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What is IAC?
International Affairs Center(IAC)は、来日間もない海外機関から着任された研究者へ、仙台で最初の生活基盤
を整えるサポートを行っています。

サポート内容の詳細は、下記HPをご覧ください。

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/support/foreigner/index_08.html

What’s NEW
AIMR International Symposium 2017 (AMIS2017) が2月12日～17日において仙台国際センターとメトロポリタン仙台で
開催されます。

AＩＭＲの研究成果はもちろんのこと、各国から著名な研究者をお招きして、世界的な研究の講演を行って頂きます。

講演だけではなく、若手研究者によるポスターセッションも開催され、卓越したポスターにはポスター賞が贈られます。

今回のＡＭＩＳ２０１７は１０周年を記念して例年より開催期間が長くなっており、後半の１６日と１７日には、ＡＩＭＲの海外
ジョイントリサーチセンターが設置されているケンブリッジ大学、シカゴ大学、北京から関係者を招待してジョイントワーク
ショップをメトロポリタン仙台で開催します。

１２日にレセプション、１６日にバンケットをメトロポリタン仙台で開催します。

世界的な研究者と交流を深められると共に、１６日のバンケットでは三味線の演奏が行われ邦楽を紹介します。

シンポジウムにはどなたでも無料で参加可能で、懇親会は一般参加が３，０００円となっておりますので、是非ともお越
しください。

AMIS2017 website: http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/amis2017/
1

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/support/foreigner/index_08.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/amis2017/


■イチオシお土産情報

地元にお帰りの際、ご家族やご友人の方々へのお土産として、話の種として、仙台銘菓はいかが
でしょうか？

～九重本舗 玉澤 「霜ばしら」（冬季限定！）～
今回は、1675年（延宝参年）創業の和菓子店、九重本舗玉澤の飴菓子を紹介いたします。缶を開

けるとさらさらの粉雪を連想させるような白い粉の中に、霜柱にそっくりなきらきらと輝く飴がぎっし
り埋まっています。口の中にひとつ入れると、薄氷のようにサクサク、しゅわっと溶ける不思議な食
感と美味しさが広がります。この独特な食感が忘れられず、全国のファンが秋の販売開始を待っ
ているそうです。

熟練した職人が日々の天候を見ながら手作りしているため、生産量が限られていて、非常に手に
入りにくい商品です。レア物が好きな方、上品で珍しいお菓子が好きな方は、店頭で見つけたら是
非一度、お試しください！

＊まわりの白い粉の正体はらくがん粉。熱、湿気、衝撃に弱いため、防湿、破損防止のため、たっ
ぷりのらくがん粉で充填されています。残ったらくがん粉は、乾燥したフライパンで弱火で炒り、若
干色がついたらお皿に移し、砂糖と少量の塩を混ぜると、一風変わった香ばしいお茶請けになる
そうです。

【店舗案内】
藤崎、三越、S-PAL等でお求めいただけます。
詳細：http://www.tamazawa.jp/main.html

一缶 1,836円（本体：1,700円）

◆暮らしの知恵：～緑茶の活用～

日に日に寒さが増すこの季節、皆さん、風邪予防として何か対策をとっていますか？
今日は、日本ではとっても身近な“緑茶を使ったうがい”をご紹介いたします。

緑茶に多く含まれるカテキン、ビタミンC・Eには、
抗酸化作用や殺菌作用がありますので、そのまま飲んでも
もちろんOKですが、ちょっと濃い目のお茶でうがいをすると、
風邪予防や、治療に効果があるといわれています。

うがい、手洗いは風邪予防の基本です。風邪をひきたくない方も、
ひいてしまってお困りの方も、ぜひ緑茶うがいを試してみてください。

2



■日本文化紹介 〜お正月に日本語〜

日本でもっとも大切な季節の行事、「お正月」。新年を迎えるこのときを日本人はとても大切にし
ています。日本の文化を体験できる絶好の機会です。ここではお正月に関連する日本語を紹介
します。

「あけましておめでとうございます」
新年を祝う挨拶です。新しい年になって初めて会う人には、必ずこの言葉を添えて挨拶をしま
す。

「謹賀(きんが)新年(しんねん)」
この言葉を街中や年賀状で見かけることも多いかもしれません。「謹んで新年をお祝いい
たします」という意味です。他にも「迎春(げいしゅん)」や「賀正(がしょう)」など、新年を祝う
言葉がたくさんあります

