
講義コード U350100101 科目ナンバリング 035A101

講義名 コミュニケーション演習（初級）１Ａ

英文科目名 German Communication (Basic  Class) 1

担当者名 BAUER，　Lars

時間割 通年 水曜日 １時限 遠隔授業

Studio 21 (A1)

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

テーマごとに基本的な語彙や表現を身につけ、文法知識を使えるものにします。ドイツ語の入門と基礎固めをしながら「話す」「聞
く」「書く」「読む」能力をバランスよく習得することを目標とします。

到達目標

様々な場面（挨拶、喫茶店、都市の紹介、アポをとる、道案内など）やテーマ（職業、休暇、飲食、洋服、天気、健康）におけるドイツ
語の表現をマスターします。

第1回 オリエンテーション

授業内容

実施回 内容

第2回 第1学期　Studio 21 (Themenkreis 1 – 6)

第3回 第2学期　Studio 21 (Themenkreis 7 – 12)

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

準備学習（予習・復習）
単語帳に挙がっている単語は毎回事前に目を通しておくこと。授業時に出た宿題を必ずやること。

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
演習形式

ドイツ語圏文化学科（1年次）のみを対象とした科目で、コミュニケーション演習（初級）2、ドイツ語C（初級）と同時履修することに
なっています。共通の教科書を用い、担当者間で内容や進度の確認をしながら進めていきます。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom利用の予定）。全面的に対面式授業になるまでは原則としてオンライン授業を行います。ただし、筆記試験だけ
は対面式で行う予定です。詳しくは授業開始後連絡します。

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 10

その他(備考欄を参照) 20

学年末試験(第2学期) 35

学期末試験(第１学期) 35

％ 口頭試験

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
返却時にコメントします。

教科書の2つの課が終わるごとに小テストを授業中に行います。また、学期末または学年末には口頭試験を行います。そのほか、
出席、宿題、授業中の参加姿勢を重視します。評価配分は、あくまで目安です。

Studio 21 (A1.1): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A1.2): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A1): Vokabeltaschenbuch,Cornelsen

Studio 21 (A1): Glossar,Cornelsen

以上のテクストはすべてそろえて必ず購入すること。購入方法は新学期ガイダンス時に指示します。

履修者数制限あり。
第1回目の授業に必ず出席のこと。

原則として1年次に履修すること。

履修上の注意

その他

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350100102 科目ナンバリング 035A101

講義名 コミュニケーション演習（初級）１Ｂ

英文科目名 German Communication (Basic  Class) 1

担当者名 BAUER，　Lars

時間割 通年 水曜日 ２時限 遠隔授業

Studio 21 (A1)

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

テーマごとに基本的な語彙や表現を身につけ、文法知識を使えるものにします。ドイツ語の入門と基礎固めをしながら「話す」「聞
く」「書く」「読む」能力をバランスよく習得することを目標とします。

到達目標

様々な場面（挨拶、喫茶店、都市の紹介、アポをとる、道案内など）やテーマ（職業、休暇、飲食、洋服、天気、健康）におけるドイツ
語の表現をマスターします。

第1回 オリエンテーション

授業内容

実施回 内容

第2回 第1学期　Studio 21 (Themenkreis 1 – 6)

第3回 第2学期　Studio 21 (Themenkreis 7 – 12)

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

準備学習（予習・復習）
単語帳に挙がっている単語は毎回事前に目を通しておくこと。授業時に出た宿題を必ずやること。

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
演習形式

ドイツ語圏文化学科（1年次）のみを対象とした科目で、コミュニケーション演習（初級）2、ドイツ語C（初級）と同時履修することに
なっています。共通の教科書を用い、担当者間で内容や進度の確認をしながら進めていきます。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom利用の予定）。全面的に対面式授業になるまでは原則としてオンライン授業を行います。ただし、筆記試験だけ
は対面式で行う予定です。詳しくは授業開始後連絡します。

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 10

その他(備考欄を参照) 20

学年末試験(第2学期) 35

学期末試験(第１学期) 35

％ 口頭試験

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
返却時にコメントします。

教科書の2つの課が終わるごとに小テストを授業中に行います。また、学期末または学年末には口頭試験を行います。そのほか、
出席、宿題、授業中の参加姿勢を重視します。評価配分は、あくまで目安です。

Studio 21 (A1.1): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A1.2): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A1): Vokabeltaschenbuch,Cornelsen

