日独学生交流会（バウムクーヘンの会）
担当教員：人文社会系

相澤 啓一

「バウムクーヘンの会」は、ドイツから筑波に来た留学生と、ドイツに関心を持つ日本人
学生が毎週集まって、日本語とドイツ語でおしゃべりする会です。筑波に来るドイツ人学生
の多くは日本学の学生なので、学類生はその多くが比較文化学類に所属します。英語中心の
国際化が急速に進む中でも、日本語やドイツ語といったローカルな言語でのコミュニケーシ
ョンの機会は大切にしたいところ。そこで、日独学生交流の会がかれこれ 10 年以上続いて
います。
バウムクーヘンの会は、夏休みをはさんでメンバーが変わります。多くのドイツ人学生が
夏休みを境に入れ替わるからです。2015 年度も、それまで筑波で仲良くしたドイツ人学生た
ちと、7 月にお別れパーティを開きました。

（2015 年 7 月 7 日、お別れパーティ）
ドイツ人学生たちが再び筑波キャンパスに溢れるようになるのは 10 月のこと。とはいえ
なかなか日独の学生が自然発生的に集まれるわけではありません。そこで毎年 10 月、新た
な年度のバウムクーヘンの会に新たに到着したドイツ人学生たちが集められます。いや、実
は学生たちの多くは、日本に来る何ヶ月も前、筑波大学ボンオフィスによるボンやベルリン
でのオリエンテーションのときから、しっかりと「筑波にバウムクーヘンの会あり」との情
報をゲットして、筑波大学に来たらここで筑波生たちとの交流を始めようとの決意を胸に筑

1

波にやって来るのです。だから筑波に着くとすぐ
に大忙し。10 月後半には、日本人学生のためのド
イツ留学フェアがステューデントコモンズで開か
れることになっているので、ドイツ人留学生たち
は日本到着早々、日本人学生にもサポートしても
らいながら、自分の母校のプレゼンを準備するこ
とになります。みんな日本語が上手なので、立派
なプレゼンをしてくれます。終了後は『ドナウの
会』と称する、筑波大学では何十年も前から続い
ているドイツ好きが集まるパーティがあって、こ
うして留学生たちは筑波大学での生活にすぐに馴
染んでいくことになります。

（2015 年 10 月 28 日、ドイツ留学フェア）
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その後バウムクーヘンの会は、毎週火曜日夜の例会での活動となりますが、折を見ていろ
いろ催し物を企画しています。茶道部と合同でお茶会を催したり、クリスマス会を開いたり、
要するに親睦のためにあらゆる口実を利用しています。
最近の嬉しい傾向は、かつてバウム
クーヘンの会に参加していたドイツ人
学生たちの中に、筑波に戻ってくる人
が現れ始めたことです。学部生として
留学した筑波がたいそう気に入ったの
で、文科省奨学金を取ってまた筑波に
戻って来る人、あるいは日独韓共同修
士課程（TEACH プログラム）修士課程
に参加して改めて筑波に学びに来たド
イツ人など、2016 年 4 月現在で合計

（2015 年 12 月 2 日

お茶会）

4 人が改めて筑波で学んでいます。
バウムクーヘンの会はこれからも続きます。このところ、ちょっと日本人学生が不足気味
です。ドイツ人学生と仲良くなりたい人、ドイツ語をしゃべってみたい人は、いつでも火曜
日の夜、共同利用棟１階にのぞきにきてみてください。バウムクーヘンの会のホームページ
や入会申込みは以下のとおりです。
ＨＰ：