「干支(えと)」
日本には中国から伝えられた暦法として「十干(じっかん)
十二支(じゅうにし)」があります。この組み合わせを
「干支(えと)」と言い、昔は、十干と十二支を組み合わせて、
日・月・年や方向を示したり十二支で時刻を表したりしてい
ました。その後、一般の人々に干支を普及させるため、
十二支それぞれに動物を当てはめるようになりました。現在
の日本では、年をあらわすのに十二支を使っています。

「初詣(はつもうで)」
初詣とはお正月の間に神社やお寺に一年間の無事と平安を願ってお
参りをすることです。大きな神社お寺では、お参りをするたくさんの人の
姿が見ることが出来ます。着物を着てお参りをする人もいます。

「初夢(はつゆめ)」
新年最初に見る夢のことです。夢の内容でその年の運勢を占います。
特に初夢に見ると縁起が良いとされるものは、

「一富士二鷹三(いちふじにたかさん)茄子(なすび)」とも言われます。

「お節(せち)」
お正月などの節目に振舞われるごちそうです。日の出を象徴する紅白
蒲 鉾 」や 長生 き の象 徴 の 「 え び 」 な ど 、 縁 起 の 良い 料理を
重箱いっぱいにつめ、家族でその御節を囲みながら新年をお祝いし
ます。
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「お年(とし)玉(だま)」
新年のお祝いの贈り物のことです。一般的には大人が子どもに渡すお小遣い
のことを言い、毎年のお年玉を楽しみにしている子どももたくさんいます

「福袋(ふくぶくろ)」
新年は多くのお店がいろいろな商品を袋に入れて、「福袋」として格安で販売します。そのお
得さを求めて新年はいろいろなお店やデパートにお客さんが集まります。お得でわくわくする
反面、中に入っているものが見えないので「はずれ」と感じることもあります。皆さんも福袋で
新年の運試しをしてみてはいかがですか？

■グルメ・レストラン情報 〜仙台漬け丼〜

仙台づけ丼は200種以上といわれている魚種の豊富な宮城の海で獲れた新鮮な海の幸と
宮城米を使用し、寿司職人の匠の技で作られる魚介のづけ丼です。

その誕生には、本学工学研究科の堀切川教授が大きく関わっています。

日本全国のご当地メニューを食べ歩きながら、「宮城の鮮度の良い魚介類で、旨い丼はで
きないものか？」と思案し、研究のごとく試行錯誤を経て、堀切川家の定番メニューとなりま
した。

その後、堀切川教授と仙台市職員の方との何気ない会話で、このメニューが話題となりまし
た。仙台が誇る魚と米を使った仙台名物を生み出すべく、その思いは寿司職人の手にゆだ
ねられ、2009年に「仙台漬け丼」が誕生しました。現在では120を超える寿司屋で販売してい
ます。

宮城の豊富な魚介に彩られた姿はまるで宝石箱のよう。隠し味の仙台味噌のコクと風味が
決め手の、美味しくヘルシーな仙台づけ丼は、宮城だけで味わうことのできるご当地丼です。
是非一度味わってみてはいかがでしょうか。

仙台漬け丼公式サイトでは、各店舗のこだわりの仙台漬け丼を紹介しています。

仙台漬け丼公式サイト
http://www.miyagi-sushi.com/dukedon/

お寿司と旬彩料理
「たちばな」の
仙台漬け丼

http://www.miyagi-sushi.com/dukedon/


My Hometown

街で最も美しい場所は、劇場広場でしょうか。広
場の四方を、オペラハウス、ザンクト・ペトリ教会、
美術館、ホテルが取り囲んでいます。毎年夏には
オペラハウスの前に大きな野外スクリーンが設置
され、ムービーナイトを楽しみます。ホテル1階の

レストランでは、飲み食いしながら映画を無料で
見ることができるのでお勧めですよ。あとはケム
ニッツで最も古い建築物の赤い塔（12世紀）や市
庁舎も外せない場所です。市庁舎の半分は15世
紀の建築物で、新市庁舎は20世紀前半の建物で
す。

