平 成 30 年 度

事 業 報 告

Ｉ． 平成30年度の当協会の活動は、以下の通りである。
(期日）

（講演者、演題、（参加人数））

東京

1 講演会
4月4日
4月11日
4月25日
5月2日
5月9日
5月30日
6月6日
6月13日
6月20日
6月27日
9月19日
9月26日
10月4日
10月10日
10月15日
10月17日
10月24日
10月31日
11月7日
11月14日
11月28日
12月5日
12月12日
1月8日
1月16日
1月23日
1月30日
2月6日
2月13日
2月20日
2月27日
3月6日
3月20日
3月27日

アントニ： 波の上 － 琉球王国における国家と宗教の関係 (38)
ライネケ：日本におけるドイツ航空宇宙センター － 宇宙開発における日独協力関係 （22)
ベッカー：小津安二郎と彼の時代の美学 （25）
マキノ：アイヌの遺骨は誰のものか － アイヌ研究の歴史と先住民の自主権 （18）
ゲーター：日本の色彩の世界 － 言語学的見地から （28）
ボルツェ：何故今日でもなお日本に拠点を置くことはドイツ経済にとって重要なのか （42)
ホルシュティック/ピロッタ（討論会）：写真はアニメと出会う （35）
ヘルベルト：沖縄からオリンピックへ － 空手の歴史と将来 （25）
メントライン/ニシヤマ/オオゴ(討論会）：東京オリンピックを前にして － 日本における広報活動 （42）
ヴァフートカ：日本文化史における妖怪談話 （35）
リル：シングルであること － 日本とドイツの比較 （25）
コバヤシ/ケーダー/マイ: （討論会）日本とドイツ － 伝統がイノベーションと出会う スタートアップへの新しいチャンス (35)
フォークト：沖縄県知事選の結果について (45)
ドブソン：アウグスト・ザハトラー インドシナとそれに続く地域におけるドイツ人写真家の活躍 1860 － 1873 (30)
クロプフェンシュタイン：俳句と短歌 － クラシックとモダン （18）
ヴァイス：スサノオは日本神話の中でどのように政治的に利用されたか （23）
ヴァルデンベルガー：地方の未来 － 理想と現実 （33）
ピロッタ：米海軍基地の沖縄からグアムへの移設の影響について （38）
シュトレープ：枕草子 (25)
ヴォンデ：“日本警察の父”F.W.Höhnの足跡を辿って （22）
ベルクマン：日本のインプレサリオ 佐々木忠次 (25）
シュタイナー：一休宗純とその時代 （30）
シュパイデル：2000㎞ 徒歩で日本を巡る (55)
メーデ：外国人の見た茶道 (22)
ギルゲン:歓迎されている または ただ我慢されている？ 日本の労働市場における障害者の統合について （30）
モルスバハ：1世紀以上に亘る切手の話 － 日独の比較 （25）
マゴーネ：誰も知らない最も面白い話 － 王朝時代の中国での公務員試験 （35）
レーベカンプ/ナイトハルト：アベノミクス － 泡沫景気か真の繁栄か (55)
プルカルトホーファー: 東京トポイ － この都会的な場所から消えたもの、生まれたもの (36)
ファンエス：現代中国と儒教的伝統 (35）
ブレッケン：自己責任という言葉の概念 － 自由な選択か課せられた義務か （38）
ロッホシュミット：17世紀前半の中国と明王朝の没落 (25)
ケプラー＝タサキ：いかにしてゲーテは日本人になったか - 国際的な接触と国内目的の歴史 (26)
シュレーダー：ベトナムの自動車産業 － 自由貿易及び生産ネットワークの制約のもとでの工業発展について (33)

2 シーボルトセミナー
4月16日
5月21日
6月11日
9月10日
10月8日
11月12日
12月10日
1月21日
2月18日
3月11日

鎌谷親義： シーボルトと和時計 １ (21)
鎌谷親義： シーボルトと和時計 2 (20)
石山禎一： 日本の時間の数え方に関する考察 － シーボルトに提供した吉尾権之助の蘭語論文 （20）
大井剛： 日本の年号「元号」のゆくえ (19)
ルプレヒト・フォンドラン： 日本とドイツ 共同の責任 (38)
橋本真吾：幕末知識人の世界認識 - 箕作省吾の対米観の形成 （19）
宮崎克則/ アーフケ・ファン エウィク： シーボルトの妻、おそのの手紙について （20）
大井剛： 地図に見る世界観 ９世紀から１９世紀 （20）
安藤万由子： １７世紀オランダ製地図の装飾絵画 － ブラウ『大地図帳』を例として （21）
橘伸子/大井剛: １７世紀オランダの地図出版者たち （20)