Studio 21 (A1): Glossar,Cornelsen

以上のテクストはすべてそろえて必ず購入すること。購入方法は新学期ガイダンス時に指示します。

履修者数制限あり。
第1回目の授業に必ず出席のこと。

原則として1年次に履修すること。

履修上の注意

その他

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350101101 科目ナンバリング 035A102

講義名 コミュニケーション演習（初級）２Ａ

英文科目名 German Communication (Basic Class)  2

担当者名 KERN，　Daniel

時間割 通年 金曜日 ２時限 遠隔授業

Studio 21 (A1)

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

テーマごとに基本的な語彙や表現を身につけ、文法知識を使えるものにします。ドイツ語の入門と基礎固めをしながら「話す」「聞
く」「書く」「読む」能力をバランスよく習得することを目標とします。

到達目標

様々な場面（挨拶、喫茶店、都市の紹介、アポをとる、道案内など）やテーマ（職業、休暇、飲食、洋服、天気、健康）におけるドイツ
語の表現をマスターします。

第1回 オリエンテーション

授業内容

実施回 内容

第2回 第1学期　Studio 21 (Themenkreis 1 – 6)

第3回 第2学期　Studio 21 (Themenkreis 7 – 12)

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

準備学習（予習・復習）
単語帳に挙がっている単語は毎回事前に目を通しておくこと。授業時に出た宿題を必ずやること。

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
演習形式

ドイツ語圏文化学科（1年次）のみを対象とした科目で、コミュニケーション演習（初級）2、ドイツ語C（初級）と同時履修することに
なっています。共通の教科書を用い、担当者間で内容や進度の確認をしながら進めていきます。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom利用の予定）。全面的に対面式授業になるまでは原則としてオンライン授業を行います。ただし、筆記試験だけ
は対面式で行う予定です。詳しくは授業開始後連絡します。

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 10

その他(備考欄を参照) 20

学年末試験(第2学期) 35

学期末試験(第１学期) 35

％ 口頭試験

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
返却時にコメントします。

教科書の2つの課が終わるごとに小テストを授業中に行います。また、学期末または学年末には口頭試験を行います。そのほか、
出席、宿題、授業中の参加姿勢を重視します。評価配分は、あくまで目安です。

Studio 21 (A1.1): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A1.2): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A1): Vokabeltaschenbuch,Cornelsen

Studio 21 (A1): Glossar,Cornelsen

以上のテクストはすべてそろえて必ず購入すること。購入方法は新学期ガイダンス時に指示します。

履修者数制限あり。
第1回目の授業に必ず出席のこと。

原則として1年次に履修すること。

履修上の注意

その他

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350101102 科目ナンバリング 035A102

講義名 コミュニケーション演習（初級）２Ｂ

英文科目名 German Communication (Basic Class)  2

担当者名 KERN，　Daniel

時間割 通年 金曜日 １時限 遠隔授業

Studio 21 (A1)

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

テーマごとに基本的な語彙や表現を身につけ、文法知識を使えるものにします。ドイツ語の入門と基礎固めをしながら「話す」「聞
く」「書く」「読む」能力をバランスよく習得することを目標とします。

到達目標

様々な場面（挨拶、喫茶店、都市の紹介、アポをとる、道案内など）やテーマ（職業、休暇、飲食、洋服、天気、健康）におけるドイツ
語の表現をマスターします。

第1回 オリエンテーション

授業内容

実施回 内容

第2回 第1学期　Studio 21 (Themenkreis 1 – 6)

第3回 第2学期　Studio 21 (Themenkreis 7 – 12)

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

準備学習（予習・復習）
単語帳に挙がっている単語は毎回事前に目を通しておくこと。授業時に出た宿題を必ずやること。

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
演習形式

ドイツ語圏文化学科（1年次）のみを対象とした科目で、コミュニケーション演習（初級）2、ドイツ語C（初級）と同時履修することに
なっています。共通の教科書を用い、担当者間で内容や進度の確認をしながら進めていきます。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom利用の予定）。全面的に対面式授業になるまでは原則としてオンライン授業を行います。ただし、筆記試験だけ
は対面式で行う予定です。詳しくは授業開始後連絡します。

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 10

その他(備考欄を参照) 20

学年末試験(第2学期) 35

学期末試験(第１学期) 35

％ 口頭試験

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
返却時にコメントします。

教科書の2つの課が終わるごとに小テストを授業中に行います。また、学期末または学年末には口頭試験を行います。そのほか、
出席、宿題、授業中の参加姿勢を重視します。評価配分は、あくまで目安です。

