行記」
に速く流れていた。ドイツ産業の大動脈として活用
ameblo.jp/momo5431
をご参照ください。
されてきたが、子供たちが水泳を楽しむなんてとん
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新年のご挨拶

小賀野 敏子（横浜市政策局女性活躍・男女共同参
画担当理事）様から下記のご案内を頂きました。

小林俊策（YC Darmstadt 支部）
【ご案内】
新年あけましておめでとうござい
ます。今年もよろしくお願いいたします。

1 月 27 日横浜女性ネットワーク会議を開催します

Stuttgart 大学の航空宇宙工学専攻修士課程に在
籍中の小林です。現在、修士論文の執筆のために
Braunschweig にある DLR ドイツ航空宇宙センタ
ーで日々勉学に励んでおります。
今年のお正月は残念ながら家族と一緒に過ごすこ
とはできませんが、友人たちとともに Amsterdam
で楽しく年越しをしたいと思っております。

横浜市では林市長のもと、シンポジウム「横浜女性
ネットワーク会議」を毎年開催し、女性のエンパワメント
を進めております。今年度は、年明け 1 月 27 日（土）
にパシフィコ横浜で実施いたします。
寒さのピークですが、ご参加いただければ、ありがたく
存じます。貴会並びに関係者の皆さまにもご紹介いた
だければ幸いです。

旧年は新しいことに挑戦した年でした。七月の
Space Design Workshop では宇宙ステーションの設
計を世界 20 ヶ国以上の学生と一週間という短い
時間の中で一緒に作り上げました。１１月から前
述したように、新しい場所で流体の数値シミュレ
ーションについて学んでいます。

■お申込み・詳細はこちら
HP→ http://network-wobizfesta.yokohama/
※イベントの詳細は次のとおりです。

新年の目標は修士論文を完成させ、大学を無事
に卒業することです。残りの学生生活を悔いの残
らないように、そして良い成績を残せるように、
さらに努力を重ねていく所存です。

▼ 2018 年 1/27(土)開催！ 参加者募集中

横浜日独協会会員様、ならびにヤングクラブ会
員様のますますのご活躍を心よりお祈り申し上げ
ます。

働く女性、起業する女性の応援イベントを開催します。
事前申込制の「シンポジウム」では、ＮＨＫ朝の連続テ
レビ小説「あさが来た」の脚本家・大森美香さんの基調
講演のほか、各界で活躍するリーダーや起業家による
パネルディスカッション、交流会を行います。また、当
日は女性起業家が商品販売や事業 PR、企業によるブ
ース出展などのエキシビションも入場無料で開催しま
す。男性、学生の皆さまのご参加も大歓迎です！
ご自身、そして組織・職場での女性の活躍推進につい
て考える機会 としていただければ幸いです。
ぜひご来場ください！

「横浜女性ネットワーク会議
＆ウーマンビジネスフェスタ」

Anne Neumann さんからのクリスマスカード
フランクフルトから今年
７月に来日し、当協会に
ホームステイしたアンネ
・ノイマンさん。
９月から１年間は香港の YMCA で見分
を広めています。元気でこの機会を
満喫しているようです。
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シンポジウム（講演会ほか）
●日 時： 2018 年 1 月 27 日（土） 13:00 ～ 17:00
※エキシビション（無料）は 10 時から
●会 場： パシフィコ横浜 会議センター
●定 員： 先着 400 人（男性、学生も可）
●参加費： 3,000 円（交流会飲食代含む）
●保 育： 予約制（１歳６か月～未就学児）、無料
●申 込： ホームページより受付中
詳細・参加申し込みは、下記ＵＲＬから
http://network-wobizfesta.yokohama/