第4回 ケムニッツ（ドイツ）
原子分子材料科学高等研究機構
准教授
フロメル ヨークさん
在日歴（在仙歴）：1年6か月

－フロメルさんの故郷ザクセン州ケムニッツについてお話を聞かせてください。

ケムニッツは、エルツ山脈の麓、チェコとの国境から50キロ程の場所に位置している、人口25万人弱
の地方工業都市です。ドイツを代表する自動車メーカーのAudiですが、1932年、世界的経済恐慌に
立ち向かうため、AudiがDKW、ホルヒ、ヴァンダラー（ケムニッツ）とともに、アウトウニオンAGを設立し
た場所がケムニッツです。ドイツのトップ自動車メーカーの一つであるAudiのエンブレムは、この4社
の結束を表わしたものなんですよ。ケムニッツ産業博物館へ行けば鋳物工場だった建物の中で、ベ
ルリンの壁が壊される前の東ドイツで使われたいた自動車、蒸気機関車、テキスタイル等の展示物を
見ることができます。
－アウディのエンブレムにそんな意味があったのですね。ケムニッツの気候はどうですか？

仙台より緯度が高いので、冬はかなり寒いです。夏は乾燥しています。街の名前について少しいいで
すか。ケムニッツは、私が生まれた時は、カールマルクスシュタットという名称でした。東ドイツ政府に
よって改称されていたのです。1991年のドイツ再統一後、元のケムニッツという名前に戻りました。私
が小学生～中学生頃の話です。

－資本論のカール・マルクスですね。

はい、「カールマルクスシュタット」とは、ドイツ語で、“カー
ル・マルクス都市”という意味です。ただしマルクスは一度
も街に来たこともないんですけどね。東ドイツ時代（1970年
代）に建てられたマルクスの巨大頭像は今でも街の中心
部に残っていて、観光の目玉の一つとなっています。特に
多くの中国人が訪れています。後ろには4ヶ国語(ドイツ語、
ロシア語、英語、フランス語)で「全ての国の労働者よ、団

結せよ」と書かれています。頭だけで７ｍ、台座も入れると
１３ｍあります。

－本当に大きいですね。他に街の見所はありますか？

劇場広場
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－酢が肉を柔らかくさせるんですね。酸っぱい料理なんですか？

ザクセン風は、バターミルク（クリームからバター分を取った残りの液体をさらに乳酸発酵をさせた乳酸飲
料）も一緒に漬け込むので、味がマイルドになり、甘酸っぱいのが特徴です。赤キャベツとクロース（じゃが
芋団子）と一緒に食べます。それから、じゃが芋、セロリ、ニンジン、玉葱等をよく炒めて、ローリエやハー
ブと一緒に煮込んだポテトスープも定番メニューです。ザクセン風は、最後にソーセージとパセリを加えま
す。

－寒い冬に是非ともいただきたいメニューですね。次はケムニッツでのクリスマスの過ごし方をおしえてい
ただけますか？
昔は皆、11月に自宅でシュトレンの生地を作りました。家庭によって色々好みがあると思いますが、うちで

は祖母がレーズン、オレンジピール、マジパンなどを混ぜて作っていました。できた生地を町のパン屋へ
持っていき、大きな窯で焼いてもらい、焼きあがったら上にバターと粉砂糖をかけて出来上がりです。これ
を1~2か月かけ、毎日小さく切って食べます。フルーツの味がパンに移って、食べる度に美味しくなってい
きます。ザクセンはシュトレンの発祥の地なんですよ。

－発祥の地とは知りませんでした。アドベントカレンダーもですが、クリスマスが待ち遠しくなる仕組みが
色々あるのですね。クリスマスマーケットにも興味があります。

ケムニッツのクリスマスマーケットはザクセンでも最も美しいクリスマスマーケットの一つで、毎年遠方から
も多くの人が訪れます。市庁舎前の広場で、11月下旬からクリスマス前まで開催されます。ソーセージ、
Schmalzkuchen(シュマルツクーヘン)（ドイツのドーナッツ）、じゃが芋料理、クッキー、ドイツ風サンドウィッチ
等の屋台料理や伝統工芸のクリスマスオーナメント等を売るスタンドが200以上も軒を並べます。私もいつ
もクッキーなんかとグリューワイン（ホットワイン）を食べ歩きながら、お土産を買うのが楽しみです。

－なるほど、市庁舎の建物は繋がっておるようですが、500年以上も時代が違う建物なんですね。
それからビールが好きでしたら、1938年創業のケムニッツの地ビール、Braustolz の醸造所のガイドツアー

に参加してみてください。色々な種類のビールが試せますよ。仙台で手に入らないビールなので、お土産に
も喜ばれます。ちなみにラベルの絵は、街の市庁舎です。Biertulpeと呼ばれるチューリップの形をしたロゴ
入りの専用ビールグラスもお土産に最適です。Tulpeとはドイツ語でチューリップと言う意味で、この形状が
芳香と泡を保ち、この銘柄のビールを最も美味しく飲むことができるグラスなのです。ドイツには1,500程の
醸造所があり、5,000種程のビールが作られていますが、それぞれの銘柄のオリジナルの形をしたロゴ入り
専用グラスがあるんですよ。

