
2019-SJ00009652-01ドイツ語ⅠＡ「LC・LH・G全」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限, 金・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

マンケ，ミヒャエラ

◎－－－　概要　－－－◎

ドイツ語の基礎クラスです。ドイツ語を「話す」「聞く」「読
む」「書く」際の土台となる初級文法を学びます。まず、発音が
できるようになること。そして辞書が引けるようになること。練
習を繰り返しながらゆっくりとていねいに進んでいきます。
ドイツ語が使われている国ドイツはどんなところでしょう。ベン
ツやポルシェはもちろんドイツの車。ライン川やロマンティック
街道の旅、ミュンヘンのビール祭りなど観光でもよく知られてい
る国です。スポーツ好きな人なら、アディダス、プーマなどのブ
ランド名もご存じでしょう。とにかくドイツは「魅力いっぱいの
国」。どこで使われている言葉「ドイツ語」を学んでみません
か？
ドイツ語はオーストリア、スイスなどでも使われています。ま
た、ドイツ語は英語と兄弟の関係にある言語であり、ドイツ語の
学習を通して英語や言語そのものへの理解を深めることもできま
す。さらに、毎週の授業を軸に着実に勉強を重ねることにより、
短期間に効率よく外国語の初歩を習得するコツを身につけること
も可能です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語でドイツ語圏の社会、文化、地理、歴史などを理解する
ための基礎知識をもつ。(知識・理解)

平易なドイツ語を聞いて内容を理解し、それに受け答えできる。
(技能)

ドイツ語で簡単に自己や他者の紹介をすることができる。(技能)

ドイツ語の綴りの読み方と正しい発音の基本ができる。(技能)

初心者向けの独和辞典を利用することができる。(技能)

ドイツ語を通じて異なる文化的背景を持つ人々と積極的にかか
わっていくことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：１）指定した教科書の該当する頁を事前に読み、知らない
ことを調べておくこと。
２）指定教科書の出版社ホームページからダウンロード可能な音
声を聞いておくこと。
復習：１）前回の授業終了時まで学習された文法・単語・語句・
発音を憶えること。２）毎回授業の最初に前回の授業内容に掛か
る小テスト（語彙や書き取り、文章の把握などについての問題）
を実施するので、復習しておくこと。
（積極的授業参加の場合、60分程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
・平常点：30％（学習状況、課題提出、学生の進歩度を持続的に
測定する毎週の復習小テスト：フィードバックとして小テストを
採点後、解答の解説を行います。
・授業時間内の自己紹介発表：10％（身に着けたドイツ語で自己
表現をする力の測定）
・定期試験：60％（テーマ別の会話完成、読解、簡単なドイツ語
の文作りの完成度測定）

◎－－－　テキスト　－－－◎

『ドイツ語の広場　Lernplatz Deutsch』清野智昭、同学社2019
年　ISBN　978-4-8102-0746-0　テキスト価格　￥2400(税
別）、辞書の引き方を学ぶため、「参考書」に取り上げられ
ている辞書の購入が必要。

◎－－－　参考書　－－－◎

『アポロン独和辞典 第３版』　ISBN 978-4-8102-0006-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、学習した分の復習テストがあるので、必ず前回の復習
（語句・内容・聞き取り）をします。
E-LearningツールのMoodleを利用します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ ドイツ語学習についての説明、さっそく挨拶、ドイツ語の
文字「アルファベート」
２ 母音：スペルの法則、発音の仕方,10までの数詞
３ 子音：スペルの法則、発音の仕方,20までの数詞
４ 自己紹介：学籍番号、年齢
５ ドイツ語で計算、注意が必要な文字の組み合わせ
６ インタビュー：氏名、出身、居住地(平叙文と疑問文、動詞
の現在人称変：１・２人称の単数形）
７ 自己紹介と他己紹介：大学の専攻、趣味、目的地、語学
（動詞の現在人称変：３人称）
８ 活動計画の立て方（会話練習）
９ 初対面の自己紹介（聞き取り、会話練習）
10 紹介文（読解、小作文）　
11 出身と国籍（動詞の現在人称変化：２人称）
12 人の国籍（動詞seinの現在人称変化）
13 大学の授業について話す（動詞habenの現在人称変化 ）
14 自己紹介で出身地や年齢、職業を言う（聞き取り、会話練
習）
15 国案内文（読解、小作文）
16 学習環境の語彙（名詞の特徴、冠詞の特徴）
17 周囲を描写する（名詞の単数形の1格、定冠詞、不定冠
詞）
18 持ち物について話す（名詞の複数形の1格と4格）
19 市場で買い物をする（聞き取り、会話練習）
20 招待客のための料理を準備する（調理前の準備の読解、レ
シピを書く）
21　食習慣と好みについて話す（飲食の語彙、不規則動詞）
22 贈り物について話す（名詞の3格）
23 家族を紹介し合う（所有冠詞の1格・4格、聞き取り、会
話）
24 家族同士の誕生プレゼント（所有冠詞の1格・3格、聞き取
り、会話）
25 家族の紹介文（読解文、小作文）
26 自己紹介の口頭発表（L5 までの表現をつかった発話）休
暇旅行と交通手段利用の計画（前置詞）
27 現状を語る（3格支配の前置詞と4格支配の前置詞）
28 日常の静止と移動（3・4格支配の前置詞）
29 大学への通学、ドイツの地理（聞き取りと情報交換）
30 マイヤー家の休暇旅行（読解と文の書き換え、小作文：自
分の旅行計画）

◎－－－　URL　－－－◎

指定教科書の出版社説明
(http://www.dogakusha.co.jp/07460.html)



2019-SJ00009652-02ドイツ語ⅠＡ「LJ・LP・LE・LF・LA」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限, 金・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

森澤　万里子

◎－－－　概要　－－－◎

　ドイツ語の文章を読んだり，組み立てたりする際に必要とな
る発音と文法の基礎知識を身につけることを目的とした授業が
行われます。また，辞書を使用して自分で平易なドイツ語を和
訳できるようになること，簡単な会話フレーズを発することが
できるようになること，ドイツ語圏の文化や習慣について理解
することも目指します。
　上記の目的に即した教科書を使用し，練習を繰り返しながら
ゆっくりと丁寧に進んでいきます。必要に応じて教員作成のプ
リントでトレーニングを重ねます。
　時折行われる小テストで習熟度を確認します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ドイツの文化や習慣に関する基礎知識を身につけている。
(知識・理解)

②ドイツ語の綴りの読み方を理解し，正しく発音することがで
きる。(技能)

③ドイツ語の動詞や名詞等の変化の基本を理解し，正しい語形
で文を作ることができる。(技能)

④平易なドイツ語を聞いて（読んで）内容を理解し，それに受
け答えできる。(技能)

⑤（辞書を使って）短いドイツ語文を和訳することができる。
(技能)

⑥他国に興味を持ち，異文化を理解しようとする姿勢を持って
いる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：教科書の次回学習する文法説明に一通り目を通して
おきます。文法問題への解答やテキストの和訳等，宿題が出た
ときにはそれに取り組み，知識が不十分な点がないか確認をし
ます。(60分)
事後学習：学習した課の文法事項を読み直し，理解できたか確
認します。テキストを扱った際には何度も読み返して発音の練
習をし，そこに現れるフレーズや単語を覚えます。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
　授業内に実施される中間試験：30％（到達目標：②③④⑤）
　定期試験：30％（到達目標：②③④⑤）
　授業内に行なわれる小テスト：10%（到達目標：③）
　平常点（発音，宿題・課題の達成・提出状況，授業での発表
等）30%（到達目標：①②③④⑤⑥）

　

◎－－－　テキスト　－－－◎

中村　修他『つながるドイツ語みっとりーべ』 2019年　
朝日出版社　2600円＋税　ISBN 978-4-255-25421-0
※この他、教員作成のプリントを適宜配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

特に必要としません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　週2回行われるペアクラスです。両方の授業に出席せね
ばなりません。
　定期試験と同じ比重の中間テストが行われます。どちら
も必ず受験せねばなりません。
　毎回独和辞典を持参してください。
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
　 Lek. 0 (Hallo!): アルファベット, 発音
2. Lek. 0: 基数とあいさつ
3. Lek. 0: ドイツ語コース・フレーズ
4. Lek. 1 (Wie heißt du?): 1.人称代名詞と不定詞・定動詞の
現在人称変化
5. Lek. 1: 2.定動詞の位置・語順; 3. sein の現在人称変化
6. Lek. 1: 文法練習、会話練習
7. Lek. 1: 会話・作文練習
8. Lek. 1: 読み物「自己紹介」
9. Lek. 2 (Was ist das?): 1. 名詞の性、2. 名詞の格、3．冠詞
の変化
10. Lek. 2: 文法練習
11. Lek. 2: 会話練習、会話・作文練習
12. Lek. 2: 読み物「デパート」
13. Lek. 3 (Das Buch gehört mir.): 1.名詞の複数形、2．男性
弱変化名詞と例外的な名詞
14. Lek. 3: 3. 人称代名詞の３・４格
15. Lek. 3: 文法練習、会話練習
16. Lek. 3: 会話・作文練習
17. Lek. 3: 読み物「私の誕生日」
18. まとめ、中間テスト
19. Lek. 4 (Fährst du nach München?): 1.不規則動詞の現在人
称変化
20. Lek. 4: 2.命令形
21. Lek. 4: 文法練習
22. Lek. 4: 会話練習、会話・作文練習
23. Lek. 4: 読み物「余暇」
24. Lek. 5 (Meine Familie): 1.不定冠詞類
25. Lek. 5: 2. 定冠詞類
26. Lek. 5: 文法練習
27. Lek. 5: 会話練習、会話・作文練習
28. Lek. 5: 読み物「家族」
29. 総復習
30. 「夏学期」

◎－－－　URL　－－－◎

森澤ホームページ
(http://lg.hum.fukuoka-u.ac.jp/̃morisawa/index.html)



2019-SJ00009652-03ドイツ語ⅠＡ「LG1(a)」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限, 木・４時限　　試験時間割：2019/07/27　１時限　　

平松　智久

◎－－－　概要　－－－◎

　週2回・全30回の授業（教科書を用いた学習と実践・応用練
習）をとおして、ドイツ語の基礎語彙・文法を段階的に身に着
けます。後期開講の「ドイツ語IB」終了時までに「ドイツ語技
能検定4級」合格レベルの力を付けることを目指します
　ドイツ語の基本的な日常会話ができるようになるために、学
習した表現は繰り返し声に出して練習しましょう。授業で練習
した単語と重要表現については、適宜、小テストを行います。
なお、小テストの出題範囲はあらかじめ指定されますので安心
です。また授業中には、ドイツ語圏の音楽や映像等にも触れる
ことができます。ドイツ語力が高まれば高まるだけ、楽しみの
可能性が広がる喜びを見出すことができるでしょう。
　大半の履修者ははじめてドイツ語に触れることになります。
4年間学んでゆくことになるドイツ語の“手触り”をしっかり
と感じ取ることが、この授業における皆さんの最大のタスクで
す。アプローチの方法は様々ですので、自分に合ったドイツ語
の学び方を見つけてください。これまで英語が得意だった人に
とっても、苦手だった人にとっても、新しい観点から西洋語
（あるいは言語そのもの）をとらえなおすチャンスです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の綴りの読み方を理解し、正しく発音することができ
る(技能)

独和・和独の辞書をひいて、利用することができる(技能)

ドイツ語で簡単に自己や他者の紹介をすることができる(技能)

平易なドイツ語を聞いて内容を理解し、それに受け答えできる
(技能)

ドイツ語圏の社会、文化、地理、歴史などについて簡単に紹介
することができる(知識・理解)

異なる文化的背景を持つ人々と積極的にかかわっていくことが
できる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
・教科書の該当箇所に目をとおし、単語を調べる（30分）
・予告された小テストの準備をする（30分）

復習
・学習内容の見直し/整理（30分）
・練習問題（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

出席確認を兼ねて、適宜、復習小テストを課します。この復習
小テストと中間テスト、課題や授業への能動的参加態度などが
平常点の評価対象です。成績評価は、平常点60％と定期試験の
結果40％の合計によって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

和泉雅人、斉藤太郎他『ドリル式・ドイツ文法
（Arbeitsbuch zur deutschen Grammatik）』同学社、2007年
（ISBN978-4-8012-0858-0）

根本道也ほか『アポロン独和辞典〔第3版〕』同学社、
2010年（ISBN 978-4810200065）ないし同等の独和辞典
（授業初回に説明します）

◎－－－　参考書　－－－◎

清野智昭『ドイツ語のしくみ《新版》』白水社、2014年　
ISBN 978-4560086568
在間進・亀ヶ谷昌秀『独検合格4週間neu 4級』第三書房、
2012年　ISBN 978-4808601478
信岡資生『イラストで分かるドイツ語文法+トレーニング
ブック』ナツメ社 、2011年　ISBN 978-4816350870

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊独和辞書については、授業初回に説明します。
1.　出席と授業への能動的参加を重視します。質問や意見
は、どんなタイミングでも歓迎します。
2.　共に学ぶ姿勢を重視します。クラスメイトの学びを阻
害するような行為には、特に厳正に対処します。
3.　欠席する際には、事前にその理由をメールで連絡する
こと。(emailには、所属・学年・氏名・件名を忘れずに)
4.　毎授業、教科書と独和辞典を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション （必ず教科書を購入して持参して
ください。独和辞書については初回授業時に説明するの
で、まだ購入しなくても構いません）
2-4　Lektion1　動詞の現在人称変化(1)、疑問文
5-6　Lektion2　sein, haben の現在人称変化、定動詞の位置
7-9　Lektion3　定冠詞、不定冠詞、名詞の格変化
10-11 Lektion4　否定冠詞とnicht の位置
12-14 Lektion5　動詞の現在人称変化(2)
15-16 Lektion6　命令法
17　中間試験
18-19 Lektion7　名詞の複数形、男性弱変化名詞
20-21 Lektion8　人称代名詞、不定代名詞、名詞と代名詞の
語順
22-24 Lektion9　2,3,4 格支配の前置詞
25-26 Lektion10　3・4 格支配の前置詞、前置詞と代名詞・
疑問詞の融合形
27-28 Lektion11　定冠詞類、所有代名詞
29-30 総復習

なお、参加者の理解度や要望に応じて上記の予定進度は随
時変更される可能性があります。



2019-SJ00009652-04ドイツ語ⅠＡ「LG1(b)」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限, 木・２時限　　試験時間割：2019/07/27　１時限　　

田口　武史

◎－－－　概要　－－－◎

　週2回・全30回の授業(教科書を用いた学習と実践・応用練習)
をとおして、ドイツ語の基礎語彙・文法を段階的に身に着けま
す。後期開講の「ドイツ語ⅠB」終了時までに「ドイツ語技能
検定4級」合格レベルの力を付けることを目指します。
　ドイツ語の基本的な日常会話ができるようになるために、学
習した表現は繰り返し声に出して練習しましょう。授業で練習
した単語と重要表現については、適宜、小テストを行います。
なお、小テストの出題範囲はあらかじめ指定されますので安心
です。また授業中には、ドイツ語圏の音楽や映像等にも触れる
ことができます。ドイツ語力が高まれば高まるだけ、楽しみの
可能性が広がる喜びを見出すことができるでしょう。
　大半の履修者ははじめてドイツ語に触れることになります。
4年間学んでゆくことになるドイツ語の“手触り”をしっかり
と感じ取ることが、この授業における皆さんの最大のタスクで
す。アプローチの方法は様々ですので、自分に合ったドイツ語
の学び方を見つけてください。これまで英語が得意だった人に
とっても、苦手だった人にとっても、新しい観点から西洋語
(あるいは言語そのもの)をとらえなおすチャンスです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の綴りの読み方を理解し、正しく発音することができ
る(技能)

独和・和独の辞書をひいて、利用することができる(技能)

ドイツ語で簡単に自己や他者の紹介をすることができる(技能)

平易なドイツ語を聞いて内容を理解し、それに受け答えできる
(技能)

ドイツ語圏の社会、文化、地理、歴史などについて簡単に紹介
することができる(知識・理解)

異なる文化的背景を持つ人々と積極的にかかわっていくことが
できる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
・教科書の該当箇所に目をとおし、単語を調べる (30分)
・予告された小テストの準備をする (30分)
復習
・学習内容の見直し/整理 (30分)
・練習問題 (30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

出席確認を兼ねて、適宜、復習小テストを課します。この復習
小テストと中間テスト、課題や授業への能動的參加態度などが
平常点の評価対象です。成績評価は、平常点60%と定期試験の
結果40%の合計によって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