Studio 21 (A1.1): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A1.2): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A1): Vokabeltaschenbuch,Cornelsen

Studio 21 (A1): Glossar,Cornelsen

以上のテクストはすべてそろえて必ず購入すること。購入方法は新学期ガイダンス時に指示します。

履修者数制限あり。
第1回目の授業に必ず出席のこと。

原則として1年次に履修すること。

履修上の注意

その他

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350102101 科目ナンバリング 035A201

講義名 コミュニケーション演習（中級）１Ａ

英文科目名 German Communication (Intermediate Class)  1

担当者名 PEKAR，　Thomas

時間割 通年 水曜日 ３時限 遠隔授業

Studio 21 (A2)

単位 2 配当年次 学部 ２年～４年

副題

授業概要

より総合的なドイツ語運用能力を身につけ、ヨーロッパ言語共通参照枠におけるＡ２レベルのドイツ語力の習得を目指します。コミュ
ニケーション演習中級の1・2・3は、AとBのどのクラスにおいても、それぞれすべて履修することになっています。

到達目標

様々なテーマ（趣味、旅行、メディア、職業、祝日、文化等）に関してドイツ語で自らの意見を述べることができるようになります。

第1回 オリエンテーション

授業内容

実施回 内容

第2回 第1学期　Studio 21 （Themenkreis 1 - 6)

第3回 第2学期　Studio 21 （Themenkreis 7 - 12)

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

準備学習（予習・復習）
事前に教科書と単語帳の該当箇所に目を通してくること。

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
演習

コミュニケーション演習中級の1・2・3ともに、同じ教科書を使用し、担当教員間で内容や進度の確認をしつつ、連動して授業をすす
めていきます。

教科書の2つの課が終わるごとに小テストを授業中に行います。また、学期末または学年末には口頭試験を行います。そのほか、

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom利用の予定）。全面的に対面式授業になるまでは原則としてオンライン授業を行います。ただし、筆記試験だけ
は対面式で行う予定です。詳しくは授業開始後連絡します。

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 20

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期) 40

学期末試験(第１学期) 40

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
返却時にコメントします。

出席、宿題、授業中の参加姿勢を重視します。評価配分はあくまで目安です。

Studio 21 (A2.1): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A2.2): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A2): Vokabeltaschenbuch,Cornelsen

ドイツ語既修者で1年次にStudio 21（A2)の履修を希望する学生は、かならず学科教務委員に事前に相談し、履修が決定し
た後で教科書を購入してください。購入方法は新学期ガイダンス時に指示します。

履修者数制限あり。第1回目の授業に必ず出席のこと｡
履修上の注意

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350102102 科目ナンバリング 035A201

講義名 コミュニケーション演習（中級）１Ｂ

英文科目名 German Communication (Intermediate Class)  1

担当者名 PEKAR，　Thomas

時間割 通年 水曜日 ４時限 遠隔授業

Studio 21 (A2)

単位 2 配当年次 学部 ２年～４年

副題

授業概要

より総合的なドイツ語運用能力を身につけ、ヨーロッパ言語共通参照枠におけるＡ２レベルのドイツ語力の習得を目指します。コミュ
ニケーション演習中級の1・2・3は、AとBのどのクラスにおいても、それぞれすべて履修することになっています。

到達目標

様々なテーマ（趣味、旅行、メディア、職業、祝日、文化等）に関してドイツ語で自らの意見を述べることができるようになります。

第1回 オリエンテーション

授業内容

実施回 内容

第2回 第1学期　Studio 21 （Themenkreis 1 - 6)

第3回 第2学期　Studio 21 （Themenkreis 7 - 12)

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

準備学習（予習・復習）
事前に教科書と単語帳の該当箇所に目を通してくること。

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
演習

コミュニケーション演習中級の1・2・3ともに、同じ教科書を使用し、担当教員間で内容や進度の確認をしつつ、連動して授業をすす
めていきます。

教科書の2つの課が終わるごとに小テストを授業中に行います。また、学期末または学年末には口頭試験を行います。そのほか、

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom利用の予定）。全面的に対面式授業になるまでは原則としてオンライン授業を行います。ただし、筆記試験だけ
は対面式で行う予定です。詳しくは授業開始後連絡します。