－そんなに沢山あるんですか。ビールもなかなか奥が深そうですね。ロゴ
入りグラスを集めるのも楽しそうです。飲み物の話が出ましたが、次は郷土
料理についておしえてください。

ドイツの代表的な家庭料理に、ザウアーブラーテンがあります。牛肉をワイ
ンビネガー、ハーブ、香辛料で味を調えた液に数日漬け込んだ後、煮込ん
だ肉料理です。

ザウアーブラーテン

市庁舎前の広場でのクリスマスマーケット ビールのラベルも市庁舎 ホットワインはいかが？
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－家族が持っているいただき物の工芸品にそっくりなのですが、クリスマスピラミッドというエルツの工
芸品だとは知りませんでした。家族が持っている物は、3段型のキリスト降臨の聖書の物語がモチーフ

になっているものです。今度写真をお見せしますね。最後に、ケムニッツへの行き方をおしえていただ
けますか。

先ず、フランクフルトやミュンヘン経由でドレスデンまで飛びます。ドレスデン空港からは、鉄道で３時間
～３時間半です。仙台からだと１日以上かかります。

－フロメルさん、いつもそんなに時間をかけて仙台まで来ていたんですね。お疲れ様です！今日はケ
ムニッツやクリスマスについての楽しいお話をありがとうございました。思わず収集したくなってしまう
素敵な品々に出会えるケムニッツに行きたくなりました！

2016年11月11日
AIMR本館

フラウンホーファー・プロジェクトセンター@東北大学
インタビューアー：鵜浦さやか

－日本のお祭りの屋台みたいで楽しそうですね。日本だと、たこ焼き、焼きそば、チョコバナナ、そ
して冬は甘酒！みたいな。工芸品にはどの様なものがありますか？
クリスマスマーケットでは、300年以上の歴史を持つエルツ山地の伝統的な木工芸品を手に入れる
ことができます。木彫りの飾り物や玩具等ありますが、その中でも典型的なクリスマスの3種類の飾
りを紹介したいと思います。1つ目はSchwibbogen(シュヴィップボーゲン)（クリスマスアーチ）と呼ば
れる、窓辺を飾るアーチ形のクリスマス用の蝋燭飾りです。

－細工が繊細で、どれも美しいですね。

そうなんです。様々な細工のものがあり、最近は、コンセントで電気が
つくタイプもあるんですよ。2つ目はRäuchermann(ロイヒャーマン)と呼

ばれる煙出し人形です。人形の胴体部分を外し、中にお香をセットし、
胴体を戻します。すると人形の口から煙が出てきて、まるで人形が煙
草を吸っているように見えます。この人形にも様々な種類があります。

－これはおもしろいですね！これも色々と、集めたくなりますね。3つ目は？

最後の飾りは、クリスマスピラミッドです。聖書の物語や鉱山労働者の仕事
ぶり、またはクリスマス前の村の様子等が小さな人形で丁寧に表現されて
いるキャンドルスタンド付きの飾り物なのですが、蝋燭に火を灯すと、熱に
よって上昇気流が起こり、てっぺんのプロペラやお人形たちがくるくると回り
だす仕掛けになっています。大きなものでは5段になっています。お人形の
影が映し出される様子は、幻想的ですよ。

＊エルツおもちゃ博物館・軽井沢で、今回ご紹介したエルツのクリスマ
スの飾りを見ることができる様です。ドイツへ行くことができない方は、
軽井沢でご覧ください♪
エルツおもちゃ博物館・軽井沢：http://museen.org/erz/guide/

クリスマスピラミッド。フロメルさんがドイツでパーツを手に入れてくれたおかげで生き返りました。 Danke schön!