和泉雅人、斉藤太郎他『ドリル式・ドイツ文法
（Arbeitsbuch zur deutschen Grammatik）』同学社、2007年
（ISBN 978-4-8012-0858-0）

根本道也ほか『アポロン独和辞典〔第3版〕』同学社、
2010年 （ISBN 978-4810200065）ないし同等の独和辞典
（授業初回に説明します）

◎－－－　参考書　－－－◎

清野智昭『ドイツ語のしくみ≪新版≫』白水社、2014年　
ISBN 978-4560086568
在間進・亀ヶ谷昌秀『独検合格4週間 neu 4級』第三書房、
2012年　ISBN 978-4808601478
信岡資生『イラストで分かるドイツ語文法+トレーニ ング
ブック』ナツメ社、2011年　ISBN 978-4816350870

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

*独和辞書については、授業初回に説明します。
1. 出席と授業への能動的参加を重視します。質問や意見
は、どんなタイミングでも歓迎します。
2. 共に学ぶ姿勢を重視します。クラスメイトの学びを阻害
するような行為には、特に厳正に対処します。
3. 欠席する際には、事前にその理由をメールで連絡するこ
と。(e-mailには、所属・学年・氏名・件名を忘れずに)
4. 毎授業、教科書と独和辞典を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーション(必ず教科書を購入して持参してくだ
さい。独和辞書については初回授業時に説明するので、ま
だ購入しなくても構いません)
2-4 Lektion1　動詞の現在人称変化(1)、疑問文
5-6 Lektion2　sein, habenの現在人称変化、定動詞の位置
7-9 Lektion3　定冠詞、不定冠詞、名詞の格変化
10-11 Lektion4　否定冠詞とnichtの位置
12-14 Lektion5　動詞の現在人称変化(2)
15-16 Lektion6　命令法
17 中間試験
18-19 Lektion7　名詞の複数形、男性弱変化名詞
20-21 Lektion8　人称代名詞、不定代名詞、名詞と代名詞の
語順
22-24 Lektion9　2,3,4格支配の前置詞
25-26 Lektion10　3-4格支配の前置詞、前置詞と代名詞•疑
問詞の融合形
27-28 Lektion11　定冠詞類、所有代名詞
29-30 総復習
なお、参加者の理解度や要望に応じて上記の予定進度は随
時変更される可能性があります。



2019-SJ00009652-05ドイツ語ⅠＡ「JJ1-5」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限, 金・２時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

片岡　宜行

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業はドイツ語を初めて学ぶ学生を対象とし、文法を初
歩から学んでいきます。また、文法の知識を身につけつつ、学
んだ知識を用いて簡単な作文や会話、読解ができるように訓練
していきます。覚えるべきことはたくさんありますが、少しず
つ習得していけばそれほど負担にはなりません。
　前期開講の「ドイツ語ＩＡ」では、教科書前半の基礎的な事
項を扱います。「動詞の人称変化」や「名詞句の格変化」な
ど、なじみのない文法用語が出てきますが、慣れてしまえばそ
れほど難しいものではありません。大切なのは、これらの事項
がドイツ語に特有のものではなく、インド・ヨーロッパ語族の
諸言語が元来もっていた特徴である、ということです。ドイツ
語は英語と非常に近い関係にある言語ですが、現代英語にはな
いような古い時代の言語の特徴を色濃く残しています。私たち
はドイツ語を学ぶことで英語への理解を深めることもできるの
です。また、言語そのものへの洞察を深め、日本語を見つめ直
すきっかけも得られます。皆さんがこれから様々なことを学ん
でいくうえで、ドイツ語学習はその基礎のひとつになりうると
いうことを理解してください。とはいえ、さしあたりは、ドイ
ツを旅行して、ドイツ人と一緒にサッカーを観戦したい、と
いった素朴な動機で構いません。それぞれの目標を立て、しっ
かり学んでいきましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

① 教科書で扱った文法事項について説明することができる(知
識・理解)

② 習得した文法事項を用いて基本的な文を組み立てることがで
きる(技能)

③ 習得した文法事項を含むドイツ語文を日本語に訳すことがで
きる(技能)

④ 英語や日本語と比較しつつドイツ語を観察する視点をもつ
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：(1) 教科書の解説に目を通し、語句を辞書で調べる（30
分）
　　　(2) 練習問題に取り組む（30分）
復習：(1) 解説と練習問題を復習し、知識を定着させる（30
分）
　　　(2) 語形変化などを覚える（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・定期試験：60%（到達目標①②③）
・小テスト：40%（到達目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

神竹道士ほか『プレーミエ ドイツ語総合読本』白水社.
2018年. ISBN: 978-4-560-06419-1. 2,400円＋税.

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書を購入する必要はありません。辞書は初回の授業で
紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 授業の目標と進め方
2 綴りと発音
3 規則動詞の人称変化
4 決定疑問文
5 動詞の位置
6 読解と練習問題
7 名詞の性と格
8 定冠詞と不定冠詞
9 補足疑問文
10 読解と練習問題
11 名詞の複数形
12 定冠詞類・不定冠詞類
13 否定文
14 不規則動詞の人称変化
15 命令文と勧誘文
16 読解と練習問題
17 人称代名詞（単数）
18 人称代名詞（複数）
19 前置詞と格支配
20 前置詞の用法
21 読解と練習問題
22 助動詞（可能・義務など）
23 助動詞（意志など）
24 未来形
25 不定詞
26 読解と練習問題
27 形容詞の語形変化
28 形容詞の名詞化・序数詞
29 読解と練習問題
30 重要事項のまとめ



2019-SJ00009652-07ドイツ語ⅠＡ「JB・TC」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限, 木・２時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

須藤　秀平

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、ドイツ語の基本的な文法事項を学び、〈読む・
書く・聞く・話す〉において、ドイツ語を自分で運用できるよ
うになることを目指します。授業は週二回開講されます。まず
は会話DVDを含む教科書を用いて、発音やドイツ語の基礎を学
ぶところから始まります。文法ドリル問題の他に、独作文や会
話のペア練習もおこない、総合的に学習してもらいます。
また、ドイツ語圏やヨーロッパの文化に関心を持つことも授業
の目標の一つです。文化や歴史、現代の状況についても適宜紹
介し、それを通じて新たな世界に触れてもらいたいと思いま
す。
語学の上達は、自分自身の「読んでみたい、話してみたい」と
いう意志に大きく左右されます。新たなことに興味を持ち、主
体的に学ぼうとする姿勢を高く評価します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の綴りの読み方を理解し、正しく発音することができ
る。(技能)

自ら辞書を活用し、ドイツ語の平易なテクストを読むことがで
きる。(技能)

ドイツ語圏の社会や文化、歴史についての基本的な知識を持
ち、それを他の人に説明することができる。(知識・理解)

異なる文化的背景を持つ人々に対し理解と共感を示し、また自
ら積極的に関わっていくことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
授業中に出された宿題の遂行、指定された箇所の発音確認や意
味調べ等（45分）

【復習】
返却された課題の再確認
一度習った表現は、自分で説明し、使えるようにしておくこと
（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・ドイツ語の文をきちんと発音することができ、その意味を理
解できるかどうか、また自分自身で運用することができるかど
うかを評価する。
・成績は、平常点（授業内容の理解度、課題への積極的な取り
組み等による。「出席点」ではない）を50％、定期試験を50％
として換算する。
・出席回数が全体の3分の2に満たない場合は、単位取得ができ
ない場合がある。
・30分以上の遅刻は欠席とみなす。

◎－－－　テキスト　－－－◎

秋田静男他著『イン・ドイチュラント　―ドイツ語イン
フォメーション　映像付―』朝日出版社、2016年、2600円
＋税（ISBN: 978-4-255-25388-6）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

独和辞典を必ず持参すること。第一回の授業で紹介するの
で、購入はその後でも可。電子辞書でもよいが、スマート
フォンやタブレット端末等の使用は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション、ドイツ語とは？
２．アルファベート、単語の発音
３．あいさつ、自己紹介
４．動詞の現在人称変化
５．sein、habenの現在人称変化
６．動詞の位置
７．疑問文
８．名詞の性と格
９．冠詞
10．否定文
11．注文する表現
12．不規則変化動詞（１）
13．不規則変化動詞（２）
14．中間テスト
15．ドイツ文化紹介（１）
16．ドイツ文化紹介（２）
17．前置詞（１）
18．前置詞（２）
19．話法の助動詞（１）
20．話法の助動詞（２）
21．分離動詞
22．時刻の表現、非人称のes
23．再帰代名詞
24．再帰動詞
25．中間テスト
26．ドイツ文化紹介（３）
27．ドイツ文化紹介（４）
28．動詞の三基本形、過去形
29．完了形
30．まとめ



2019-SJ00009652-08ドイツ語ⅠＡ「TL」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限, 水・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

永田　善久

◎－－－　概要　－－－◎

週2回・全30回の授業（教科書を用いた学習と実践・応用練
習）を通して，ドイツ語の基礎語彙・文法を段階的に身に付け
ます。後期開講の「ドイツ語IB」終了時までに「ドイツ語技能
検定4級」合格レベルの力を付けることを目指します。

授業は教員による教科書記載事項の解説と学生による問題演習
（宿題および発表）から成ります。教科書は配列通りに進めま
す（前期はLektion11まで）。

授業の合間を縫って，適宜，ドイツ文化に関する映像メディア
等も鑑賞します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語IAで学習した文法事項を身に付けている(知識・理解)

ドイツ語IAで学習したドイツ語語彙を身に付けている(知識・
理解)

ドイツ語IAで扱ったドイツ文化関連事象を理解している(知
識・理解)

毎回みずから辞書を引きながら課題（宿題）に取り組める(技
能)

予習の段階でドイツ語原文をおおよそ「音読」できる(技能)

受講後は意味内容を正しく理解した上でドイツ語原文をある程
度の速さで「音読」できる(技能)

授業欠席した場合は「授業サポートWeb」にてみずから進度を
確認し，次回の授業に備えることができる(態度・志向性)

メディアに登場するドイツやヨーロッパに関するニュースに興
味を持ち，みずから調べる態度を持つ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：予習：前もってアナウンスされた「宿題」の解答および
発表準備（1時間）。
復習：学習事項のその都度の点検および確認。その上で「宿
題」に取り組むこと（1時間）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験40点，平常点（欠席・遅刻を含む受講態度，宿題の実
施状況等）60点という配分で成績を出します。外国語学習は一
種の実技科目ですから，受講姿勢を重視します。授業開始の定
刻時間から15分以内の遅刻であれば認めますが，この場合の平
常点に関わる評価は2分の1とし，それ以降の遅刻は欠席とみな
します。発表時の指名の際に欠席していたり宿題がなされてい
なかった場合，当該授業日の平常点評価はゼロとなります。た
だし，後日証明になる書類が呈示された場合に限り，欠席・遅
刻扱いを取り消します。「到達目標」の達成状況が評価の基準
となります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ドリル式・ドイツ文法（和泉・斎藤ほか）同学社，ISBN:
978-4-8102-0858-0, 1900円（税別）

◎－－－　参考書　－－－◎

新・独検合格単語+熟語1800（在間ほか）第三書房，2300
円+税　ISBN 978-4-808-60145-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

問題演習の際は各受講生に解答・発表してもらいますの
で，きちんと宿題を済ませた上で授業に臨んでください。
外国語学習における「宿題」はとても重要で，これは授業
の一部をなしています。また，受講に際しては，独和辞典
とノートを必ず持参してください。独和辞典については初
回ガイダンスの際に説明します。初回ガイダンスまでに教
科書は必ず購入しておいてください。なお，板書量はかな
りのものとなります。出席は厳密にカウントしますので，
学生証をカードリーダーにかざし忘れた場合は，授業後に
直ちに申し出てください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス，ドイツ語の発音
2. ドイツ語の発音（つづき）
3-5. Lektion1: 動詞の現在人称変化(1)，疑問文
6-7. Lektion2: sein, haben の現在人称変化，定動詞の位置
8-10. Lektion3: 定冠詞，不定冠詞，名詞の格変化
11-12. Lektion4: 否定冠詞とnicht の位置
13-15. Lektion5: 動詞の現在人称変化(2)
16-17. Lektion6: 命令法
18-19. Lektion7: 名詞の複数形，男性弱変化名詞
20-22. Lektion8: 人称代名詞，不定代名詞，名詞と代名詞の
語順
23-25. Lektion9: 2, 3, 4 格支配の前置詞
26-27. Lektion10: 3・4 格支配の前置詞，前置詞と代名詞・
疑問詞の融合形
28-30. Lektion11: 定冠詞類，所有代名詞

◎－－－　URL　－－－◎

授業サポートページ（進度表など）
(http://apapa.hum.fukuoka-u.ac.jp/̃ynagata/2019/d1ab.html)



2019-SJ00009652-09ドイツ語ⅠＡ「JJ6-10・TM・TE」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限, 木・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

須藤　秀平

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、ドイツ語の基本的な文法事項を学び、〈読む・
書く・聞く・話す〉において、ドイツ語を自分で運用できるよ
うになることを目指します。授業は週二回開講されます。まず
は会話DVDを含む教科書を用いて、発音やドイツ語の基礎を学
ぶところから始まります。文法ドリル問題の他に、独作文や会
話のペア練習もおこない、総合的に学習してもらいます。
また、ドイツ語圏やヨーロッパの文化に関心を持つことも授業
の目標の一つです。文化や歴史、現代の状況についても適宜紹
介し、それを通じて新たな世界に触れてもらいたいと思いま
す。
語学の上達は、自分自身の「読んでみたい、話してみたい」と
いう意志に大きく左右されます。新たなことに興味を持ち、主
体的に学ぼうとする姿勢を高く評価します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の綴りの読み方を理解し、正しく発音することができ
る。(技能)

自ら辞書を活用し、ドイツ語の平易なテクストを読むことがで
きる。(技能)

ドイツ語圏の社会や文化、歴史についての基本的な知識を持
ち、それを他の人に説明することができる。(知識・理解)

異なる文化的背景を持つ人々に対し理解と共感を示し、また自
ら積極的に関わっていくことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
授業中に出された宿題の遂行、指定された箇所の発音確認や意
味調べ等（45分）

【復習】
返却された課題の再確認
一度習った表現は、自分で説明し、使えるようにしておくこと
（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・ドイツ語の文をきちんと発音することができ、その意味を理
解できるかどうか、また自分自身で運用することができるかど
うかを評価する。
・成績は、平常点（授業内容の理解度、課題への積極的な取り
組み等による。「出席点」ではない）を50％、定期試験を50％
として換算する。
・出席回数が全体の3分の2に満たない場合は、単位取得ができ
ない場合がある。
・30分以上の遅刻は欠席とみなす。

◎－－－　テキスト　－－－◎

秋田静男他著『イン・ドイチュラント　―ドイツ語イン
フォメーション　映像付―』朝日出版社、2016年、2600円
＋税（ISBN: 978-4-255-25388-6）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

独和辞典を必ず持参すること。第一回の授業で紹介するの
で、購入はその後でも可。電子辞書でもよいが、スマート
フォンやタブレット端末等の使用は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション、ドイツ語とは？
２．アルファベート、単語の発音
３．あいさつ、自己紹介
４．動詞の現在人称変化
５．sein、habenの現在人称変化
６．動詞の位置
７．疑問文
８．名詞の性と格
９．冠詞
10．否定文
11．注文する表現
12．不規則変化動詞（１）
13．不規則変化動詞（２）
14．中間テスト
15．ドイツ文化紹介（１）
16．ドイツ文化紹介（２）
17．前置詞（１）
18．前置詞（２）
19．話法の助動詞（１）
20．話法の助動詞（２）
21．分離動詞
22．時刻の表現、非人称のes
23．再帰代名詞
24．再帰動詞
25．中間テスト
26．ドイツ文化紹介（３）
27．ドイツ文化紹介（４）
28．動詞の三基本形、過去形
29．完了形
30．まとめ



2019-SJ00009652-10ドイツ語ⅠＡ「E全・P全」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限, 木・１時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

堀口　順子

◎－－－　概要　－－－◎

　基本的なドイツ語の運用能力を身につけること、ドイツ語圏
の国々の生活や文化に対する理解を深めることを目標とする授
業です。

　ビデオを利用することで、文字ばかりでなく、映像を伴った
音声という形でも単語や表現を導入します。使用されている状
況と共に単語や表現を身につけていきましょう。導入した表現
で使われている文法の説明も行います。文法説明には教科書を
使用します。教科書には文法が体系的に説明されていますが、
できるだけビデオで導入した文法と関連づけながら学習を進め
ていきます。

