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今、米国の大統領選挙が話題になっていますね。ところで皆さんはドイツの大統領を知っ
ていますか？ご存じメルケル首相は“首相”であり大統領ではありません。
今回はそんなドイツの政治体制についてとドイツの姉妹校の方へのインタビューを交えて
レポートします！

1. ドイツの政治体制

ドイツは大統領が国家元首ですが、象徴的な存在のため、議院内閣制をとります。政治
的な実権を握るのは首相で、現在の首相はアンゲラ・メルケル氏、大統領はフランク＝ヴァ
ルター・シュタインマイアー氏です。ちなみに、ドイツ語圏の「首相」を英語では Chancellor
（チャンセラー）と言います。

2.首相について
現在の首相であるメルケル氏は２００５年１１月から今までの１6 年首相を務めています。
また、ひとり前の首相はゲアハルト・シュレーダー氏で、１９９８年から２００５年までの７年
間務めました。

3.インタビュー
姉妹校の日本語クラス１２年生の Hannah, Helene and Aaron が答えてくれました。
①アメリカの大統領選挙についてどう思いますか？
ほとんどのドイツ人は、ドイツの政治が民主制なので、民主党が勝つのがよいと思ってい
ます。なので、ほとんどの人はバイデン氏が勝つのが良いと思っています。また、トランプ
氏がフォルクスワーゲンやライプニッツのクッキーなどのドイツ製品をボイコットしたことで、
ドイツとアメリカの貿易関係は大きく減少しました。
②まもなく任期を終えようとしているメルケル首相。彼女がしたことをどう思いますか？
全体的に、私たちは彼女の政策が良かったと思います。彼女は多くの危機（例えば難民
危機や２００８年の金融危機など）を管理し、国の多くの人を助けました。また、収入の少な
い人々を経済的に支援しました。彼女は国をリードする素晴らしい資質を示しました。
しかし、彼女はいくつかの良い決断をしませんでした。気候政策には大きな違いがありま
した。多くの人-特に私たちの地域の-は石炭産業で働いていますが、これらは将来的に閉
鎖されるでしょう。よって労働者は彼らの仕事を失うことになるので、それに怒っています。
一方で何も起こらなければ怒る環境保護者もたくさんいます。ですから、これを扱うのは非
常に難しいことです。また、ここ数年彼女の政策は大人の世代のためのものであり、若い
人は取り残されていました。
③次の首相に求めることはなんですか？
おそらく、今とは異なり、すべての州で同じ連邦制度になるように学校制度を変えることが
できると思います。今は、連邦州ごとに異なることを学んでいます。そしてまた、国家として
の統一を進めて、これからこぼれおちる人たちがいないことも望みます。

4.終わりに
今回は政治について割と硬めにまとめましたが、１２年生の方たちの回答をみて、私たち
ももっと積極的に政治へ関心を持ったりしなければならないなと感じました。この記事がド
イツや政治への関心のきっかけとなれば幸いです！
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インタビュー原文

【2020 年 11 月 11 日 email で実施】

Hello~
Here is the 12th grade Japanese course. We are very happy to receive your
questions and look forward to answer them.
1. What do you think about the US Presidential election?
For most of the Germans, the win of the democratic party is better since our
governmental system too is democratic. Most people think that Joe Biden is a
better president for the United States. Also, the trading relations of Germany
and the US have significantly decreased under Donald Trump since he
boycotted German products, for example Volkswagen (car industry) and
Leibnitz cookies.
2. What is President in Germany?
Our actual president is Frank Walter Steinmeier and our chancellor is our
Angela Merkel. Merkel is more well-known internationally and she also is the
politician who meets the most politicians from all over the world. She is very
warm-hearted and wants to help every people, no matter whether they are poor
or rich or from which country they are or in which religion they believe in. She
also says what she thinks and presents her opinion.
3. Chancelor Merkel will soon finish her term. What do you think of what she
did?
For 16 years Angela Merkel has been our chef. Overall, we think her policy was
good, she managed a lot of crisis (for instance the refugee crisis or the monetary
crisis in 2008) and helped many people in the country. She showed great
qualities leading the country. She financially supported people who do not have
much income. But in the last time she did not made some good decisions. There
are huge differences in the climate policy. Many people – especially in our
region – work in the coal industry, but these power plants are going to shut
down in the future. So the workers are angry about it, because they will lose
their jobs. On the other hand there are a lot of environmental protectors who
are angry if nothing happens. So it is very difficult to handle this. Also in the
last few years her policy was more for the adult generation and the younger
people were left out.
4. What do you want the next Chancellor to do?
Maybe the school system could change so we have the same federal system in
all states and not like now, you learn different things in the different federal
states. And also that we come together as a nation and do not spilt off.
さようなら
Hannah, Helene and Aaron