フロメルさんのお母様の煙出し
人形とくるみ割り人形のコレク
ション
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Sendai Living Information

■イベント情報～どんと祭～

どんと祭は、宮城県を中心に小正月前日の1月14日に行われる正月送りのお祭りで、神社に正月
飾り（松飾やしめ縄）や古神符等を持寄り、御神火(ごじんか)で焚き上げます。正月の間に各家庭に
訪れていた神々を送る御神火にあたることで、一年の無病息災・家内安全を祈願します。
仙台の大崎八幡宮のどんと祭は300年の歴史を有し、規模が大きく、全国的にも知られています。

また、大崎八幡宮のどんと祭の目玉の一つは、腹に白い晒木綿、頭に白鉢巻、腰にしめ縄を巻き、
足には白足袋・わらじ、右手に洋鈴、左手に提灯(ちょうちん)という出で立ちで御神火を目指す、裸

参りです。仙台藩内に来て日本酒の醸造をしていた南部杜氏が、醸造安全・吟醸祈願のために参
拝したのが始まりとされているこの裸参りですが、氷水で水垢離(みずごり)（神仏に祈願する時に、

冷水を浴びる行為）をした後、行きも帰りも私語を慎むために「含み紙」と呼ばれる紙を口にくわえた
まま、（神様に息かけないため）町を練り歩きます。極寒の中、大勢の裸参りの様子はまさに圧巻で
す。毎年、東北大学関係者も多く参加しています。

松焚祭（まつたきまつり）大崎八幡宮のどんと祭は、
松焚祭と呼ばれています。
日時：２０１７年１月１４日 御祈願受付時間 ９時～２４時
場所：大崎八幡宮 仙台市青葉区八幡４丁目６-１
＊１６時より御神火の前で松焚祭点火式があります。

【宮城交通】シャトルバス お問い合わせ先：０２２－７７１－５３１０
国際センター駅～尚絅学院中学・高校前～大崎八幡宮～イオン仙台中山店
を20～30分間隔で循環運行。始発１２：００～大崎八幡宮からの最終発便は、２１：３０となります。

•国際センター駅～大崎八幡宮 … 片道大人200円（中学生～）小人100円
•イオン仙台中山店～大崎八幡宮 … 片道大人400円（中学生～）小人200円

その他、臨時バスも出ます。詳細は下記をご覧ください。
URL: http://www.oosaki-hachiman.or.jp/festival/matsutaki/

★大崎八幡宮の社殿は、安土桃山時代の日本で唯一の遺構として国宝建造物に指定されて
いる桃山建築の傑作で、荘厳な佇まいは必見です。社殿に向かう表参道の雰囲気もよく、
知る人ぞ知る、仙台のパワースポットです。どんと祭の日は混雑しているので、また別
の機会にも是非訪れてみてください！

★大崎八幡宮以外にも、市内の多くの神社でどんと祭は行われておりますので、是非近所
の神社にもお出かけください！
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URL：http://goo.gl/forms/aYwX2iLbfa

■とっておきの日本酒 ～Japanese SAKE～

山形県天童市に醸造蔵を構える出羽桜酒造株式会社は、創業明治25年の
老舗酒蔵です。
皆さんも、もしかしたら自国でその名を聞いたことがあるかもしれま
せんが、出羽桜は、日本酒の海外輸出に力を入れており、欧州、アジ
ア、米国の多くのレストラン等で出羽桜のお酒を味わうことができます。
今回ご紹介するお酒は、純米大吟醸「一路」です。
出羽桜吟醸酒の原点である本酒は、アルコール度数15-16％、
山田錦100％使用、精米歩合は45％、冷やして飲むのがお薦めです。
口に入れてからの香り、旨みとキレのよさのバランスをぜひお楽しみください。

出羽桜酒造株式会社
http://www.dewazakura.co.jp/

■□アンケートにご協力ください■□
IACでは、外国人研究者に足ししてアンケートを実施しております。皆様から寄せ

られたアンケートの内容をもとに、充実したサポートを提供していきたいと思いま
すので、アンケートへの協力を、よろしくお願いいたします。

下記URLよりご回答ください↓無記名式で簡単に回答できます。

Share your ideas!

■以下の情報をお持ちでしたら、ぜひAIMRの教職員の皆さんと情報をシェアしませんか？
皆様からの情報、お待ちしています！
『母国に、地元に帰る際に必ず勝っていくお土産は何ですか？』
『本当は教えたくないんだけど…行きつけのランチ場所はありますか？』
『外国人研究者も集いやすい飲み屋さんを知っていますか？』
『その他、皆さんとシェアしたい情報ありますか？』
『母国にあるお進めのレストランはどこですか？』
★情報提供者には、粗品プレゼント！

Contact:Tohoku University IAC Office
E-mail: iac@grp.tohoku.ac.jp
Tel / Fax: 022-217-5971/6343
Address: 2-1-1 Katahira Aoba-ku Sendai

http://goo.gl/forms/aYwX2iLbfa
mailto:aimr-rrc@grp.tohoku.ac.jp
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