　「聞く」「読む」といった受容能力に加え、「話す」「書
く」表出能力の育成も目指します。毎回の授業でも、習得した
単語や表現、理解した文法を基にドイツ語を表出する機会を設
けたいと考えていますが、集大成の自律的活動として学期末に
グループあるいはペアでの口頭発表を予定しています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の綴りの読み方を理解し、正しく発音できる。(技能)

ビデオによって導入された語彙や表現を概ね習得している。
(知識・理解)

導入された表現に使われている文法を理解している。(知識・
理解)

導入された語彙や表現、文法の確認のためにドイツ語の辞書を
利用することができる。(技能)

ドイツ語圏の国々に対する理解を基に、自分とは異なる文化的
背景を持つ人とも積極的に関わろうという気持ちがある。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　前回の授業のポイントが身についていることを確認するた
め、毎時間、授業の初めに小テストを実施します。この小テス
トのための準備が、皆さんの学習のペースメーカーとなること
でしょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価しま
す。

・毎時間実施する小テスト　　　50%
・グループ/ペア口頭発表       20%
・定期試験                    30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

田畑義之『Web Drillで学ぶドイツ文法』（朝日出版社）、
2017年、2400円＋税、ISBN:978-4-255-25398-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　履修に際しては、初めて学ぶ外国語やまだ知らぬ文化に
対する好奇心、新しい発見を喜ぶ柔軟な心、チームワー
ク、クラスの一員として共に授業をつくり上げていく姿勢
が期待されています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　ビデオのテーマおよび教科書の文法項目を挙げます。

１～４　　導入。文字と発音。ドイツ語の特徴。
５～８　　ビデオ「私たち」
　　　　　文法　動詞の現在人称変化
９～12　　ビデオ「家族」
　　　　　文法　名詞の性と複数形、格変化
13～16　　ビデオ「自宅で」
　　　　　文法　格変化、疑問詞と否定文
17～20　　ビデオ「街中で」
　　　　　文法　人称代名詞、前置詞
21～24　　ビデオ「食べ物と飲み物」
　　　　　文法　話法の助動詞、分離動詞
25～28　　ビデオ「学校」
　　　　　文法　zu不定詞
29～30　　グループ/ペア口頭発表

　この授業計画は、学生の理解度などを考慮して変更する
可能性があります。



2019-SJ00009652-11ドイツ語ⅠＡ「CC1-4・SM・SP」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限, 金・１時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

嶋田　洋一郎

◎－－－　概要　－－－◎

ドイツ語の歌を題材として、ドイツ語の基礎力を身につけま
す。
その根底となるのはドイツ語文法の理解ですが、まずドイツ語
の発音や綴り方から始まり、単語から文章へと進んでいきま
す。
ドイツ語の文法は語形変化が多いので、一つずつ確認しながら
学ぶことが重要です。
歌を通してドイツ語圏の文化や歴史についても理解を深めてい
きます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の綴り方や読み方を理解し、正しく発音できる。(技
能)

ドイツ語の動詞や名詞などの変化を理解し、正しく活用でき
る。(技能)

日常会話で使われる簡単な表現を身につけ、受け答えできる。
(技能)

辞書を使って簡単な文章を和訳できる。(技能)

ドイツ語圏の文化や歴史などについて基礎的な知識を持つ。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、授業の最初に、前の回の授業内容の理解度を確認するた
めの小テストを行うので、指示された範囲の準備をしておいて
ください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
小テスト（５０％）と定期試験（５０％）を総合して評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

DーPopで学ぶドイツ語、鈴木康志他著、同学社、２，５
００円（税別）ISBN 978-4-8102-0725-5

◎－－－　参考書　－－－◎

『新アポロン独和辞典』根本道也他編、同学社　ISBN
978-4-8102-0004-1
辞書はゆっくりと時間をかけて読むことが重要です。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

一つずつ確実に進むことが大切です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　導入・アルファベット
２　　発音
３　　簡単な会話表現・数詞（１）
４（歌）ニーナ：愛とは
５～６　動詞の現在人称変化
７　文の組み立て
８（歌）Ｊ・ヴェアディング：風に吹かれて
９～１０　名詩と定冠詞
１１　定冠詞類・名詞の複数形
１２（歌）　ニーナ：あなたは愛を知らない
１３～１４　不定冠詞・不定冠詞類
１５　人称代名詞
１６（歌）ジルバーモント：自分でやりな
１７～１８　幹母音が変わる動詞
１９　命令形
２０（歌）ニーナ：９９の風船
２１～２２　前置詞・数詞（２）
２３　形容詞（１）
２４（歌）ベーゼ・オンケルツ：聖なる歌
２５～２６　形容詞（２）
２７（歌）サマジョーナ：本気なの？
２８～２９　話法の助動詞・未来形
３０　まとめ



2019-SJ00009652-12ドイツ語ⅠＡ「CC5-6・SC・SE」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限, 金・１時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

津村　正樹

◎－－－　概要　－－－◎

まずは、英語と比べて格段に簡単なドイツ語の発音を身につけ
ます。そして、例文中心で文法を解説している初級教科書を
使って、できるだけたくさんの例文を読み、文法と意味を理解
し、それを暗記して、自由に口から出てくるようにします。特
に各課左ページの例文は完璧に覚えるようにしてください。こ
れをもとに、展開（応用）例文を加えて、小テストを各課ごと
に行い、確実に身に付けていきます。
授業の進行状況に応じて、自己紹介やドイツ紹介のやり方を考
えたり、ビデオ教材で実際のドイツ語会話に親しんだりしま
す。ビデオ教材のプリントはこちらで用意します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の読み方を理解して､正しく発音できる。(知識・理解)

独和辞典を引いて、利用することができる。(知識・理解)

ドイツ語で簡単な自己紹介ができる。(知識・理解)

平易なドイツ語を聞いて、内容を理解して、受け答えができ
る。(知識・理解)

ドイツ語圏の国に関して簡単に紹介ができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次の時間に扱うであろうと思われる課は見ておいてください。
特に課題のある場合はそれを指示しますのでやって来ておいて
ください。（６０分）授業ですぐに十分理解できなかったこ
と、特に重要と思われたことは、その授業の日に自分で学んで
いてください。納得できなかったことは、次回の授業で質問し
てください。やむをえず欠席をする場合は、自分で学習して、
追いついてください。各課が終了するごとに小テストを行いま
すので、準備を怠らないようにしてください。それが平常点の
ほとんどとなります。
小テスト準備（６０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、期間中の小テストの総合（平常点）と定期試験の
結果とをほぼ1対１～２くらいの比率で合算して、判定しま
す。ですから小テストの評価は大きな意味を持ちます。欠かす
ことのないように受けてください。また、評価は絶対評価で
す。つまり、成績によってはA評点（優）が半数になることも
あり得るし、（不可）が半数になることも十分ありえます。
「到達目標」の達成状況を評価の基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

おしゃれなドイツ語（最旬版）（高橋、城間著）朝日出版
社

◎－－－　参考書　－－－◎

ドイツ語の学習に独和辞典はむろん必須です。初回の授業
の際に紹介、説明をします。購入して、毎回持参してくだ
さい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書と辞書は毎回持参してください。進度にそって小テ
ストが行われます。これは、前もって日にちを指定するこ
とができません。小テストは積み重ねですから、これを行
う日に欠席すると徐々に大きなハンディを負うことになり
ますのでひたすらに注意してください。
小型のものでいいですが、独和辞典は必ず購入して､授業
に持参してください。引き方を教えます。辞書は最初の時
間に推薦します。スマートフォンを辞書代わりに使うこと
は禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．　　　導入　アルファベート
２．　　　発音
３．　　　発音おさらい
４．　　　第１課　人称代名詞
５．　　　第１課　現在人称変化（１）
６．　　　第１課　現在形表現おさらい
７．　　　第１課　おさらい
８．　　　第２課　名詞の格というもの
９．　　　第２課　定冠詞、不定冠詞
１０．　　第２課　名詞の複数形
１１．　　第２課　おさらい
１２．　　ビデオ教材　　　
１３．　　第３課　定冠詞類の使い方
１４．　　第３課　不定冠詞類の使い方
１５．　　第３課　指示代名詞、疑問代名詞
１６．　　第３課　おさらい
１７．　　ビデオ教材
１８．　　第４課　現在人称変化（２）
１９．　　第４課　命令表現
２０．　　第４課　これまでのおさらい
２１．　　第４課　おさらい
２２．　　ビデオ教材
２３．　　第５課　人称代名詞の格変化
２４．　　第５課　前置詞の格支配
２５．　　第５課　ドイツ語の語順の自由さと規則
２６．　　第５課　おさらい
２７．　　自己紹介をドイツ語で書いてみよう　
２８．　　ドイツ語圏の国を紹介してみよう
２９．　　前期学習事項のおさらい　１
３０．　　前期学習事項のおさらい　２



2019-SJ00009652-13ドイツ語ⅠＡ「CB・TA」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限, 水・２時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

堀口　順子

◎－－－　概要　－－－◎

　基本的なドイツ語の運用能力を身につけること、ドイツ語圏
の国々の生活や文化に対する理解を深めることを目標とする授
業です。

　ビデオを利用することで、文字ばかりでなく、映像を伴った
音声という形でも単語や表現を導入します。使用されている状
況と共に単語や表現を身につけていきましょう。導入した表現
で使われている文法の説明も行います。文法説明には教科書を
使用します。教科書には文法が体系的に説明されていますが、
できるだけビデオで導入した文法と関連づけながら学習を進め
ていきます。

　「聞く」「読む」といった受容能力に加え、「話す」「書
く」表出能力の育成も目指します。毎回の授業でも、習得した
単語や表現、理解した文法を基にドイツ語を表出する機会を設
けたいと考えていますが、集大成の自律的活動として学期末に
グループあるいはペアでの口頭発表を予定しています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の綴りの読み方を理解し、正しく発音できる。(技能)

ビデオによって導入された語彙や表現を概ね習得している。
(知識・理解)

導入された表現に使われている文法を理解している。(知識・
理解)

導入された語彙や表現、文法の確認のためにドイツ語の辞書を
利用することができる。(技能)

ドイツ語圏の国々に対する理解を基に、自分とは異なる文化的
背景を持つ人とも積極的に関わろうという気持ちがある。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　前回の授業のポイントが身についていることを確認するた
め、毎時間、授業の初めに小テストを実施します。この小テス
トのための準備が、皆さんの学習のペースメーカーとなること
でしょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価しま
す。

・毎時間実施する小テスト　　　50%
・グループ/ペア口頭発表       20%
・定期試験                    30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

田畑義之『Web Drillで学ぶドイツ文法』（朝日出版社）、
2017年、2400円＋税、ISBN:978-4-255-25398-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　履修に際しては、初めて学ぶ外国語やまだ知らぬ文化に
対する好奇心、新しい発見を喜ぶ柔軟な心、チームワー
ク、クラスの一員として共に授業をつくり上げていく姿勢
が期待されています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　ビデオのテーマおよび教科書の文法項目を挙げます。

１～４　　導入。文字と発音。ドイツ語の特徴。
５～８　　ビデオ「私たち」
　　　　　文法　動詞の現在人称変化
９～12　　ビデオ「家族」
　　　　　文法　名詞の性と複数形、格変化
13～16　　ビデオ「自宅で」
　　　　　文法　格変化、疑問詞と否定文
17～20　　ビデオ「街中で」
　　　　　文法　人称代名詞、前置詞
21～24　　ビデオ「食べ物と飲み物」
　　　　　文法　話法の助動詞、分離動詞
25～28　　ビデオ「学校」
　　　　　文法　zu不定詞
29～30　　グループ/ペア口頭発表

　この授業計画は、学生の理解度などを考慮して変更する
可能性があります。



2019-SJ00009652-14ドイツ語ⅠＡ「CF・TK」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限, 木・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

冨重　純子

◎－－－　概要　－－－◎

　ドイツ語の初級を学びます。
　文法事項の学習を中心にして、「話す」「聞く」「読む」
「書く」力がつくように、さまざまな練習を行っていきます。
授業中の練習を積極的に行うのに加えて、宿題を通じて、ひと
つひとつの要素を確実に理解し、積み重ねて行きましょう。
　ドイツ語圏の文化や習慣について理解することも目指しま
す。ことばは世界への窓――新しい言語を学んで、世界への窓
を広げましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツの文化や習慣に関する基礎知識を持つ。(知識・理解)

ドイツ語の綴りの読み方を理解し，正しく発音することができ
る。(技能)

ドイツ語の動詞や名詞等の変化の基本を理解し，正しく活用す
ることができる。(技能)

平易なドイツ語を聞いて内容を理解し，それに受け答えでき
る。(技能)

辞書を使って短いドイツ語文を和訳することができる。(技能)

他国に興味を持ち，異文化を理解しようとする姿勢を持ってい
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習よりも復習が大切です。授業で学んだことを確実に理解
し、覚えるべきことは覚えて、次回の授業に臨んでください。
（予習10分、復習80分。）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ドイツ語のつづりをきちんと読み、簡単な文を理解し、書く
ことができるかどうかを評価する。
　平常（授業でのドイツ語の音読、練習問題、宿題、ドイツに
関する知識に関する質疑など）の成績４０％、定期試験の成績
６０％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

橋本政義・橋本淑恵・Heike Pinnau『使ってみよう！ドイ
ツ語』三修社、2,500円
独和辞典：ポケット版ではない、しっかりしたもの。電子
辞書はすすめません。(授業の初回に、辞書について若干
の解説をしますので、その後で購入してください。)

◎－－－　参考書　－－－◎

　直接の参考文献というわけではないが、坂井栄八郎『ド
イツ史１０講』（中公新書）、ちょっと変わったところ
で、八木あき子著『ドイツ婦人の家庭学』（新潮文庫）、
佐貫亦男『こだわりのドイツ道具の旅』(光人社文庫)な
ど、読んでみよう。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　一に発音、二に発音です。とにかく口を大きく開けて、
はっきり発音するようにしてください。発音の次は、手を
使って書くこと。課題を自分でしなければ、ことばは身に
つきません。宿題は必ずしてください。
　毎回独和辞典を持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～２．導入。辞書について。発音
３．文成分と品詞について
４～５．運用練習
６～７．動詞の現在人称変化（１）
８～９．名詞と冠詞
10～11．運用練習
12～13．動詞の現在人称変化（２）命令文
14～15. 冠詞類、疑問代名詞
16～17．運用練習
18～19．人称代名詞・前置詞
20～21．話法の助動詞、分離動詞
22～23．運用練習
24～25．単文から文章へ
26～27．自己紹介から会話へ
28～30．時事的な文章を扱う



2019-SJ00009652-15ドイツ語ⅠＡ「MM1」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限, 金・２時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

篠崎　元

◎－－－　概要　－－－◎

　新しい外国語を学ぶということは新たなコミュニケーション
ツールを手に入れることだけではなく、その言葉が話されてい
る地域の文化、歴史、価値観、世界観を知ることも意味してい
ます。ドイツ語の学習がこれまでとは違った視点で物事をとら
える契機となり、将来多様な価値観を許容できる人材として社
会で活躍してくれることを期待します。
　授業ではグループワーク（会話・演習）を中心に、基礎的な
文法事項を学んでいきます。まずはドイツ語独特のリズムに慣
れて下さい。単語を正確に発音できるようになることが上達の
秘訣です。音読が正確にできないと学習効率が落ちることにも
繋がるので、今期最も重視する項目の一つです。
　授業は週２回開講され、しかも初めて学ぶ外国語ですので、
進度に遅れないよう欠かさず出席するよう心がけて下さい。ま
た適宜理解度確認のための小テストやミニプレゼンテーション
も実施し、成績評価の一部に充当します。
　さらにドイツ語だけではなく、ドイツ語圏の文化、歴史、事
情についてもできるだけ紹介したいと思います。音楽、映画、
ドキュメンタリー等の視聴覚教材も利用する予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の綴りの読み方を理解し、正しく発音することができ
る。(技能)

独和・和独の辞書をひいて、利用することができる。(技能)

平易なドイツ語を聞いて内容を理解し、それに受け答えでき
る。(技能)

ドイツ語圏の社会、文化、地理、歴史などについて簡単に紹介
することができる。(知識・理解)

異なる文化的背景を持つ人々と積極的に関わっていくことがで
きる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
・前回の授業内容の確認と質問事項の整理（15分）
・次の単元に出てくる単語の発音と意味を調べる（30分）
・小テストの準備（30分）
復習
・授業内容の復習（30分）
・返却された小テストの再確認（15分）
・宿題の励行（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・「到達目標」の達成状況を評価の基準とします。
・定期試験とノート提出を40％、平常点（小テスト、プレゼン
テーション、レポート、授業への参加姿勢、忘れ物の有無等で
総合的に判断）を60％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