一年のドイツ留学を終えて

サンディエゴにて

YC 会員 廣岡奈々子

YC 会員 川辺礼香
初めまして、YC の川辺礼香です。現在私は慶應義
塾大学の交換留学制度を利用してカリフォルニア大
学サンディエゴ校に留学しております。今月でサンデ
ィエゴに来て４ヶ月目になりました。
何もないアパートに４人のスウェーデン人のルームメ
イト達と Wi-Fi 設備や家具、自転車購入、銀行口座の
開設など新生活に向けての準備で忙しかった９月、
授業が始まり日々膨大なリーディングに圧倒されなが
らも徐々に自分のコミュニティが出来て生活がより楽し
くなった１０月、グランドキャニオンやテキサスに旅を
するなど行動範囲がより広がりつつも、留学の目的や
自分や他者の価値観をじっくり見つめ直す余裕がで
き始めた１１月、そして学業が Final Exams に向けて
よりシビアになりほぼ毎日夜遅くまで友達と図書館に
通い詰めた１２月。そして、現在は試験等も全て終わ
り、待ちに待った約３週間の冬休みに入りました。

こんにちは。フェリス女学院大学の廣岡奈々子です。
ドイツの西部にあるデュッセルドルフに、大学の交換
留学制度を利用し 2016 年の 3 月から１年ほどいまし
た。私にとってドイツ自体は４度目でしたが、デュッセ
ルドルフは初めて訪れる街でした。デュッセルドルフ
は、昔風の建物や飲み屋が多く集まるアルトシュタット
と、高級ブランドなどが立ち並ぶショッピングストリート
のケーニッヒスアレーなど、新しさと古さが入り交じる
街です。また、多くの日系企業が集まる街でもあり、街
中では多くの日本人を見かけることができます。

サンディエゴの魅力
メキシコの国境に近いサンディエゴは晴天率が３００
日、と一年を通じ温暖で快適な気候と美しい海に恵ま
れたカリフォルニアが誇るビーチシティです。2012 年
の統計結果によると、全米主要都市の中で７番目に
治安が良い街との結果を残すほど治安も非常に良い
です。
私の住むラホヤ (La Jolla)は私の通っている大学、
カリフォルニア大学サンディエゴ校 (University of
California San Diego 以下略して UCSD) がある街で
スペイン語で「宝石」という意味です。その名の通り宝
石のように美しく光り輝く海に恵まれており、世界的に
有名な絵本作家のドクター・スースが暮らしていた場
所としても有名です。

そんなデュッセルドルフで私が通っていたハインリッ
ヒ・ハイネ・デュッセルドルフ大学は、中心地とベンラ
ートの真ん中あたりに位置しています。5 つの学部が
あり、それらを合わせると学生の数は 1 万 7000 人を超
えるそうです。人文科学学部の中にある現代日本研
究科とフェリス女学院大学は協定を結んでいるため、
私も現代日本研究学科に在籍しながら、ドイツ語やゼ
ミに参加していました。
はじめはドイツ語も難しく、生活に慣れるのも大変で、
1 日 1 日がとても長く感じました。しかし、ドイツ人や日
本人、同じクラスメイトの様々な国の友人と過ごす事で
途中からはとても充実した日々を送ることができ、時
間が過ぎるのが早く感じるようになりました。この一年
は、私にとってとても大切な思い出になりました。4 月
から社会人となるので、ドイツに行くのはなかなか難し
くなると思いますが、これからもドイツと交流を深めて
いけたらと思います。

UCSD はカリフォルニア大学の中でも理系の授業が
充実しており、学業が大変であることで有名なこともあ
り、まだサンディエゴの魅力である海やアウトドアスポ
ーツへの容易なアクセスを活用しきれていませんが、
学業の息抜きにでも一年かけてゆっくり楽しもうと思い
ます。

有名なハイキングスポット Potato Chip Rock にて
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った学業やその他の出来事から一時距離を置き、
一年間にわたる留学生活の良い区切りになる気が
しています。
「新年からの残る後半の留学生活に向
けて一旦母国の空気に触れ、サンディエゴに戻っ
てからのエネルギーチャージをしたいと思います。

Pacific Beach の夕日で終える一日
大学の様子
アメリカの大学は日本と比べると、もちろんグループ
作業やプレゼンテーションが多いのですが、思ったよ
りもレクチャー形式が多いことに私は驚きました。こち
らでの仲の良い友達の多くはヨーロッパ各地から来た
留学生で、ルームメイトも全員スウェーデン人というこ
ともあり彼らのヨーロッパとアメリカの教育のあり方の比
較論も日々聞くことができ、学ぶことが多いです。