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 20

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期) 40

学期末試験(第１学期) 40

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
返却時にコメントします。

出席、宿題、授業中の参加姿勢を重視します。評価配分はあくまで目安です。

Studio 21 (A2.1): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A2.2): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A2): Vokabeltaschenbuch,Cornelsen

ドイツ語既修者で1年次にStudio 21（A2)の履修を希望する学生は、かならず学科教務委員に事前に相談し、履修が決定し
た後で教科書を購入してください。購入方法は新学期ガイダンス時に指示します。

履修者数制限あり。第1回目の授業に必ず出席のこと｡
履修上の注意

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350103101 科目ナンバリング 035A202

講義名 コミュニケーション演習（中級）２Ａ

英文科目名 German Communication (Intermediate Class)  2

担当者名 KERN，　Daniel

時間割 通年 月曜日 １時限 遠隔授業

Studio 21 (A2)

単位 2 配当年次 学部 ２年～４年

副題

授業概要

より総合的なドイツ語運用能力を身につけ、ヨーロッパ言語共通参照枠におけるＡ２レベルのドイツ語力の習得を目指します。コミュ
ニケーション演習中級の1・2・3は、AとBのどのクラスにおいても、それぞれすべて履修することになっています。

到達目標

様々なテーマ（趣味、旅行、メディア、職業、祝日、文化等）に関してドイツ語で自らの意見を述べることができるようになります。

第1回 オリエンテーション

授業内容

実施回 内容

第2回 第1学期　Studio 21 （Themenkreis 1 - 6)

第3回 第2学期　Studio 21 （Themenkreis 7 - 12)

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

準備学習（予習・復習）
事前に教科書と単語帳の該当箇所に目を通してくること。

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
演習

コミュニケーション演習中級の1・2・3ともに、同じ教科書を使用し、担当教員間で内容や進度の確認をしつつ、連動して授業をすす
めていきます。

教科書の2つの課が終わるごとに小テストを授業中に行います。また、学期末または学年末には口頭試験を行います。そのほか、

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom利用の予定）。全面的に対面式授業になるまでは原則としてオンライン授業を行います。ただし、筆記試験だけ
は対面式で行う予定です。詳しくは授業開始後連絡します。

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 20

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期) 40

学期末試験(第１学期) 40

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
返却時にコメントします。

出席、宿題、授業中の参加姿勢を重視します。評価配分はあくまで目安です。

Studio 21 (A2.1): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A2.2): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A2): Vokabeltaschenbuch,Cornelsen

ドイツ語既修者で1年次にStudio 21（A2)の履修を希望する学生は、かならず学科教務委員に事前に相談し、履修が決定し
た後で教科書を購入してください。購入方法は新学期ガイダンス時に指示します。

履修者数制限あり。第1回目の授業に必ず出席のこと｡
履修上の注意

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350103102 科目ナンバリング 035A202

講義名 コミュニケーション演習（中級）２Ｂ

英文科目名 German Communication (Intermediate Class)  2

担当者名 KERN，　Daniel

時間割 通年 月曜日 ２時限 遠隔授業

Studio 21 (A2)

単位 2 配当年次 学部 ２年～４年

副題

授業概要

より総合的なドイツ語運用能力を身につけ、ヨーロッパ言語共通参照枠におけるＡ２レベルのドイツ語力の習得を目指します。コミュ
ニケーション演習中級の1・2・3は、AとBのどのクラスにおいても、それぞれすべて履修することになっています。

到達目標

様々なテーマ（趣味、旅行、メディア、職業、祝日、文化等）に関してドイツ語で自らの意見を述べることができるようになります。

第1回 オリエンテーション

授業内容

実施回 内容

第2回 第1学期　Studio 21 （Themenkreis 1 - 6)

第3回 第2学期　Studio 21 （Themenkreis 7 - 12)

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

準備学習（予習・復習）
事前に教科書と単語帳の該当箇所に目を通してくること。

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
演習

コミュニケーション演習中級の1・2・3ともに、同じ教科書を使用し、担当教員間で内容や進度の確認をしつつ、連動して授業をすす
めていきます。

教科書の2つの課が終わるごとに小テストを授業中に行います。また、学期末または学年末には口頭試験を行います。そのほか、

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom利用の予定）。全面的に対面式授業になるまでは原則としてオンライン授業を行います。ただし、筆記試験だけ
は対面式で行う予定です。詳しくは授業開始後連絡します。