清野智昭、時田伊津子　他『ドイツ語の時間〈ときめきミュ
ンヘン〉コミュニカティブ版　―マルチメディア―』（朝日
出版社）2017年　2,600円+税　(ISBN:978-4-255-25390-9)

◎－－－　参考書　－－－◎

アクセス独和辞典 第３版（三修社）　ISBN 978-4-384-01234-7
アポロン独和辞典 第３版（同学社）　ISBN 978-4-8102-0006-5
クラウン独和辞典 第５版（三省堂）　ISBN 978-4-385-12011-9
独和辞典は語彙数が著しく少ないものは学習には不向きなの
で、上記のものからいずれか一冊を必ず購入すること。（詳
細については第１回目の授業で説明します。）電子辞書でも
可。ただしスマートフォン、タブレット端末を辞書代わりと
することは禁止します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・第１回目の授業で単位取得に関する重要な説明を行うので
受講者は教科書を持参の上必ず出席すること。
・本講義専用のノートを１冊準備しておくこと。（学期末に
提出してもらいます。）
・受講に際しては、毎回必ず独和辞典を持参すること。
・授業中の無断退出や情報・通信機器（携帯電話、スマート
フォン、タブレット端末等）の使用、操作は指示された場合
を除き禁じます。
・欠席する場合はその理由を教員にメールで連絡すること。
・出席回数が全体の３分の２に満たない場合は単位取得がで
きない場合があります。
・30分以上の遅刻は欠席とみなします。
・遅刻は３回で１回欠席とカウントします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.講義の目標と進め方、ドイツ語とは？
2.アルファベット、単語の発音
3.前回の続き
4.動詞の現在人称変化
5.動詞seinとhabenの変化
6.動詞の位置
7.第１課のまとめ
8.名詞の性
9.名詞の１・４格
10.所有冠詞
11.第２課のまとめ
12.不規則動詞の現在人称変化
13.名詞の複数形
14.前回の続き
15.第３課のまとめ
16.前半の振り返り
17.名詞の３格
18.前置詞と名詞の格
19.前回の続き
20.第４課のまとめ
21.人称代名詞の３格・４格
22.分離動詞
23.非分離動詞
24.第５課のまとめ
25.話法の助動詞
26.前回の続き
27.命令形
28.第６課のまとめ
29.後半の振り返り
30.全体のまとめ



2019-SJ00009653-01ドイツ語ⅠＢ「LC・LH・G全」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限, 金・５時限　　試験時間割：2020/01/25　２時限　　

マンケ，ミヒャエラ

◎－－－　概要　－－－◎

前期に学んだドイツ語文法の知識を活用した演習を行います。
ドイツ語の文章に少しずつ慣れるところから始めて、辞書を引
きながら、やさしい文章を一人で読めるようになるのが目標で
す。また、ドイツに関するテキストを読むことによって、ドイ
ツとドイツ語に関する理解を深めてほしいと思います。この
他、簡単な会話の練習や、マルディメディアによる学習プログ
ラムを取入れることにもなります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語でドイツ語圏の社会、文化、地理、歴史などの諸事情
を理解するための知識をもつ。(知識・理解)

辞書を引きながら、重要な文法的繋がりを分析して、短い文章
が読める。(技能)

ゆっくりと注意深く発音された発話が聞き取れる。(技能)

簡単な語句を並べて必要事項の発言ができる。
(技能)

教科書にある例のパッターンに倣って、簡単な文づくりができ
る。(技能)

ドイツ語を通じて、異なる文化背景をもつ人々と積極的にかか
わる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習 １）指定した教科書の該当するページを事前に読み、知ら
ないことを調べておくこと。
２）指定教科書の出 版社ホームページからダウンロード可能な
音声を聞いておくこと。
復習 １）前回の 授業終了時まで学習された文法・単語・語
句・発音を憶えること。２）毎回授業の最初に前回の授業内容
に掛かる小テスト（語彙や書き取り、文章の把握などについて
の問題）を実施するので、復習しておくこと。
（積極的授業参加の場合、60分程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
・平常点 30％（学習状況、課題提出、学生の進歩度を持続的に
測定
する毎週の復習小テスト フィードバックとして小テストを採点
後、解
答の解説を行います。）
・授業時間内の口頭発表 10％（身に着けたドイツ語で自己表現
をする力の測定）
・定期試験 60％（ テーマ別の会話完成、読解、簡単なドイツ
語の文
作りの完成度測定）

◎－－－　テキスト　－－－◎

『ドイツ語の広場　Lernplatz Deutsch』清野智昭、同学社2019年
　ISBN　978-4-8102-0746-0　テキスト価格　￥2400(税別）、辞
書の引き方を学ぶため、「参考書」に取り上げられている辞書
の購入が必要。

◎－－－　参考書　－－－◎

『アポロン独和辞典 第３版』　ISBN 978-4-8102-0006-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、学習した分の復習テストがあるので、必ず前回の復習
（語句・内容・聞き取り）をします。
E-LearningツールのMoodleを利用します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Lektion 7 身体や病気の症状の表現（語彙習得、名詞の1・4格/
単数・複数の復習）
2 L7 人称代名詞の格変化（3・4格を求める動詞をつかった文を
つくる）
3 L7 関心と喜びの表現（再帰動詞と再帰代名詞をつかった文を
つくる）
4 L7 一日の流れ（時刻を言い表す表現、聞き取り、会話）
5 L7 サヤカの病気・医院に電話して予約をとる（ 読解、質問に
答える）
6 L8 列車の時刻表について聞いて答える（分離動詞）
7 L8 日常会話における条件付の発言（副文）
8 L8 表現の仕方の細分化（zu不定詞）
9 L8 駅の窓口での切符購入（聞き取り、会話）
10 L8 サヤカの一日の流れ（読解、小作文）
11 L9 計画を立てるときの義務と自由意志の表現（話法の助動詞
muessen, wollen）
12 L9 動作表現の拡大（話法の助動詞を使ったときの文づくり：
平叙文、疑問文、副文）
13 L9　動作表現の拡大（話法の助動詞を使ったときの人称変化
と会話例
14 L9　外食のための表現法（聞き取り、会話）
15 L9  ドイツの天候（読解、小作文）
16 L10 ファション評価に必要な会話要素（洋服と評価の語彙）
17 L10 モノや人を明確に指す表現力養成（定冠詞類）
18 L10 評価を明瞭化するための形容詞（述語的用法の構文、付
加語的用法の語尾変化）
19 L10 誕生会のTPOに合った洋服選び（聞き取り、会話）
20 L10 ドイツの年末年始文化（読解、小作文）
21 L11 一週間を振り返るための表現（曜日、現在完了形）
22 L11 過去を述べるための時称（過去形の作り方と用法）
23 L11 口頭の報告を行うための文法（現在完了形の作り方と用
法）
24 L11 歴史を語るための表現（日付と現在完了形・過去形をつ
かって人の伝記を聞き取り、語り合う）
25 L11 旅行先からの手紙（手紙を読み解き、書いてみる）
26 L12 将来の夢を語る（wennの従属文と接続法第2式のパター
ン練習）
27 L12 仮定的語りに必要な感嘆な言い回し（過去形とほとんど
変わらない接続法第2式の人称変化 ）
28 L12 できない理由を述べ理解を得ようとする（wennの従属文
と接続法第2式のもうひとつのパターン）
29 L12 お別れの時に語り合う希望（聞き取り、会話）
30 L12 ドイツ留学（読解、情報収集に基づいた計画づくり）

◎－－－　URL　－－－◎

指定教科書の出版社説明
(http://www.dogakusha.co.jp/07460.html)



2019-SJ00009653-02ドイツ語ⅠＢ「LJ・LP・LE・LF・LA」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限, 金・５時限　　試験時間割：2020/01/25　２時限　　

森澤　万里子

◎－－－　概要　－－－◎

　ドイツ語の文章を読んだり，組み立てたりする際に必要とな
る発音と文法の基礎知識を身につけることを目的とした授業が
行われます。また，辞書を使用して自分で平易なドイツ語を和
訳できるようになること，簡単な会話フレーズを発することが
できるようになること，ドイツ語圏の文化や習慣について理解
することも目指します。
　「ドイツ語ⅠA」で扱った教科書を引き続き使用し，練習を
繰り返しながらゆっくりと丁寧に進んでいきます。必要に応じ
て教員作成のプリントでトレーニングを重ねます。
　時折行われる小テストで習熟度を確認します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ドイツの文化や習慣に関する基礎知識を身につけている。
(知識・理解)

②ドイツ語の綴りの読み方を理解し，正しく発音することがで
きる。(技能)

③ドイツ語の動詞や名詞等の変化の基本を理解し，正しい語形
を作り、文を組み立てることができる。(技能)

④平易なドイツ語を聞いて（読んで）内容を理解し，それに受
け答えできる。(技能)

⑤（辞書を使って）短いドイツ語文を和訳することができる。
(技能)

⑥他国に興味を持ち，異文化を理解しようとする姿勢を持って
いる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：教科書の次回学習する文法説明に一通り目を通して
おきます。文法問題への解答やテキストの和訳等，宿題が出た
ときにはそれに取り組み，知識が不十分な点がないか確認をし
ます。（60分）
事後学習：学習した課の文法事項を読み直し，理解できたか確
認します。テキストを扱った際には何度も読み返して発音の練
習をし，そこに現れるフレーズや単語を覚えます。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
　授業内に行われる中間試験：30％（到達目標：②③④⑤）
　定期試験：30%（到達目標：②③④⑤）
　授業内に行なわれる小テスト：10%（到達目標：③）
　平常点（発音，宿題・課題の達成・提出状況，授業での発表
等）30%（到達目標：①②③④⑤⑥）

◎－－－　テキスト　－－－◎

中村　修他『つながるドイツ語みっとりーべ』 2019年　
朝日出版社　2600円＋税　ISBN 978-4-
255-25421-0
※この他、教員作成のプリントを適宜配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

特に必要としません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　週2回行われるペアクラスです。両方の授業に出席せね
ばなりません。
　授業時間内に定期試験と同じ比重の中間試験が行われま
す。どちらも必ず受験せねばなりません。
　毎回独和辞典を持参してください。
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 前期の総復習：発音・Lek. 1
2. 前期の総復習：Lek. 2, Lek. 3
3. 前期の総復習：Lek. 4, Lek. 5
4. Lek. 6 (Wie komme ich zur Post?): 1. 前置詞の格支配
5. Lek. 6: 文法練習
6. Lek. 6: 会話練習
7. Lek. 6: 会話・作文練習、読み物「ベルリン」
8. Lek. 7 (Wann stehst du morgen auf?): 1. 分離動詞、2. 非分
離動詞
9. Lek. 7: 文法練習
10. Lek. 7: 会話練習
11. Lek. 7: 会話・作文練習、読み物「私の一日」
12. Lek. 8 (Kannst du gut Deutsch sprechen?): 1. 話法の助動詞
13. Lek. 8: 文法練習
14. Lek. 8: 会話練習
15. Lek. 8: 会話・作文練習
16. Lek. 8: 読み物「鉄道旅行」
17. まとめ、中間テスト
18. Lek. 9 (Wofür interessierst du dich?): 1. zu 不定詞句、2. 再
帰代名詞と再帰動詞
19. Lek. 9: 文法練習
20. Lek. 9: 会話練習
21. Lek. 9: 会話・作文練習
22. Lek. 9: 読み物「クリスマスマーケット」
23. Lek. 10 (Was hast du am Wochenende gemacht?): 1. 動詞の
3基本形　
24. Lek. 10: 2. 過去形
25. Lek. 10: 文法練習
26. Lek. 10: 会話練習、会話・作文練習
27. Lek. 10: 読み物「大学初年度」
28. 総まとめ：Lek. 6, Lek. 7, Lek. 8
29. 総まとめ：Lek. 9, Lek. 10
30. 「冬学期」

◎－－－　URL　－－－◎

森澤ホームページ
(http://lg.hum.fukuoka-u.ac.jp/̃morisawa/index.html)



2019-SJ00009653-03ドイツ語ⅠＢ「LG1(a)」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限, 木・４時限　　試験時間割：2020/01/27　５時限　　

平松　智久

◎－－－　概要　－－－◎

　前期に引き続き、週2回・全30回の授業（教科書を用いた学
習と実践・応用練習）をとおして、ドイツ語の基礎語彙・文法
を段階的に身に着けます。12月までには確実に「ドイツ語技能
検定4級」合格レベルの力を付けることが目標です。
　ドイツ語の基本的な日常会話ができるようになるために、学
習した表現は繰り返し声に出して練習しましょう。授業で練習
した単語と重要表現については、適宜、小テストを行います。
なお、小テストの出題範囲はあらかじめ指定されますので安心
です。また授業中には、ドイツ語圏の音楽や映像等にも触れる
ことができます。ドイツ語力が高まれば高まるだけ、楽しみの
可能性が広がる喜びを見出すことができるでしょう。
　前期の「ドイツ語ⅠA」で感じたドイツ語の“手触り”を、
今度は“理解”へと発展させてゆきましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の動詞の現在人称変化を理解し、正しく活用すること
ができる(技能)

ドイツ語の冠詞や名詞の格変化を理解し、正しく活用すること
ができる(技能)

辞書を使いながら、短文のドイツ語作文ができる(技能)

辞書を使いながら、短いドイツ語の文を読める(技能)

ドイツ語圏の社会、文化、地理、歴史などについて詳しく紹介
することができる(知識・理解)

異なる文化的背景を持つ人々と積極的にかかわっていくことが
できる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
・教科書の該当箇所に目をとおし、単語を調べる（30分）
・予告された小テストの準備をする（30分）

復習
・学習内容の見直し/整理（30分）
・練習問題（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

出席確認を兼ねて、適宜、復習小テストを課します。この復習
小テストと中間テスト、課題や授業への能動的参加態度などが
平常点の評価対象です。成績評価は、平常点60％と定期試験の
結果40％の合計によって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

和泉雅人、斉藤太郎他『ドリル式・ドイツ文法
（Arbeitsbuch zur deutschen Grammatik）』同学社、2007年
（ISBN978-4-8012-0858-0）

根本道也ほか『アポロン独和辞典〔第3版〕』同学社、
2010年（ISBN 978-4810200065）ないし同等の独和辞典

◎－－－　参考書　－－－◎

清野智昭『ドイツ語のしくみ《新版》』白水社、2014年　
ISBN 978-4560086568
在間進・亀ヶ谷昌秀『独検合格4週間neu 4級』第三書房、
2012年　ISBN 978-4808601478
信岡資生『イラストで分かるドイツ語文法+トレーニング
ブック』ナツメ社 、2011年　ISBN 978-4816350870

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1.　出席と授業への能動的参加を重視します。質問や意見
は、どんなタイミングでも歓迎します。
2.　共に学ぶ姿勢を重視します。クラスメイトの学びを阻
害するような行為には、特に厳正に対処します。
3.　欠席する際には、事前にその理由をメールで連絡する
こと。(emailには、所属・学年・氏名・件名を忘れずに)
4.　当然ですが、毎授業、教科書と独和辞典を持参するこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーションおよび前期「ドイツ語IA」の復習
2-4 Lektion12-13 話法の助動詞
5-6 Lektion14-15 形容詞
7-8 Lektion16-17 比較級、最上級
9 振り返り
10-12 Lektion18 従属接続詞
13-15 Lektion19 分離動詞、非分離動詞
16 中間試験
17-22 Lektion20-23　時制
23-24 Lektion24　再帰動詞
25-27 Lektion25-26　zu 不定詞
28 Lektion27　非人称動詞
29-30 総復習

なお、参加者の理解度や要望に応じて上記の予定進度は随
時変更される可能性があります。



2019-SJ00009653-04ドイツ語ⅠＢ「LG1(b)」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限, 木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　５時限　　

田口　武史

◎－－－　概要　－－－◎

　前期に引き続き、週2回・全30回の授業(教科書を用いた学習
と実践・応用練習)をとおして、ドイツ語の基礎語彙・文法を
段階的に身に着けます。12月までには確実に「ドイツ語技能検
定4級」合格レベルの力を付けることが目標です。
　ドイツ語の基本的な日常会話ができるようになるために、学
習した表現は繰り返し声に出して練習しましょう。授業で練習
した単語と重要表現については、適宜、小テストを行います。
なお、小テストの出題範囲はあらかじめ指定されますので安心
です。また授業中には、ドイツ語圏の音楽や映像等にも触れる
ことができます。ドイツ語力が高まれば高まるだけ、楽しみの
可能性が広がる喜びを見出すことができるでしょう。
　前期の「ドイツ語I A」で感じたドイツ語の“手触り”を、
今度は“理解”へと発展させてゆきましよう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の動詞の現在人称変化を理解し、正しく活用すること
ができる(技能)