日 x 仏 x 独 @グランドキャニオン

ドイツクリスマスマーケット
in 都筑

例えば、こちらの大学では日々レクチャーに沿った宿
題や小テストなど細かな課題が多いのですが、スウェ
ーデン人のルームメイト曰く、あちらの大学ではそのよ
うなことが少なく、学期末の最終試験に向けて自分の
ペースで勉強をするスタイルだそうです。また、オラン
ダで勉強しているドイツ人の友達はドイツやオランダ
ではレポートや討論の際、Critical thinking が非常に
重視される中、こちらの大学ではその点が強調される
ことがあまりないことに驚いていました。
また、こちらの学生は非常に勉強熱心で試験期間外
でも図書館は常にいっぱいです。また、学業が大変
であるためか、大学内でのメンタルヘルスケアも非常
に充実しており、友達の多くも利用しています。日本と
比べ、ストレスやメンタルヘルスの話題が友達との会
話や SNS、大学の公式声明等など一般的に触れられ
ることが多く、それらに対する意識の違いに考えさせ
られることの多いこの頃です。

大学から１５分歩けば海
最後に
私も含め友達の多くもクリスマスやお正月を
家族と過ごすために帰省する人が多く、多忙であ
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【 会員コンサートのご案内 】

行事予定

舘野ゆかり会員（ソプラノ）

2018 年新年
オペレッタ・コンサート(JDGY 後援)

■ ２０１８年 １月例会：
・日時： １月２０日(土） 15:00～17:00
・会場： 戸塚区民文化センター ４階 創作室
・講演： －ルター宗教改革５００年記念講演－
講師：深井智朗 東洋英和女学院院長
・会費： 例会－１０００円 懇親会－５００円
＊当日はルター特別ポスター展示を
お楽しみ戴けます。

・日時： 2018 年１月 14 日（日）14 時 開演
・会場： アコスタディオ (JR 原宿より徒歩 2 分）
＊入場ご希望の方は事務局（能登）へご連絡下さい。

2017 年クリスマス会
毎年恒例のクリスマス会が昨年 12 月 16 日
（土曜日）
横浜ビールレストラン「驛（うまや）の食卓」で盛大
に開催されました。永田照夫さんのハーモニカ演奏や
恒例になりつつある吉田真理子さん（ダンス講師）の
ご指導で全員で踊り、H29 年の作文コンテストで選ば
れた 2 名の高校生や YC メンバーも加わって賑やか会
になりました。最後に全員で歌い、会長夫人手作りの
お菓子も頂いて、
平成 29 年の例会は全て終わりました。

■ ２０１８年 ２月例会：
・日時： ２月１７日（土） 15:00～17:00
・会場： 戸塚区民文化センター ４階 創作室
・講演： 川西重忠 桜美林大学名誉教授
アジア・ユーラシア総合研究所所長
演題『日独を繋ぐ“肥沼信次”の精神と国際交流
－八王子の野口英世 Dr.肥沼を知っていますか－』
・会費： 例会－１０００円 懇親会－５００円
■ ２０１８年３月例会：
・日時： ３月１７日（土）15:00～17:00
・会場： 戸塚区民文化センター ４階 創作室
・内容： （未定）

毎年、クリスマス会の企画担当の向井
さんと南雲さん（左写真）、
受付やピアノ伴奏と大活躍だった女性
陣（写真上）
お疲れ様でした！！

新入会員：
西条りみ様（さいじょう りみ）
松井健児様（まつい けんじ）
高橋野枝様（たかはし のえ）

協会会員が２００名に到達！！
横浜日独協会会員（個人＋法人）が
２０１７年末に２００名に達しました。
今後もどうぞご友人や若者をご紹介ください。
編集後記
HP と会報校正、印刷所への入稿をお
願いしている大井さん（写真右）と
私（向かって左）は、年に一度クリ
スマス会でお会いします。いつも大
井さんに助けて頂いており、感謝い
たしております。
今年は、どんな会報がお届けできる
でしょうか。皆様の投稿をおまちし
ています。
（山口）
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