http://www.germanistik.jp/baumkuchen/anmeldung.html

入会申込み： http://www.germanistik.jp/baumkuchen/

《学生 報告》
氏名：安倍健（日本）

2015 年度のバウムクーヘンの会は毎週火曜日 18:30 から共同利用棟 A103 で活動を行って
きました。日本人・ドイツ人学生がそれぞれの興味をもとに作成したプレゼンテーションを
通じて、学生たちが主体となって日本とドイツの文化について学び理解し議論していくこと
を活動の中心としてきました。その他にも参加者各自で料理や飲み物を持ち寄ってパーティ
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を開いたり、レストランで食事会を行ったりして交流を深めてきました。7 月には千葉県佐
倉市の「歴史民俗博物館」へ見学に行ったり、2 月には桜川市真壁で行われる「真壁のひな
まつり」へ遠足に行ったりと課外活動も盛んに行われました。10 月には 11 名の新しいドイ
ツ人留学生が来日してきました。10 月 28 日の「ドイツ留学フェア」では来日して間もない
ドイツ人留学生たちが自分たちの大学について日本語で紹介しました。短期間の準備ではあ
りましたが素晴らしい大学紹介でした。その後毎年恒例となっている「ドナウの会」が盛大
に行われ、多くの日本人学生やドイツ人留学生、職員が交流する非常に良い機会となりまし
た。
近年、ドイツ人留学生がバウムクーヘンの会へ積極的に参加する一方、日本人学生の参加
者が減少してきている傾向にあります。ドイツ人留学生は日本人との交流や日本の文化・風
習の理解を求めてバウムクーヘンの会へ参加してきます。バウムクーヘンの会が日本人学生
とドイツ人学生との交流が深まり、お互いの文化を理解し合う場となるよう、今年度はより
一層活発に活動していきたいと考えています。
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（2016 年 2 月 22 日「真壁のひなまつり」への遠足）

《学生 報告》
氏名：Julia Süße（ベルリン自由大学からの留学生）

The Baumkuchen-Meeting is a weekly club meeting at the Tsukuba University for exchange students
from Germany as well as Japanese students who want to learn German. By now, the German students
are coming from five different universities: there are some from the University of Bonn, the Free
University of Berlin, the University of Cologne, the University of Bayreuth and the Martin Luther
University of Halle-Wittenberg. Many of the Japanese students are also formerly exchange students at
those German universities and because of that, the exchange of experience is high and nice. It also
does not matter if you just started learning German or Japanese, because you will surely find someone
you can talk to, and that is really motivating. It is also a great opportunity to make friends and find
help, especially when you are new at the Tsukuba University.
The content of the meetings differs almost every week. Sometimes we play games, sometimes we
watch interesting videos, e.g. about current political problems, and debate about them afterwards
from both the Japanese and German point of view. At another time the German students conducted
presentations at the “German Exchange Fair” (ドイツ留学フェア) about their home universities to
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inspire Japanese students for an exchange semester or year in Germany. Those presentations were in
Japanese, and for correction purposes all Japanese students also helped to prepare them. The
teamwork ensured that all presentations where a success.
Another big event was the Christmas party in December. Many new people joined the party and aside
from the fact that we could improve our language skills, the cultural exchange was also very interesting
and special. For the feast every person brought some food or even drinks that are typical for their
country. The Japanese participants made e.g. Takoyaki and Sushi, the German ones e.g. Glühwein and
Kartoffelsalat. Through this opportunity, we learned about different kinds of dishes and how to cook
them. We also exchanged our experience about Christmas and how different people celebrate it. There
could not only be seen a difference between Japanese and Germans, but also within one country.

（2015-12-15 クリスマスパーティ）
We also celebrated the New Year with a little party, where our instructor, Aizawa Keiichi, conducted
an interesting presentation about Mochi, the historical way of cooking it and the present one. After
that we got the chance to eat Mochi with different kinds of toppings and ingredients.
Aside from the club activities within the weekly meeting, we also had some excursions. One was the
climbing of the Mount Tsukuba in October, which was not only fun but also informative as we learned
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a lot about Japanese nature and new vocabulary. Another one was the trip in February to Makabe,
where the yearly Hinamatsuri took place. Almost every German student did not now that the festival
itself existed so we experienced a new piece of the Japanese culture. We also got the chance to drink
Matcha and speak Japanese a lot.Summarizing, the Baumkuchen-Meeting is a great opportunity not
only to advance oneself in terms of the language skill, but also to exchange cultural experiences. It
stands for the friendship, the exchange and the communication between Japan and Germany and I
hope that the German exchange students coming after me also get the chance to participate in these
club activities.
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