ドイツ語の冠詞や名詞の格変化を理解し、正しく活用すること
ができる(技能)

辞書を使いながら、短文のドイツ語作文ができる(技能)

辞書を使いながら、短いドイツ語の文を読める(技能)

ドイツ語圏の社会、文化、地理、歴史などについて詳しく紹介
することができる(知識・理解)

異なる文化的背景を持つ人々と積極的にかかわっていくことが
できる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
・教科書の該当箇所に目をとおし、単語を調べる (30分)
・予告された小テストの準備をする (30分)
復習
・学習内容の見直し/整理 (30分)
・練習問題 (30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

出席確認を兼ねて、適宜、復習小テストを課します。この復習
小テストと中間テスト、課題や授業への能動的參加態度などが
平常点の評価対象です。成績評価は、平常点60%と定期試験の
結果40%の合計によって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

和泉雅人、斉藤太郎他『ドリル式・ドイツ文法
（Arbeitsbuch zur deutschen Grammatik）』同学社、2007年
（ISBN 978-4-8012-0858-0）

根本道也ほか『アポロン独和辞典〔第3版〕』同学社、
2010年 （ISBN 978-4810200065）ないし同等の独和辞典

◎－－－　参考書　－－－◎

清野智昭『ドイツ語のしくみ≪新版≫』白水社、2014年　
ISBN 978-4560086568
在間進・亀ヶ谷昌秀『独検合格4週間 neu 4級』第三書房、
2012年　ISBN 978-4808601478
信岡資生『イラストで分かるドイツ語文法+トレーニ ング
ブック』ナツメ社、2011年　ISBN 978-4816350870

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1. 出席と授業への能動的参加を重視します。質問や意見
は、どんなタイミングでも歓迎します。
2. 共に学ぶ姿勢を重視します。クラスメイトの学びを阻害
するような行為には、特に厳正に対処します。
3. 欠席する際には、事前にその理由をメールで連絡するこ
と。(e-mailには、所属・学年・氏名・件名を忘れずに)
4. 毎授業、教科書と独和辞典を持参すること。

＊本授業ではカードリーダーの記録に基づいて出席管理し
ます。学生証をカードリーダーにかざし忘れた場合は，必
ずその授業の直後までに申し出てください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーションおよび前期「ドイツ語IA」の復習
2-4 Lektion12-13　話法の助動詞
5-6 Lektion 14-15 　形容詞
7-8 Lektion16-17　比較級 、最上級
9 振り返り
10-12 Lektion18　従属接続詞
13-15 Lektion19　分離動詞 、非分離動詞
16 中間試験
17-22 Lektion20-23　時制 23-24 Lektion24 再帰動詞 25-27
Lektion25-26 zu不定詞
28 Lektion27　非人称動詞
29-30 総復習

なお、参加者の理解度や要望に応じて上記の予定進度は随
時変更される可能性があります。



2019-SJ00009653-05ドイツ語ⅠＢ「JJ1-5」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限, 金・２時限　　試験時間割：2020/01/25　２時限　　

片岡　宜行

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、教科書後半のやや発展的な事項を扱います。
「ドイツ語ＩＡ」の内容とあわせてドイツ語の基礎的な文法を
ひと通り学ぶことになります。「ドイツ語ＩＡ」と同様に、学
んだ知識を用いて簡単な作文や会話、読解ができるように訓練
していきます。ドイツ語の文法は全体としては英語に似ていま
すが、細かく見るといろいろな違いがあり、またそこには様々
な意味が隠されています。例えば、ドイツ語で助動詞を用いる
と本動詞は文末に置かれるという一見奇妙な規則があります
が、実はこの規則は、聞き手に情報を伝える際の話し手の戦略
と密接に関係しているのです。私たちは、英語とは異なるルー
ルをもつドイツ語を学ぶことで言語の知識を広げ、言葉に対す
るセンスを磨くことができます。ドイツ語学習で得られた知識
や能力は、英語や日本語を用いる際にも活用できるのです。さ
らにこの授業では、短い期間に効率的に外国語を習得する方法
を追求していきます。ここで得たノウハウは、将来に仕事など
で外国で生活する際にも大いに役立つことでしょう。
　ドイツ語にはドイツ語特有の美しさや面白さが潜んでいま
す。そうした魅力を発見する楽しさも味わいながら、基礎を
しっかり身につけましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

① 教科書で扱った文法事項について説明することができる(知
識・理解)

② 習得した文法事項を用いて基本的な文を組み立てることがで
きる(技能)

③ 習得した文法事項を含むドイツ語文を日本語に訳すことがで
きる(技能)

④ 英語や日本語と比較しつつドイツ語を観察する視点をもつ
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：(1) 教科書の解説に目を通し、語句を辞書で調べる（30
分）
　　　(2) 練習問題に取り組む（30分）
復習：(1) 解説と練習問題を復習し、知識を定着させる（30
分）
　　　(2) 語形変化などを覚える（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・定期試験：60%（到達目標①②③）
・小テスト：40%（到達目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

神竹道士ほか『プレーミエ ドイツ語総合読本』白水社.
2018年. ISBN: 978-4-560-06419-1. 2,400円＋税.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 授業の目標と進め方
2 形容詞・副詞の比較変化
3 比較表現
4 形式的な主語
5 読解と練習問題
6 分離する動詞としない動詞
7 動詞の過去形と過去分詞形
8 読解と練習問題
9 現在完了形の作り方
10 現在完了形の用法
11 従属接続詞
12 再帰代名詞
13 分詞の用法
14 読解と練習問題
15 関係代名詞の基本
16 関係代名詞の使い方
17 不定関係代名詞とは
18 指示代名詞
19 読解と練習問題
20 受動態
21 自動詞の受動文
22 状態受動
23 その他の受動表現
24 読解と練習問題
25 接続法の形
26 接続法の用法（要求話法）
27 接続法の用法（間接話法）
28 接続法の用法（非現実話法）
29 読解と練習問題
30 重要事項のまとめ



2019-SJ00009653-07ドイツ語ⅠＢ「JB・TC」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限, 木・２時限　　試験時間割：2020/01/25　２時限　　

須藤　秀平

◎－－－　概要　－－－◎

ドイツ語IAで学んだドイツ語の知識を活かして、〈読む・書
く・聞く・話す〉の練習をします。初級文法のおさらいや、新
たな文法事項についても学びます。授業は週二回開講されま
す。文法ドリル問題の他に、独作文や会話のペア練習もおこな
い、総合的に学習してもらいます。
ドイツ語圏やヨーロッパの文化についても、より深く学びま
す。webサイトやその他副教材を用いて、調べ学習等もおこな
う予定です。
語学の上達は、自分自身の「読んでみたい、話してみたい」と
いう意志に大きく左右されます。新たなことに興味を持ち、主
体的に学ぼうとする姿勢を高く評価します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の綴りの読み方を理解し、正しく発音することができ
る。(技能)

自ら辞書を活用し、ドイツ語の平易なテクストを読むことがで
きる。(技能)

ドイツ語圏の社会や文化、歴史についての基本的な知識を持
ち、それを他の人に説明することができる。(知識・理解)

異なる文化的背景を持つ人々に対し理解と共感を示し、また自
ら積極的に関わっていくことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
授業中に出された宿題の遂行、指定された箇所の発音確認や意
味調べ等（45分）

【復習】
返却された課題の再確認
一度習った表現は、自分で説明し、使えるようにしておくこと
（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・ドイツ語の文をきちんと発音することができ、その意味を理
解できるかどうか、また自分自身で運用することができるかど
うかを評価する。
・成績は、平常点（授業内容の理解度、課題への積極的な取り
組み等による。「出席点」ではない）を50％、定期試験を50％
として換算する。
・出席回数が全体の3分の2に満たない場合は、単位取得ができ
ない場合がある。
・30分以上の遅刻は欠席とみなす。

◎－－－　テキスト　－－－◎

清野智昭他著『ドイツ語の時間〈ときめきミュンヘン〉コ
ミュニカティブ版　―マルチメディア―』朝日出版社、
2016年、2600円＋税（ISBN: 978-4-255-25390-9）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

独和辞典を必ず持参すること。電子辞書でもよいが、ス
マートフォンやタブレット端末等の使用は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション、前期の復習
２．自己紹介（１）
３．自己紹介（２）
４．私の家族（１）
５．私の家族（２）
６．私の趣味（１）
７．私の趣味（２）
８．キームゼーへ（１）
９．キームゼーへ（２）
10．健康（１）
11．健康（２）
12．買い物（１）
13．買い物（２）
14．中間テスト
15．ドイツ文化紹介（１）
16．ドイツ文化紹介（２）
17．ミュンヘン（１）
18．ミュンヘン（２）
19．休暇の後（１）
20．休暇の後（２）
21．食事（１）
22．食事（２）
23．クリスマス（１）
24．クリスマス（２）
25．中間テスト
26．ドイツ文化紹介（３）
27．ドイツ文化紹介（４）
28．ファッション
29．私の夢
30．まとめ



2019-SJ00009653-08ドイツ語ⅠＢ「TL」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限, 水・３時限　　試験時間割：2020/01/25　２時限　　

永田　善久

◎－－－　概要　－－－◎

前期に引き続き，週2回・全30回の授業（教科書を用いた学習と
実践・応用練習）を通して，ドイツ語の基礎語彙・文法を段階
的に身に付けます。後期開講の「ドイツ語IB」終了時までに
「ドイツ語技能検定4級」合格レベルの力を付けることを目指し
ます。

授業は教員による教科書記載事項の解説と学生による問題演習
（宿題および発表）から成ります。教科書は配列通りに進めま
す（後期はLektion27まで）。

授業の合間を縫って，適宜，ドイツ文化に関する映像メディア
等も鑑賞します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語IBで学習した文法事項を身に付けている(知識・理解)

ドイツ語IBで学習したドイツ語語彙を身に付けている(知識・理
解)

ドイツ語IBで扱ったドイツ文化関連事象を理解している(知識・
理解)

毎回みずから辞書を引きながら課題（宿題）に取り組める(技
能)

予習の段階でドイツ語原文をおおよそ「音読」できる(技能)

受講後は意味内容を正しく理解した上でドイツ語原文をある程
度の速さで「音読」できる(技能)

授業欠席した場合は「授業サポートWeb」にてみずから進度を
確認し，次回の授業に備えることができる(態度・志向性)

メディアに登場するドイツやヨーロッパに関するニュースに興
味を持ち，みずから調べる態度を持つ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：予習：前もってアナウンスされた「宿題」の解答および
発表準備（1時間）。
復習：学習事項のその都度の点検および確認。その上で「宿
題」に取り組むこと（1時間）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験40点，平常点（欠席・遅刻を含む受講態度，宿題の実
施状況等）60点という配分で成績を出します。外国語学習は一
種の実技科目ですから，受講姿勢を重視します。授業開始の定
刻時間から15分以内の遅刻であれば認めますが，この場合の平
常点に関わる評価は2分の1とし，それ以降の遅刻は欠席とみな
します。発表時の指名の際に欠席していたり宿題がなされてい
なかった場合，当該授業日の平常点評価はゼロとなります。た
だし，後日証明になる書類が呈示された場合に限り，欠席・遅
刻扱いを取り消します。「到達目標」の達成状況が評価の基準
となります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ドリル式・ドイツ文法（和泉・斎藤ほか）同学社，ISBN:
978-4-8102-0858-0, 1900円（税別）

◎－－－　参考書　－－－◎

新・独検合格単語+熟語1800（在間ほか）第三書房，2300
円+税　ISBN 978-4-808-60145-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

問題演習の際は各受講生に解答・発表してもらいますの
で，きちんと宿題を済ませた上で授業に臨んでください。
外国語学習における「宿題」はとても重要で，これは授業
の一部をなしています。また，受講に際しては，独和辞典
とノートを必ず持参してください。なお，板書量はかなり
のものとなります。出席は厳密にカウントしますので，学
生証をカードリーダーにかざし忘れた場合は，授業後に直
ちに申し出てください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス，Lektion12: 話法の助動詞
2-3. Lektion13: 話法の助動詞
4-6. Lektion14: 形容詞の格変化
7. Lektion15: 形容詞の名詞化
8. Lektion16: 比較級，最上級
9-10. Lektion17: 絶対比較級，絶対最上級
11-12. Lektion18: 従属接続詞
13-15. Lektion19: 分離動詞，非分離動詞
16-17. Lektion20: 三要形
18-19. Lektion21: 過去人称変化
20-21. Lektion22: 現在完了
22-23. Lektion23: 過去完了
24-25. Lektion24: 再帰動詞
26-28. Lektion25, 26: zu不定詞
29-30. Lektion27: 非人称動詞

◎－－－　URL　－－－◎

授業サポートページ（進度表など）
(http://apapa.hum.fukuoka-u.ac.jp/̃ynagata/2019/d1ab.html)



2019-SJ00009653-09ドイツ語ⅠＢ「JJ6-10・TM・TE」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限, 木・３時限　　試験時間割：2020/01/25　２時限　　

須藤　秀平

◎－－－　概要　－－－◎

ドイツ語IAで学んだドイツ語の知識を活かして、〈読む・書
く・聞く・話す〉の練習をします。初級文法のおさらいや、新
たな文法事項についても学びます。授業は週二回開講されま
す。文法ドリル問題の他に、独作文や会話のペア練習もおこな
い、総合的に学習してもらいます。
ドイツ語圏やヨーロッパの文化についても、より深く学びま
す。webサイトやその他副教材を用いて、調べ学習等もおこな
う予定です。
語学の上達は、自分自身の「読んでみたい、話してみたい」と
いう意志に大きく左右されます。新たなことに興味を持ち、主
体的に学ぼうとする姿勢を高く評価します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の綴りの読み方を理解し、正しく発音することができ
る。(技能)

自ら辞書を活用し、ドイツ語の平易なテクストを読むことがで
きる。(技能)

ドイツ語圏の社会や文化、歴史についての基本的な知識を持
ち、それを他の人に説明することができる。(知識・理解)

異なる文化的背景を持つ人々に対し理解と共感を示し、また自
ら積極的に関わっていくことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
授業中に出された宿題の遂行、指定された箇所の発音確認や意
味調べ等（45分）

【復習】
返却された課題の再確認
一度習った表現は、自分で説明し、使えるようにしておくこと
（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・ドイツ語の文をきちんと発音することができ、その意味を理
解できるかどうか、また自分自身で運用することができるかど
うかを評価する。
・成績は、平常点（授業内容の理解度、課題への積極的な取り
組み等による。「出席点」ではない）を50％、定期試験を50％
として換算する。
・出席回数が全体の3分の2に満たない場合は、単位取得ができ
ない場合がある。
・30分以上の遅刻は欠席とみなす。

◎－－－　テキスト　－－－◎

清野智昭他著『ドイツ語の時間〈ときめきミュンヘン〉コ
ミュニカティブ版　―マルチメディア―』朝日出版社、
2016年、2600円＋税（ISBN: 978-4-255-25390-9）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

独和辞典を必ず持参すること。電子辞書でもよいが、ス
マートフォンやタブレット端末等の使用は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション、前期の復習
２．自己紹介（１）
３．自己紹介（２）
４．私の家族（１）
５．私の家族（２）
６．私の趣味（１）
７．私の趣味（２）
８．キームゼーへ（１）
９．キームゼーへ（２）
10．健康（１）
11．健康（２）
12．買い物（１）
13．買い物（２）
14．中間テスト
15．ドイツ文化紹介（１）
16．ドイツ文化紹介（２）
17．ミュンヘン（１）
18．ミュンヘン（２）
19．休暇の後（１）
20．休暇の後（２）
21．食事（１）
22．食事（２）
23．クリスマス（１）
24．クリスマス（２）
25．中間テスト
26．ドイツ文化紹介（３）
27．ドイツ文化紹介（４）
28．ファッション
29．私の夢
30．まとめ



2019-SJ00009653-10ドイツ語ⅠＢ「E全・P全」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限, 木・１時限　　試験時間割：2020/01/25　２時限　　