4 展示会
4月9日ー 15日
5月7日ー13日

新垣美奈展
櫻庭春来展

6月4日ー10日
9月24日30日
10月22日ー28日
11月19日ー24日
1月14日ー20日
2月11日～17日
３月１２日ー１８日

エヴァマリア・ホルスティック展
ジョー・ブロッカーホーフ展
西村文男展
シュテファン・ヴィンター展
レナート・ピロッタ展
四人展
日本の鎧展

5 その他
4月11日
4月18日
4月21日
5月16日
5月23日
5月27日
6月10日
9月29日
10月21日
10月28日
11月10日
11月17日
11月22日～24日
1月9日
2月2日
3月13日
3月23日

キッテンベルガー/ブレヒンガー＝タルコット： 生花市場見学 (13)
ベルガー： 映画鑑賞「Three Borders」 (38)
イマイ:東京の路地、佃島散策 (18)
シェーラー:映画鑑賞 「北朝鮮の現実」 (45)
年次総会 （71）
オグス： 新宿御苑散策 （16)
ヨシオカ：映画鑑賞「アサテラス」 (23)
ロエダ： 畳工房見学 (12)
カーロウ: 木場の角乗見学 (9)
杉本：川苔山ハイキング (6)
フィッシャー/ケプラー＝タサキ： 映画鑑賞「How to Cook Your Life」 （59）
ロエダ：畳工房見学 No.2 (11)
ギッテル/ロエダ:熊野旅行 (13)
メーデ：初釜体験 (23)
イマイ: アートの町横浜黄金町散策 (17)
創立146周年記念式典 (81)
カーロウ: 鋸山ハイキング (11)

その他引き続き日本語、生け花、書道のクラスを開いた。なお、毎月会員に配布している会報に日本および東洋に関する小文、日
本に関する書籍の翻訳また書評を載せた。当協会の図書室は現在約5000冊の図書を所蔵しているが、前年度に引き続き、在庫を
整理した上、日本および東洋に関するドイツ語、英語の書籍をより一層充実させた。

ＩＩ.

当年度の出版物は以下の通りである。
1 OAG 月報 OAG-NOTIZEN １号～１０号
2 野口薫編: すべてが遊び、遊びがすべて （W. シャウマン遺稿集）
Noguchi Kaoru (Hrsg.): Alles ist Spiel - Spiel ist alles; Ausgewählte Schriften von Werner Schaumann
ユーディチウム社、 ミュンヘン
3 野口薫編: 花と鳥の歌

（W. シャウマン遺稿集）

Noguchi Kaoru (Hrsg.): Singen von Blüte und Vögel.
ユーディチウム社、 ミュンヘン
4 A. クラヴィッター：東アジアの文字。 中国人アーティスト Xu Bingの文字世界。
Arne Klawitter: Fernwestöstliche Schrifträume. Die Zeichenwelten des chinesischen Künstlers Xu Bing.
ユーディチウム社、 ミュンヘン
5 石本静江：二つの世界に生きて （原本英語よりの翻訳：ビアビルト/レイコフスキ）
Shizue Ishimoto: Ein Leben in zwei Welten. Übersetzung aus dem Englischen von Gerhard Bierwirth und Harald Raykowski.
ユーディチウム社、 ミュンヘン
7 E.ロコバント：神道と天皇制。 神道セミナーの講座記録から
Ernst Lokowandt: Shinto und Tennosystem. Einführung und Überblick in 15 Vorträgen.
ユーディチウム社、 ミュンヘン
8 A. ロータハー: 沖縄。第二次世界大戦最後の戦場。
Albrecht Rothacher: Okinawa. Die letzte Schlacht des 2. Weltkriegs.
ユーディチウム社、 ミュンヘン
9 谷崎純一郎：瘋癲老人日記 （ドイツ語訳：J. ボハチェク）
Junichiro Tanizaki: Die Fußspur Buddhas; aus dem Tagebuch eines sonderbaren Greises. Aus dem Japanischen
neu übersetzt von Josef Bohaczek
ユーディチウム社、 ミュンヘン
9 L.L. グロムコフスカヤ：徳冨蘆花 － 粕谷の仙人。(原本ロシヤ語からの翻訳： P. ラフ）
Lidija L/vovna Gromkovskaja: Tokutomi Roka. Der Einsiedler von Kasuya. Aus dem Russischen übersetzt von
Pater Raff
ユーディチウム社、 ミュンヘン

10 P. パンツァー： 日本における初代オーストリア通商代表カール・リッター・シェルツァーの日記
P. Pantzer: Österreichs erster Handelsdelegierter in Japan. Das Japan-Tagebuch von Karl Ritter von Scherzer
1869.
ユーディチウム社、 ミュンヘン
III. 収益事業
1 ドイツ文化会館４階事務室を、引き続きドイツ観光局、ドイツ学術交流会、ドイツ研究振興協会、フリードリヒ･エーベルト財団、廣川
明と建築工房, コンラート・アデナウアー財団、ドイツテレビ、(株）アイコレクト・ジャパンに貸した。また1階を（有）イエナに貸した。地
下倉庫をドイツ学術交流会に貸した。

2 屋外駐車場を（株）パートナに引続き貸した。
3 ホールを、ピアノ発表会等に貸した。

附属明細書
平成30年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３項に規定する附属明細書「事
業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。