堀口　順子

◎－－－　概要　－－－◎

　基本的なドイツ語の運用能力を身につけること、ドイツ語圏
の国々の生活や文化に対する理解を深めることを目標とする授
業です。

　ビデオを利用することにより、文字ばかりでなく、映像を
伴った音声という形でも単語や表現を導入します。使用されて
いる状況と共に単語や表現を身につけていきましょう。導入し
た表現で使われている文法の説明も行います。文法説明には教
科書を使用します。教科書には文法が体系的に説明されていま
すが、できるだけビデオで導入した文法と関連づけながら学習
を進めていきます。

　「聞く」「読む」といった受容能力に加え、「話す」「書
く」表出能力の育成も目指します。毎回の授業でも、習得した
単語や表現、理解した文法を基にドイツ語を表出する機会を設
けたいと考えていますが、集大成の自立的活動として学期末に
グループあるいはペアでの口頭発表を予定しています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の綴りの読み方を理解し、聞き手が理解できるように
短い文を発音できる。(技能)

ビデオによって導入された語彙や表現を概ね習得できている。
(知識・理解)

導入された表現に使われている文法を理解している。(知識・
理解)

導入された語彙や表現、文法の確認のためにドイツ語の辞書を
利用することができる。(技能)

ドイツ語圏の国々に対する理解を基に、異なる文化的背景を持
つ人とも積極的に関わろうという気持ちが強まっている。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　前回の授業のポイントが身についていることを確認するた
め、毎時間、授業の初めに小テストを実施します。この小テス
トのための準備が、皆さんの学習のペースメーカーとなること
でしょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価しま
す。

・毎時間実施する小テスト　　　　50%
・グループ/ペア口頭発表         20%
・定期試験                      30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

田畑義之『Web Drillで学ぶドイツ文法』（朝日出版社）、
2017年、2400円＋税、ISBN978-4-255-25398-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　履修に際しては、初めて学ぶ外国語やまだ知らぬ文化に
対する好奇心、新しい発見を喜ぶ柔軟な心、チームワー
ク、クラスの一員として共に授業をつくり上げていく姿勢
が期待されています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　ビデオのテーマ、および教科書の文法項目を挙げます。

1～2　　前期の振り返り
3～6　　ビデオ「週末、自由な時間」
　　　　文法　動詞の３基本形、現在完了形
7～10　 ビデオ「健康」
　　　　文法　非人称のes、
　　　　　　　再帰代名詞と再帰動詞
11～16　ビデオ「休暇と祝日」
　　　　文法　形容詞の格変化、受動文*、
　　　　　　　従属接続詞と副文
17～20　ビデオ「ベルリンの町」
　　　　文法　過去形、比較
21～28　ビデオ　「別れ」、「クリスマス」
　　　　文法　関係代名詞*、接続法*
29～30　グループ/ペア口頭発表

　この授業計画は、学生の理解度などを考慮して変更する
可能性があります。

 *のついている文法項目については、体系的な説明という
より、具体例の導入を予定しています。



2019-SJ00009653-11ドイツ語ⅠＢ「CC1-4・SM・SP」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限, 金・１時限　　試験時間割：2020/01/25　２時限　　

嶋田　洋一郎

◎－－－　概要　－－－◎

ドイツ語力のさらなる養成を目ざします。
文法は、完了形や副文など主としてドイツ語特有の構文を中心
に学んでいきます。
歌の世界もさらに広がります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の名詞や動詞などの語形変化を理解している。(知
識・理解)

学習した文法内容を理解して、文章の書き換えができる。(技
能)

辞書を使って、やや長めの文章を和訳できる。(技能)

ドイツ語圏の文化や歴史などについて、いっそう理解を深め
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、授業の最初に、前の回の授業の理解度を確認するための
小テストを行うので、指示された範囲の準備をしておいてくだ
さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
小テスト（５０％）と定期試験（５０％）を総合して評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

D-Popで学ぶドイツ語、鈴木康志他著、同学社、２，５０
０円（税別）ISBN978-4-8102-0725-5

◎－－－　参考書　－－－◎

『新アポロン独和辞典』根本道也他編、同学社　ISBN
978-4-8102-0004-1
ドイツ語の単語以外の情報についても読みましょう。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

「継続は力なり」という言葉を忘れずに。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　導入ー後期に学ぶこと
２（歌）Ｍ・フライハイト：君なしでは眠れない
３～４　分離動詞
５～６　非分離動詞・zu不定詞
７（歌）ローゼンシュトルツ：パフ
８～９　動詞の三基本形
１０　過去人称変化
１１（歌）ユーリ：イカシタ夜
１２～１３　現在完了形
１４　比較表現（形容詞・副詞）
１５（歌）バント・オーネ・ナーメン：心ごと持っていっ
てくれ
１６～１７　副文
１８　再帰動詞
１９（歌）クレー：ここにあるすべては
２０～２１　定関係代名詞
２２　不定関係代名詞・指示代名詞
２３（歌）ブラームスの子守歌
２４～２５　受動態
２６　他の受動的表現
２７（歌）ブリュームヒェン：もしも私が
２８～２９　接続法
３０　まとめ



2019-SJ00009653-12ドイツ語ⅠＢ「CC5-6・SC・SE」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限, 金・１時限　　試験時間割：2020/01/25　２時限　　

津村　正樹

◎－－－　概要　－－－◎

前期に学んだ文法をさらに進めていきます。前期と同じく、例
文中心で文法を解説している初級教科書を使って、できるだけ
たくさんの例文を読み、文法と意味を理解し、それを暗記し
て、自由に口から出てくるようにします。特に各課左ページの
例文は完璧に覚えるようにしてください。これをもとに、展開
（応用）例文を加えて、小テストを各課ごとに行い、確実に身
に付けていきます。辞書の使い方に慣れていきましょう。英語
の辞書よりも引くのが大変ですが、それは授業の際に教えま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の動詞の現在人称変化を理解して体得する。(知識・
理解)

ドイツ語の格を理解して、活用できる。(知識・理解)

上記2項目を総合して簡単なドイツ語の作文ができる。(知識・
理解)

辞書を活用して、ドイツ語の短文の意味が理解できる。(知
識・理解)

ドイツ語圏の国に関して少し詳しい説明ができる。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次の時間に扱うであろうと思われる課は見ておいてください。
特に課題のある場合はそれを指示しますのでやって来ておいて
ください。（６０分）授業ですぐに十分理解できなかったこ
と、特に重要と思われたことは、その授業の日に自分で学んで
いてください。納得できなかったことは、次回の授業で質問し
てください。やむをえず欠席をする場合は、自分で学習して、
追いついてください。
小テスト準備（６０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、期間中の小テストの総合（平常点）と定期試験の
結果とをほぼ1対１～２くらいの比率で合算して、判定しま
す。ですから小テストの評価は大きな意味を持ちます。また、
評価は絶対評価です。つまり、成績によってはA評点（優）が
半数になることもあり得るし、（不可）が半数になることも十
分ありえます。「到達目標」の達成状況を評価の基準としま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

おしゃれなドイツ語（最旬版）（高橋、城間著）朝日出版
社

◎－－－　参考書　－－－◎

ドイツ語の学習に独和辞典はむろん必須です。初回の授業
の際に紹介、説明をします。購入して、毎回持参してくだ
さい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書と辞書は毎回持参してください。進度にそって小テ
ストが行われます。これは、前もって日にちを指定するこ
とができません。小テストは積み重ねですから、これを行
う日に欠席すると徐々に大きなハンディを負うことになり
ますのでひたすらに注意してください。
小型のものでいいですが、独和辞典は必ず購入して、授業
に持参してください。引き方を指導します。スマートフォ
ンを辞書代わりに使うことは禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．　前期のおさらい
２．　前期のおさらい
３．　第６課　　形容詞の用法
４．　第６課　　形容詞の変化
５．　第６課　　形容詞の名詞化
６．　第６課　　おさらい
７．　第７課　　助動詞
８．　第７課　　助動詞構文
９．　第７課　　未来形
１０．第７課　　おさらい
１１．第８課　　分離動詞
１２．第８課　　再帰代名詞
１３．第８課　　再帰動詞
１４．第８課　　おさらい
１５．第９課　　動詞三基本形
１６．第９課　　過去形の用法
１７．第９課　　従属接続詞
１８．第９課　　おさらい
１９．第１０課　過去分詞
２０．第１０課　現在完了形
２１．第１０課　現在完了形の用法
２２．第１０課　おさらい
２３．第１３課　形容詞の比較級、最高級
２４．第１３課　その用法
２５．第１３課　現在分詞
２６．第１３課　おさらい
２７．ドイツ語圏の紹介文作成
２８．後期学習事項のおさらい　１
２９．後期学習事項のおさらい　２
３０．後期学習事項のおさらい　３



2019-SJ00009653-13ドイツ語ⅠＢ「CB・TA」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限, 水・２時限　　試験時間割：2020/01/25　２時限　　

堀口　順子

◎－－－　概要　－－－◎

　基本的なドイツ語の運用能力を身につけること、ドイツ語圏
の国々の生活や文化に対する理解を深めることを目標とする授
業です。

　ビデオを利用することにより、文字ばかりでなく、映像を
伴った音声という形でも単語や表現を導入します。使用されて
いる状況と共に単語や表現を身につけていきましょう。導入し
た表現で使われている文法の説明も行います。文法説明には教
科書を使用します。教科書には文法が体系的に説明されていま
すが、できるだけビデオで導入した文法と関連づけながら学習
を進めていきます。

　「聞く」「読む」といった受容能力に加え、「話す」「書
く」表出能力の育成も目指します。毎回の授業でも、習得した
単語や表現、理解した文法を基にドイツ語を表出する機会を設
けたいと考えていますが、集大成の自立的活動として学期末に
グループあるいはペアでの口頭発表を予定しています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の綴りの読み方を理解し、聞き手が理解できるように
短い文を発音できる。(技能)

ビデオによって導入された語彙や表現を概ね習得できている。
(知識・理解)

導入された表現に使われている文法を理解している。(知識・
理解)

導入された語彙や表現、文法の確認のためにドイツ語の辞書を
利用することができる。(技能)

ドイツ語圏の国々に対する理解を基に、異なる文化的背景を持
つ人とも積極的に関わろうという気持ちが強まっている。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　前回の授業のポイントが身についていることを確認するた
め、毎時間、授業の初めに小テストを実施します。この小テス
トのための準備が、皆さんの学習のペースメーカーとなること
でしょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価しま
す。

・毎時間実施する小テスト　　　　50%
・グループ/ペア口頭発表         20%
・定期試験                      30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

田畑義之『Web Drillで学ぶドイツ文法』（朝日出版社）、
2017年、2400円＋税、ISBN978-4-255-25398-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　履修に際しては、初めて学ぶ外国語やまだ知らぬ文化に
対する好奇心、新しい発見を喜ぶ柔軟な心、チームワー
ク、クラスの一員として共に授業をつくり上げていく姿勢
が期待されています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　ビデオのテーマ、および教科書の文法項目を挙げます。

1～2　　前期の振り返り
3～6　　ビデオ「週末、自由な時間」
　　　　文法　動詞の３基本形、現在完了形
7～10　 ビデオ「健康」
　　　　文法　非人称のes、
　　　　　　　再帰代名詞と再帰動詞
11～16　ビデオ「休暇と祝日」
　　　　文法　形容詞の格変化、受動文*、
　　　　　　　従属接続詞と副文
17～20　ビデオ「ベルリンの町」
　　　　文法　過去形、比較
21～28　ビデオ　「別れ」、「クリスマス」
　　　　文法　関係代名詞*、接続法*
29～30　グループ/ペア口頭発表

　この授業計画は、学生の理解度などを考慮して変更する
可能性があります。

　*のついている文法項目については、体系的な説明とい
うより、具体例としての導入を予定しています。



2019-SJ00009653-14ドイツ語ⅠＢ「CF・TK」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限, 木・４時限　　試験時間割：2020/01/25　２時限　　

冨重　純子

◎－－－　概要　－－－◎

　ＩＡで学んだ文法の知識をもとに、発展的な文法事項を補い
ながら、複雑なドイツ語の文章に少しずつ慣れていきます。ま
とまった内容の会話の練習や、辞書をひきながら文章を読む練
習を行います。
　語学学習に並行して、適宜ドイツ語圏の文化事情の紹介も行
います。ことばは世界への窓――新しい言語を学んで、世界へ
の窓を広げましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の動詞・冠詞・名詞などの語形変化を理解している。
(知識・理解)

学習した文法内容を活用して、練習問題に解答することができ
る。(技能)

辞書を使いながら、短いドイツ語作文ができる。(技能)

辞書を使いながら、短いドイツ語の文を読める。(技能)

ドイツ語の言語としての特徴やドイツの社会・文化・文学に関
してさらに詳しく知ろうとする、興味と探求心を持つ。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

宿題は必ずすること。予習の必要はありません。復習が大切で
す。授業で学んだことを確実に理解し、覚えるべきことは覚え
て、次回の授業に臨んでください。（予習10分、復習80分。）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　文をひとまとまりのものとして話すことができるか、また聞
き取ることができるか、ひとつひとつの文を着実に理解し、ま
た書くことができるかどうか、さらにひとつながりの文章を読
んで理解することができるかどうかを評価する。
　平常（授業での発言、課題、宿題など）の成績４０％、定期
試験の成績６０％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

橋本政義・橋本淑恵・Heike Pinnau『使ってみよう！ドイ
ツ語』三修社、2,500円
独和辞典（IAで用いたもの）

◎－－－　参考書　－－－◎

　直接の参考文献というわけではないが、坂井栄八郎『ド
イツ史１０講』（中公新書）、ちょっと変わったところ
で、八木あき子著『ドイツ婦人の家庭学』（新潮文庫）、
佐貫亦男『こだわりのドイツ道具の旅』(光人社文庫)な
ど、読んでみよう。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　語学の学習は口と手を動かすことから。課題を自分でし
なければ、ことばは身につきません。宿題は必ずしてくだ
さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．いつ、どこで、だれが何を行うのか。「外国語を理解
する」ということについて
２～３． 不定詞・副文
４～５．形容詞・比較
６～７．運用練習
８～９．再帰動詞
10～11．過去形・現在完了形
12～13．時間の表現
14～15．非人称動詞
16～17．短い文章を読む
18～19．短い文章を話す
20～21．短い文章を聞く、書く
22～23．関係代名詞
24～25．受動
26～28．接続法
29～30．総合練習とまとめ



2019-SJ00009653-15ドイツ語ⅠＢ「MM1」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限, 金・２時限　　試験時間割：2020/01/25　２時限　　

篠崎　元

◎－－－　概要　－－－◎

　ドイツ語ⅠAに引き続きグループワーク（会話・演習）を通
じて初級文法の基礎を学習します。前期と比べてやや複雑な文
法事項も出てきますので、授業で学んだ内容の復習に力を注い
で下さい。授業はドイツ語ⅠAの内容を理解できていることを
前提に進んでいきます。理解できなかった所、忘れてしまった
所があれば、早めに質問し解決できるように心がけて下さい。
　また今期ではドイツ語圏の文化、歴史、事情など言語外の分
野の理解も深めます。日本と比較することで私達が置かれてい
る状況を別の角度から見つめ直す良い機会になるでしょう。そ
の他に映画や音楽、雑誌、webサイト等の記事も適宜使用する
予定です。併せて進度に応じて小テストも実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

辞書を使いながら、短いドイツ語の文を読むことができる。
(技能)

ドイツ語ⅠAで学んだ知識を応用し、短い文を作ることができ
る。(技能)

簡単なドイツ語文を聞き取ることができる。(技能)

ドイツ語圏の社会、文化、地理、歴史などについて詳しく紹介
することができる。(知識・理解)

異なる文化的背景を持つ人々と積極的に関わっていくことがで
きる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
・前回の授業内容の確認と質問事項の整理（15分）
・次の単元に出てくる単語の発音と意味を調べる（30分）
・小テストの準備（30分）
復習
・授業内容の復習（30分）
・返却された小テストの再確認（15分）
・宿題の励行（30分）
・新出単語の暗記（15分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・「到達目標」の達成状況を評価の基準とします。
・定期試験とノート提出を40％、平常点（小テスト、プレゼン
テーション、レポート、授業への参加姿勢、忘れ物の有無等で
総合的に判断）を60％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

清野智昭、時田伊津子　他『ドイツ語の時間〈ときめきミュ
ンヘン〉コミュニカティブ版　―マルチメディア―』（朝日
出版社）2017年　2,600円+税　(ISBN:978-4-255-25390-9)

◎－－－　参考書　－－－◎

アクセス独和辞典 第３版（三修社）　ISBN 978-4-384-01234-7
アポロン独和辞典 第３版（同学社）　ISBN 978-4-8102-0006-5
クラウン独和辞典 第5版（三省堂）　ISBN 978-4-385-12011-9
独和辞典は語彙数が著しく少ないものは学習には不向きなの
で、上記のものからいずれか一冊を必ず購入すること。電子
辞書でも可。ただしスマートフォン、タブレット端末を辞書
代わりとすることは禁止します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・第１回目の授業で単位取得に関する重要な説明を行うので
受講者は教科書を持参の上必ず出席すること。
・本講義専用のノートを１冊準備しておくこと。（学期末に
提出してもらいます。）
・受講に際しては、毎回必ず独和辞典を持参すること。
・授業中の無断退出や情報・通信機器（携帯電話、スマート
フォン、タブレット端末等）の使用、操作は指示された場合
を除き禁じます。
・欠席する場合はその理由を教員にメールで連絡すること。
・出席回数が全体の３分の２に満たない場合は単位取得がで
きない場合があります。
・30分以上の遅刻は欠席とみなします。
・遅刻は３回で１回欠席とカウントします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.講義の目標と進め方
2.ドイツ語ⅠAの復習
3.３・４格支配の前置詞
4.前回の続き
5.並列接続詞
6.第７課のまとめ
7.現在完了形
8.前回の続き
9.過去形
10.第８課のまとめ
11.定冠詞類
12.前回の続き
13.副文
14.第９課のまとめ
15.前半の振り返り
16.比較級と最上級
17.前回の続き
18.再帰代名詞と再帰動詞
19.第10課のまとめ
20.形容詞の格変化
21.前回の続き
22.非人称表現（esの用法）
23.第11課のまとめ
24.接続法第2式
25.前回の続き
26.zu不定詞句
27.第12課のまとめ
28.後半の振り返り
29.後半の振り返り
30.まとめ



2019-SJ00009662-01ドイツ語ⅡＡ「LC・LH」（ドイツの「今」を知る）

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

篠崎　元

◎－－－　概要　－－－◎

　ドイツ人の生活や社会、文化、歴史などについて書かれたテ
キストを文法事項を復習しながら読み進めていきます。様々な
テーマについて理解を深めながら、現在のドイツの実情を多角
的に考察します。日本の置かれた状況と比較することで浮かび
上がる双方の考え方の違いや問題点が、皆さん自身の新たな気
づきへのきっかけとなるでしょう。さらに授業では音楽、映
画、ドキュメンタリー等の視聴覚教材も積極的に利用する予定
です。
　授業はグループワークを中心に進めていきます。評価全体に
占める発表点の割合が比較的大きくなりますので、受講者は事
前の準備をしっかりした上で積極的な姿勢で講義に臨んで下さ
い。併せて理解度確認のための小テストやミニプレゼンテー
ションも実施します。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語ⅠA/ⅠBの文法知識を理解し、テキストを購読する際
に応用できる。(技能)

ドイツ語圏の文化、歴史、時事問題に関して知見を深める。
(知識・理解)

ペアワーク、グループワークに積極的に参加し、自身の見解を
伝えることができる。(態度・志向性)

グループ活動での意見を集約し、プレゼンテーションなどで表
現できる。(態度・志向性)

授業を通じて深めた知識、体験をレポートにまとめることがで
きる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
・前回の授業内容の確認と質問事項の整理（15分）
・次回の授業で読む箇所の音読と和訳（60分）
復習
・授業内容の復習と和訳のまとめ（60分）
・宿題の励行（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・「到達目標」の達成状況を評価の基準とします。
・各定期試験を40％、平常点を60％（発表、小テスト、プレゼ
ンテーション、レポート、授業態度、忘れ物の有無等で総合的
に判断）で評価します。
  

◎－－－　テキスト　－－－◎

Siegfried Kohlhammer、斎藤太郎 『知りたいドイツ　～読みな
がらステップアップ～』（朝日出版社）2018年　2,300円+税　
(ISBN:978-4-255-25403-6)

◎－－－　参考書　－－－◎

アクセス独和辞典 第３版（三修社）　ISBN 978-4-384-01234-7
アポロン独和辞典 第３版（同学社）　ISBN 978-4-8102-0006-5
クラウン独和辞典 第5版（三省堂）　ISBN 978-4-385-12011-9
独和辞典：１年次に購入したものを持参すること。購入して
いない場合は上記のものからいずれか一冊を必ず購入するこ
と。（ポケット版の辞書は学習には不向きなので不可）
スマートフォン、タブレット端末内蔵の辞書は、通信機能の
有無にかかわらず授業中の使用を禁止します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・第１回目の授業で単位取得に関する重要な説明を行うので
受講者は必ず出席すること。
・本講義専用のノートを１冊準備しておくこと。
・受講に際しては、毎回必ず独和辞典を持参すること。
・授業中の無断退出や情報・通信機器（携帯電話、スマート
フォン、タブレット端末等）の使用は固く禁じる。
・出席回数が全体の３分の２に満たない場合は単位取得がで
きない場合があります。
・30分以上の遅刻は欠席とみなします。
・遅刻は３回で１回欠席とカウントします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス、講義の目標と進め方
2.自己紹介（１）
3.自己紹介（２）
4.地理と気候（１）
5.地理と気候（２）
6.食生活（１）
7.食生活（２）
8.ドイツ語という言語（１）
9.ドイツ語という言語（２）
10.ドイツの大学（１）
11.ドイツの大学（２）
12.祝日と休暇（１）
13.祝日と休暇（２）
14.祝日と休暇（３）
15.前期のまとめ
16.ドイツの治安事情（１）
17.ドイツの治安事情（２）
18.教育制度（１）
19.教育制度（２）
20.政治制度（１）
21.政治制度（２）
22.ドイツの歴史概観（１）
23.ドイツの歴史概観（２）
24.音楽の国ドイツ（１）
25.音楽の国ドイツ（２）
26.ドイツの宗教事情（１）
27.ドイツの宗教事情（２）
28.二つのドイツ（１）
29.二つのドイツ（２）
30.後期のまとめ

※授業進度は受講者の理解度や課題の進捗状況などによって
変更されることがあります。



2019-SJ00009662-02ドイツ語ⅡＡ「LJ・LP・LE・LF・LA」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

金山　正道

◎－－－　概要　－－－◎

　ドイツの作家ヴィルヘルム・マイヤー=フェルスターの切な
い恋の物語『アルト・ハイデルベルク物語』を購読します。原
作はドイツ文字で書かれていて、文章も2年次生にはむずかし
いのですが、幸い白水社から、コロンビア大学のドイツ語の先
生が学部の学生向きに、原作の持ち味を損なうことなく、書き
改めたテキストが出版されています。この科目では「テキス
ト」欄に挙げたその教科書を使い、この甘美な物語を購読しま
す。
　1年次に学んだ文法の復習をしながら、ドイツ語読解の力を
育成しますので、「履修上の留意点」にも書いていますが、毎
回、独和辞典はもちろんのこと、「ドイツ語ⅠA」と「ドイツ
語ⅠB」で使用した文法の教科書を必ず持参してください。
　王子「カール・ハインリヒ」や学生たちがコンパをおこなう
店で働く若い女性「ケティー」、「ルッツ」あるいはカール・
ハインリヒの婚約者である「王女様」が教室に来ます。どうい
うことか、1年次の教室での勉学からLJ・LP・LEの受講生には
分かりますね。LFとLAの受講生は楽しみにしてください。
　「真剣に、楽しく」をモットーに授業をしたいので、あなた
の勉学の姿勢が積極的であることを期待しています。
　なお、「授業計画」欄にはウムラウトが付くドイツ文字は
ae、oe、ueのように書き、あともう一文字―なんだったでしょ
うか―はssと書いています。これに関しても1年次に一度説明
しましたが、再度説明します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツのやさしい文学作品を、辞書をひきながら、読むことが
できる。(知識・理解)

正しい発音で音読し、すこし間違いはあっても（予習の段階）
自分である程度読解ができ、内容に関する教員のやさしいドイ
ツ語の質問にドイツ語で答えることができる。(技能)

物語の背景となった町ハイデルベルクやドイツの大学または学
生生活に興味をもつようになった。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次の授業で読む個所を必ず予習しておくこと（所要時間60
分）
・授業時に学んだこと、特に予習してわからなかった個所は次
の授業までに復習して理解しておくこと（所要時間30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業時におこなってもらう訳読、授業時の質問に対する答え、
和訳レポートおよび定期試験によって評価する（評価の方
法）。評価の割合は、訳読30％、質問に対する答え10％、意見
表明10％および定期試験50％である。評価基準は次の1から3で
ある。１．自分が担当する個所をきちんと訳読したか　2．前
期授業期間中に数回（5回程度）全員に提出してもらう和訳レ
ポートを期限までに提出しているか　3．質問に答えたか（正
しい答えができるのが一番ですが、沈黙せずに、間違っていて
も、明確に答えたことを評価します） 4．定期試験の問題に正
しく解答できたか

◎－－－　テキスト　－－－◎

和田洋一編『アルト・ハイデルベルク物語（白水社）
ISBN 4-560-01427-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、独和辞典と一年次のドイツ語文法の教科書（「ドイ
ツ語ⅠA」「ドイツ語ⅠB」で使ったテキスト）を必ず持
参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
1．オリエンテーション（諸注意と連絡）
2．第1章　Karl Heinrich　講読
3．第2章　Doktor Juettner 講読
4．第3章　Die Reise nach Heidelberg 講読
5．第4章　Der Wartesaal in Frankfurt 講読
6．第5章　Die Ankunft in Heidelberg 講読
7．第6章　Bei Frau Doerffel 講読
8．「カール・ハインリヒ」または「ケティー」登場（見
て学ぶ）
9．第7章　Die erste Nacht in Heidelberg　講読
10．第8章　Das Fruehstueck 講読
11．第9章　Der Spaziergang　講読
12．第10章　Das Schloss 講読
13．第11章　Die Einladung 講読
14．第12章　Das Gasthaus　講読
15．第13章　Der Kommers　講読
後期
16．オリエンテーション（諸注意と連絡）
17．第14章　Die Nacht　講読
18．第15章　Das Leben in Heidelberg 講読
19．第16章　Das Fest 講読
20．第17章　Der Abschied  講読（43から44ページ）
21．第17章　Der Abschied 講読（45から46ページ）
22．「カール・ハインリヒの婚約者たる王女様」登場（見
て学ぶ）
23．第18章　In Karlsburg　講読
24．第19章　Die Ueberraschung 講読（50から51ページ）
25．第19章　Die Ueberraschung 講読（52から53ページ）
26．「ルッツ」登場（見て学ぶ）
27．第20章　Das Wiedersehen 講読（54から55ページ）
28．第20章　Das Wiedersehen 講読（56から57ページ）
29．第20章　Das Wiedersehen 講読（58ページ）および
「悲しいケティー」登場（見て学ぶ）
30．まとめとして―「ドイツ語の世界」



2019-SJ00009662-03ドイツ語ⅡＡ「LG1(a)」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：2019/07/25　５時限,　2020/01/20　５時限　　

永田　善久

◎－－－　概要　－－－◎

まず標準的な現代ドイツ語テキストを「精読」します。次に精
読したテキストの中身を，今度はテキストで学んだ語彙や文構
造（副文，関係文，分詞構文等）や表現形式等を用いて「ドイ
ツ語で再構成（つまり一種のドイツ語作文，ただし自由作文で
はない）」します。こうした 2 つの学習工程を経ることによっ
て，ある一定の知的水準にあるドイツ語を「正確に読む力」と
「正確に書く力」を鍛錬していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語IA/IBで学習した文法事項を身に付けており，ドイツ
語原文講読の際こうした知識を実地に応用できる(知識・理解)

ドイツ語IIAで学習したドイツ語語彙を身に付けている(知識・
理解)

未消化だった文法事項は，1年次の教科書を参照しながら，自
分で補習できる(知識・理解)

毎回みずから辞書を引きドイツ語原文の「読解予習」ができる
(技能)

予習の段階でドイツ語原文をおおよそ「音読」できる(技能)

受講後はドイツ語原文を正しく読解できる(技能)

受講後は意味内容を正しく理解しながらドイツ語原文をある程
度の速さで「音読」できる(技能)

欠席した場合は「授業サポートWeb」にてみずから進度を確認
し，次回の授業に備えることができる(態度・志向性)

メディアに登場するドイツやヨーロッパに関するニュースに興
味を持ち，みずから調べる態度を持つ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：前もってアナウンスされた「テキストの読解」および
「発表」準備（1時間）。
復習：学習事項のその都度の点検および確認。その上で「予
習」に取り組むこと（1時間）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験40点，平常点（欠席・遅刻を含む受講態度，予習の実
施状況等）60点という配分で成績を出します。外国語学習は一
種の実技科目ですから，受講姿勢を重視します。授業開始の定
刻時間から15分以内の遅刻であれば認めますが，この場合の平
常点に関わる評価は2分の1とし，それ以降の遅刻は欠席とみな
します。発表時の指名の際に欠席していたり準備がなされてい
なかった場合，当該授業日の平常点評価はゼロとなります。た
だし，後日証明になる書類が呈示された場合に限り，欠席・遅
刻扱いを取り消します。「到達目標」の達成状況が評価の基準
となります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

担当教員が用意する「テキスト」を，各自「授業サポート
Web」からダウンロードし，プリントアウトした上で授業
に持参してください。

◎－－－　参考書　－－－◎

なし。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

発表の際は各受講生を指名します。テキストの予習を必ず
済ませた上で授業に臨むこと。受講に際しては，独和辞典
とノートとIA/IBで使用した文法教科書も必ず持参するこ
と。出席は厳密にカウントしますので，学生証をカード
リーダーにかざし忘れた場合は，授業後に直ちに申し出て
ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス： 予習の仕方，授業の進め方
2. Entwicklungshilfe 講読1
3. Entwicklungshilfe 講読2
4. Entwicklungshilfe 講読3
5. Entwicklungshilfe 文法： 副文
6. Entwicklungshilfe 演習： dass文，wie文
7. Entwicklungshilfe 演習： 因由文，認容文
8. Entwicklungshilfe 演習： 話法の助動詞
9. Entwicklungshilfe 演習： 比較
10. Entwicklungshilfe 演習： 付加語文，格変化
11. Entwicklungshilfe 演習： 理解
12. Vorurteile 講読1
13. Vorurteile 講読2
14. Vorurteile 講読3
15. Vorurteile 講読4
16. Vorurteile 文法： 付加語
17. Vorurteile 演習： 形容詞格変化
18. Vorurteile 演習： 語彙
19. Vorurteile 演習： 定関係代名詞
20. Vorurteile 演習： 不定関係代名詞
21. Vorurteile 演習： 条件文
22. Vorurteile 演習： 理解
23. Lawine 講読1
24. Lawine 講読2
25. Lawine 講読3
26. Lawine 講読4
27. Lawine 演習： 受動態
28. Lawine 演習： 理解
29. Lawine 演習： 非人称es
30. Lawine 演習： 語彙； 総括

◎－－－　URL　－－－◎

授業サポートページ（進度表，テキストダウンロードな
ど）
(http://apapa.hum.fukuoka-u.ac.jp/̃ynagata/2019/d2a.html)



2019-SJ00009662-04ドイツ語ⅡＡ「LG1(b)」（ドイツ語文法総点検）

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・２時限　　試験時間割：2019/07/25　５時限,　2020/01/20　５時限　　

堺　雅志

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、１年次に習った初級文法を復習しつつ、さら
に知識を深めていきます。文法の知識にはまだ不安があるとい
う人も多いことでしょう。しかし、心配はいりません。外国語
の文法は、短期間でしっかり自分のものにするのは極めて難し
いことなのです。大切なのは繰り返しを厭わず粘り強く練習す
ることです。何度も勉強することで、はじめはよくわからな
かったことも次第に納得できるようになってくるものです。こ
の授業では通年で、一つ一つの事柄をじっくり学べるよう、豊
富な分量の練習問題をこなし、丁寧に解説します。さらに、随
時小テストを行うことで学んだ知識の定着を図ります。
　文法の知識はドイツ語の運用力をつけるうえで基礎となるば
かりでなく、ドイツ語という言語について深く理解する（ひい
ては人間の「ことば」について深い洞察を得る）うえでも必須
のものです。丹念に学び、しっかり身につけましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ドイツ語の語形変化を正しく理解する。(知識・理解)

②文法的に正しくドイツ語の作文ができる。(技能)

③ドイツ語の文章を正確に読むことができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜予習＞
・教科書記載の文法事項に目を通し、練習問題に取り組む（60
分）

＜復習＞
・語形変化や文法事項を覚える（随時小テストを行います）
（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は，各到達目標の達成度を基準として，下記の方法と割
合により成績評価します。
定期試験40点（到達目標①②③），平常点（欠席・遅刻を含む
受講態度，予習の実施状況等）60点（到達目標①②③）という
配分で成績を出します。外国語学習は一種の実技科目ですか
ら，受講姿勢を重視します。発表時の指名の際に欠席していた
り準備がなされていなかった場合，当該授業日の平常点評価は
ゼロとなります。ただし，後日証明になる書類が呈示された場
合に限り，欠席・遅刻扱いを取り消します。「到達目標」の達
成状況が評価の基準となります。具体的には、文法的に正しく
ドイツ語の作文ができ、ドイツ語の文章を正確に読むことがで
きるかを判断基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

和泉雅人『ドリル式・ドイツ文法』同学社、2004年、
1,995円、ISBN: 978-4-8102-0858-0

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 授業の目標と進め方
2 動詞の人称変化、命令法
3 名詞の格変化、不定代名詞
4 前置詞
5 話法の助動詞、未来形
6 形容詞の格変化、比較級・最上級
7 従属接続詞、分離動詞・非分離動詞
8 過去人称変化、現在完了
9 再帰動詞
10 zu不定詞、非人称動詞
11 形容詞の格変化、比較級・最上級
12 関係代名詞、指示代名詞
13 分詞、受動態
14 接続法
15 前半総括
16 夏休みの課題の総括
17 文成分
18 定動詞の位置
19 主文と副文
20 ドイツ語の文構造
21 原型不定詞句
22 文成分配列の原則1
23 文成分配列の原則2
24 文成分配列の原則3
25 文の原型と時制
26 造語法1
27 造語法2
28 心態詞
29 冠飾句
30 後半総括

◎－－－　URL　－－－◎

福岡大学人文学部ドイツ語学科堺雅志のホームページ
(http://lg.hum.fukuoka-u.ac.jp/̃masashis/index.html)



2019-SJ00009663-01ドイツ語ⅡＢ「LC・LH」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

デルカスティヨ，スサナ

◎－－－　概要　－－－◎

日常生活に必要な会話や知識を学習します。
特に話す・聞く能力を高めるために文法事項の復習をしながら
単語量を増やしていきます。会話中でのイントネーションやア
クセントに注意をしながら会話練習を行います。ペアまたはグ
ル―プでのロールプレイを行いますので積極的に参加してくだ
さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツの生活習慣についての知識を持っている。(知識・理解)

平易なドイツ語を聞いて内容を理解し、それに受け答えでき
る。(技能)

ドイツ語で簡単なテーマについて話せるようになる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

宿題（単語を記入する問題）を指示しますので次回までに準備
してきて下さい（20分）。
毎回授業の最初に単語をチェックしますので暗記をして下さ
い。（30分）
欠席した場合、次の授業まで必ず自分で単語と文法の準備をし
て下さい（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「到達目標」が達成できているかを基準に、定期試験(30%)、
平常点(70%)で評価します。平常点は小テスト、会話テスト、
宿題、授業態度等から評価します。授業中の積極的な参加は高
く評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

Deutsch Intensiv Wortschatz A1
Das Training.
Klett Sprachen
ISBN 978-3-12-675069-1
適宜、プリントも配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

受講に際しては、毎回必ず独和辞典を持参して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業の進め方、成績評価等についての説明
2.自己紹介
3.-4.家族と友達
5.会話を作る
6.-7.体
8.-9.健康
10.会話を作る
11.-12.勉強
13.-14.仕事
15.会話を作る
16.-17.買い物
18.-19.レストランでの注文・支払い
20.会話を作る
21.-22.自由時間
23.-24.郵便局で
25.会話を作る
26.-27.銀行で
28.-29.季節
30.会話を作る



2019-SJ00009663-02ドイツ語ⅡＢ「LJ・LP・LE・LF・LA」（会話を中心に）

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

ゴツィック，マーレン

◎－－－　概要　－－－◎

ドイツ語ネイティブによる授業です。１年目で培ったドイツ語
力をもとにスピーキングを中心に学びます。日常ドイツ語の話
す・読む・聞く・書く力を総合的にアップし、簡単な会話が出
来るようになることを目的とします。ドイツの文化、習慣、社
会についての知識も身につけます。 ペアまたはグループでロー
ルプレイを行いながら進めます。併せてドイツの文化、習慣、
社会に関する知識も深めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツの生活習慣についての知識を持っている。(知識・理解)

ドイツ語で簡単なテーマについて話すことができる。(技能)

平易なドイツ語を聞いて内容を理解し、それに受け答えでき
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回のテキスト該当箇所を読み、分からない単語を辞書
で調べ、覚えてもらいます（60分）。
復習：毎回復習を兼ねた宿題を出します（60分）。
欠席した場合、次の授業まで必ず自分で単語と文法の準備をし
て下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「到達目標」が達成できているかを基準に評価します。
・定期試験：40％
・授業に対する貢献度（授業中の積極的参加、宿題）：40％
・小テスト（毎回行う単語テストまたは会話テスト）：20％
フィードバックとして小テストを返す後回答の説明を行いま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

著者：生駒美喜 /岩井方男 /荻野静男 /斉藤寿雄 /室井禎之 /
Eva Wölbling
署名：ドイツ語ベータ（Deutsch Beta）
発行所：朝日出版
ISBN：978-4-255-25409-8

適宜、プリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

テキスト、独和辞典と指定されたプリントを必ず持ってき
てください。出席はもちろんですが、授業中の積極的参加
が必要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業の進め方、成績評価等についての説明
2.-3. Wo warst du?
4.-5. Wohin stellen wir den PC?
6.-7. Hast du Lust mitzukommen?
8. 復習
9.-10. Wie gefällt dir das rote Kleid?
11.-12. Warum studierst du Wirtschaft?
13.-14. Hast du dich erkältet?
15. 復習、試験準備
16.-17. Ist der Skytree höher als der Fernsehturm in Berlin?
18.-19. Wann wurde die Berliner Mauer gebaut?
20.-21. Wie heißt der Mensch, der in Salzburg geboren wurde?
22. 復習
23.-24. Hätten Sie vielleicht Zeit für mich?
25.-26. Wie feiert man Weihnachten?
27.-28. Wie wäre es, wenn wir uns in Europa treffen?
29. 復習
30. 復習、試験準備



2019-SJ00009663-03ドイツ語ⅡＢ「LG1(a)」（ドイツ語で日常会話をする）

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・２時限　　試験時間割：2019/07/30　１時限,　2020/01/24　１時限　　

デルカスティヨ，スサナ

◎－－－　概要　－－－◎

話す、聞く、読む、書くの４つの能力を高めるために文法事項
の復習をしながら単語量を増やしていきます。よく使える型に
はまった文句または決まり文句を勉強し、ペアまたはグループ
でロールプレイやゲームをしながら、それらを使う練習をしま
す。簡単な手紙やEメールが書けるように書く練習も行いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語圏の社会と文化などについて基本的な知識を持つこと
ができます。(知識・理解)

ドイツ語の文章を読み解くことができる。(技能)

積極的にドイツ語学習に取り組むことができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

宿題（単語を記入する問題）を指示しますので次回までに準備
してきて下さい（20分）。
毎回授業の最初に単語をチェックしますので暗記をして下さ
い。（30分）
欠席した場合、次の授業まで必ず自分で単語と文法の準備をし
て下さい（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験は３割、平常点は７割で評価します。平常点は小テス
ト、単語テスト、宿題、授業態度等から評価します。授業中の
グループでのロールプレイやディスカッションへの積極的な参
加は高く評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

Deutsch Intensiv Wortschatz A2
Das Training.
Klett Sprachen
ISBN 978-3-12-675074-5
適宜、プリントも配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

受講に際しては、毎回必ず独和辞典を持参すること。
欠席した場合、次の授業まで必ず自分自身単語の準備をす
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業の進め方、成績評価等についての説明
2.Lektion 1:話し合う
3.-4.Lektion 2:人間ー性質ー家族
5.-6.Lektion 3:体、健康
7.会話
8.-9.Lektion 4:住む
10.-11.Lektion 5:自宅で
12.-13.Lektion 6:車と交通
14.会話
15.-16.Lektion 7:買い物 ：食品・服等
17.-18.Lektion 8:経済と政治
19.-20.Lektion 9:仕事と職業訓練
21.-22.Lektion 10:服務、官庁
23.会話
24.-25.Lektion 11:自由時間、楽しみ
26.-27.Lektion 12:旅行と自然
28.-29.Lektion 13:単語と文法
30.会話



2019-SJ00009663-04ドイツ語ⅡＢ「LG1(b)」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：2019/07/30　１時限,　2020/01/24　１時限　　

ライヒャルト，アンドレ

◎－－－　概要　－－－◎

話す、聞く、読む、書くの４つの能力を高めるために文法や語
彙の練習をします。テーマに従ってよく使える会話のパターン
を学び、自分自身話せるようになります。ペアまたはグループ
でロールプレイをしながら、それらを使う練習をします。 話す
ことに重点を置きます。言語を学ぶ上で最も重要なことは、話
すことだと考えます。テーマとしては、日常的な事柄を扱いま
す。ドイツ語運用能力を高めます。
授業では主にドイツ語を用いますが、文法は日本語で説明しま
す。

簡単な日常会話がほぼ自力で出来るようになることを目標とし
ます。１年次の語彙を復習しながらさらに発展させることもね
らいとします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ドイツ語の言語的特質（語彙・文法・用法）およびその文化的
背景（社会・文化・文学）に関して幅広い知識を有している。
(知識・理解)

バランスのとれたドイツ語の４技能（話す・聞く・書く・読
む）を有する。(技能)

文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積
極的に関わっていこうとする志向性を有している。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・教科書のCDで聞き取りの復習する。
・新しい単語を覚える。
・文法の復習をする。
・次の授業の単語と文法の準備をして下さい。
（週に６０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業に対する貢献度（受講状況、授業中の積極的参加、宿
題）：70％
・定期試験：30％
「到達目標」の達成状況が評価の基準となります。フィード
バックとして小テストを回収後、解答の解説を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Einführung
2. Termine アポイント
3. Tagesablauf　一日のスケジュール
4. Urlaub　休暇
5. Einkaufen　買い物する
6. Hausarbeit　家事
7. Sport　スポ-ツ
8. Wiederholung　復習
9. Hobby　趣味
10. Vorlieben und Abneigungen　好き嫌い物
11. Wohnung　アパート
12. Möbel　家具
13. Wochenende　週末
14. Kleidung　服
15. Farben　色
16. Wiederholung　副手
17. Einladung　招待
18. Anleitungen　取扱説明書
19. Vorschläge　おすすめ
20. E-Mails　メール
21. Kultur　文化
22. Sehenswürdigkeiten 名所
23. Wegbeschreibung 道案内
24. Wiederholung　復習
25. Essen&Trinken　食べ物と飲み物
26. Restaurants&Cafés　レストランと喫茶店
27. Party　パーティ
28. Gesamtwiederholung　総復習
29. Gesamtwiederholung 2　総復習
30. Test　試験



2019-SJ0000B651-01ドイツ語Ⅰ「B全」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限,　2020/01/23　夜１限　　

堺　雅志

◎－－－　概要　－－－◎

　ドイツ語学習の中心をなすのは文法学習です。なかでもドイ
ツ語文法において重要なのは、語形変化と語順です。この二つ
の集中的な学習は、会話や作文の実践への応用をも即可能にし
ます。ドイツ語を体系的に、かつ対象として意識的に習得する
文法学習によって、言語に対する繊細な感覚と、綿密な思考力
を高めましょう。
　毎時間、ドイツ語圏（主としてドイツ･スイス･オーストリ
ア）の歴史と文化についても解説します。特に文学と生活文化
に関わる話題を多く取り入れ、映像、音楽なども随時紹介しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ドイツ語の綴りの読み方を理解し、正しく発音することがで
きる。(技能)

②独和・和独の辞書をひいて、利用することができる。(技能)

③ドイツ語の語形変化を理解し、正しく活用することができ
る。(技能)

④ドイツ語圏の社会、文化、地理、歴史などについて簡単に紹
介することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：小テストのための準備と指定する課題。（60分）
復習：指定する課題と小テストのための準備。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は，各到達目標の達成度を基準として，下記の方法と割
合により成績評価します。
授業中に毎回課す口頭練習、暗唱、小テスト、定期試験（筆
記）。
口頭練習と暗唱、小テスト50％（到達目標①②）
定期試験50％（到達目標③④）
尚、後期の評価にはドイツ語技能検定試験受験も加味します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

鈴木康司他『D-Popで学ぶドイツ語』同学社。
ISBN: 4-8102-0725-0

◎－－－　参考書　－－－◎

推薦辞書：『アポロン独和辞典』同学社。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ドイツ語とは
2. 発音
3. 動詞の現在人称変化１
4. 動詞の現在人称変化２
5. 名詞の性と格、冠詞類１
6. 名詞の性と格、冠詞類２
7. 動詞の現在人称変化３
8. 名詞の数・代名詞
9. 動詞の現在人称変化４
10. 前置詞１
11. 前置詞２
12. 形容詞の変化
13. 話法の助動詞
14. 暗唱
15. 前期のまとめ
16. 前期の復習
17. 分離動詞とzu不定詞
18. 過去と完了１
19. 過去と完了２
20. 再帰表現
21. 副文
22. ドイツ語検定試験対策
23. 受動表現１
24. 受動表現２
25.関係代名詞１
26.関係代名詞２
27.接続法１
28.接続法２
29.総まとめ１
30.総まとめ２

◎－－－　URL　－－－◎

福岡大学人文学部ドイツ語学科堺雅志のホームページ
(http://lg.hum.fukuoka-u.ac.jp/̃masashis/index.html)
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片岡　宜行

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、「ドイツ語Ｉ」で学んだ文法事項を復習しま
す。文法の知識は外国語の運用力の基礎となるものですが、ひ
と通り学んだだけではなかなか定着しないものです。初歩から
しっかりおさらいしていきますので、文法に自信がない人も心
配する必要はありません。復習に加えて「ドイツ語Ｉ」では扱
わなかった事項も取り上げ、２年間で基礎的な文法はひと通り
学んだといえるようにします。
　文法の学習と並行して、基本的な文の組み立て方を学び、ま
た簡単な会話の練習を行います。前もって配付するプリントを
使用して、必ず予習をして授業に臨んでください。また、毎回
小テストを行うので、授業で学んだ内容を確実に復習する必要
があります。
　ドイツ語は英語と非常に近い関係にある言語ですが、現代英
語にはないような古い時代の言語の特徴を色濃く残していま
す。私たちはドイツ語を学ぶことで英語への理解を深めること
もできるのです。また、言語そのものへの洞察を深め、日本語
を見つめ直すきっかけも得られます。皆さんがこれから様々な
ことを学んでいくうえで、ドイツ語学習はその基礎のひとつに
なりうるということを理解してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

① ドイツ語の基礎的な文法事項について説明することができる
(知識・理解)

② 基本的な文を組み立てることができ、簡単な会話表現を場面
に応じて用いることができる(技能)

③ 英語や日本語と比較しつつドイツ語を観察する視点をもつ
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：(1) 次回の授業で扱う解説プリントに目を通し、疑問点
を確認する（20分）
　　　(2) 練習問題に取り組む（40分）
復習：(1) 解説プリントと練習問題を復習し、知識を定着させ
る（40分）
　　　(2) 授業で出てきた語彙を覚える（20分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・定期試験：60%（到達目標①②）
・小テスト：40%（到達目標①②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリント使用

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 授業の目標と進め方
2 発音
3 動詞の現在人称変化
4 名詞の性・数と格変化
5 定冠詞類・不定冠詞類
6 動詞の現在人称変化（変則的なもの）
7 命令形
8 人称代名詞
9 前置詞
10 分離動詞・主文と副文
11 話法の助動詞（可能・義務など）
12 話法の助動詞（意志など）
13 未来形
14 動詞の三基本形
15 過去形
16 現在完了形（基礎的なもの）
17 現在完了形（やや発展的なもの）
18 zu不定詞
19 再帰動詞
20 形容詞の語形変化
21 比較級と最上級
22 受動態（基礎的なもの）
23 受動態（やや発展的なもの）
24 関係代名詞（基礎的なもの）
25 関係代名詞（やや発展的なもの）
26 接続法の形
27 接続法の用法（要求話法）
28 接続法の用法（間接話法）
29 接続法の用法（非現実話法）
30 重要事項のまとめ