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 20

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期) 40

学期末試験(第１学期) 40

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
返却時にコメントします。

出席、宿題、授業中の参加姿勢を重視します。評価配分はあくまで目安です。

Studio 21 (A2.1): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A2.2): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A2): Vokabeltaschenbuch,Cornelsen

ドイツ語既修者で1年次にStudio 21（A2)の履修を希望する学生は、かならず学科教務委員に事前に相談し、履修が決定し
た後で教科書を購入してください。購入方法は新学期ガイダンス時に指示します。

履修者数制限あり。第1回目の授業に必ず出席のこと｡
履修上の注意

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350104101 科目ナンバリング 035A203

講義名 コミュニケーション演習（中級）３Ａ

英文科目名 German Communication (Intermediate Class)  3

担当者名 BEIER－TAGUCHI　Diana

時間割 通年 火曜日 ４時限 遠隔授業

Studio 21 (A2)

単位 2 配当年次 学部 ２年～４年

副題

授業概要

より総合的なドイツ語運用能力を身につけ、ヨーロッパ言語共通参照枠におけるＡ２レベルのドイツ語力の習得を目指します。コミュ
ニケーション演習中級の1・2・3は、AとBのどのクラスにおいても、それぞれすべて履修することになっています。

到達目標

様々なテーマ（趣味、旅行、メディア、職業、祝日、文化等）に関してドイツ語で自らの意見を述べることができるようになります。

第1回 オリエンテーション

授業内容

実施回 内容

第2回 第1学期　Studio 21 （Themenkreis 1 - 6)

第3回 第2学期　Studio 21 （Themenkreis 7 - 12)

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

準備学習（予習・復習）
事前に教科書と単語帳の該当箇所に目を通してくること。

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
演習

コミュニケーション演習中級の1・2・3ともに、同じ教科書を使用し、担当教員間で内容や進度の確認をしつつ、連動して授業をすす
めていきます。

教科書の2つの課が終わるごとに小テストを授業中に行います。また、学期末または学年末には口頭試験を行います。そのほか、

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom利用の予定）。全面的に対面式授業になるまでは原則としてオンライン授業を行います。ただし、筆記試験だけ
は対面式で行う予定です。詳しくは授業開始後連絡します。

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 20

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期) 40

学期末試験(第１学期) 40

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
返却時にコメントします。

出席、宿題、授業中の参加姿勢を重視します。評価配分はあくまで目安です。

Studio 21 (A2.1): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A2.2): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A2): Vokabeltaschenbuch,Cornelsen

ドイツ語既修者で1年次にStudio 21（A2)の履修を希望する学生は、かならず学科教務委員に事前に相談し、履修が決定し
た後で教科書を購入してください。購入方法は新学期ガイダンス時に指示します。

履修者数制限あり。第1回目の授業に必ず出席のこと｡
履修上の注意

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350104102 科目ナンバリング 035A203

講義名 コミュニケーション演習（中級）３Ｂ

英文科目名 German Communication (Intermediate Class)  3

担当者名 BEIER－TAGUCHI　Diana

時間割 通年 火曜日 ３時限 遠隔授業

Studio 21 (A2)

単位 2 配当年次 学部 ２年～４年

副題

授業概要

より総合的なドイツ語運用能力を身につけ、ヨーロッパ言語共通参照枠におけるＡ２レベルのドイツ語力の習得を目指します。コミュ
ニケーション演習中級の1・2・3は、AとBのどのクラスにおいても、それぞれすべて履修することになっています。

到達目標

様々なテーマ（趣味、旅行、メディア、職業、祝日、文化等）に関してドイツ語で自らの意見を述べることができるようになります。

第1回 オリエンテーション

授業内容

実施回 内容

第2回 第1学期　Studio 21 （Themenkreis 1 - 6)

第3回 第2学期　Studio 21 （Themenkreis 7 - 12)

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

準備学習（予習・復習）
事前に教科書と単語帳の該当箇所に目を通してくること。

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
演習

コミュニケーション演習中級の1・2・3ともに、同じ教科書を使用し、担当教員間で内容や進度の確認をしつつ、連動して授業をすす
めていきます。

教科書の2つの課が終わるごとに小テストを授業中に行います。また、学期末または学年末には口頭試験を行います。そのほか、

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom利用の予定）。全面的に対面式授業になるまでは原則としてオンライン授業を行います。ただし、筆記試験だけ
は対面式で行う予定です。詳しくは授業開始後連絡します。

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 20

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期) 40

学期末試験(第１学期) 40

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
返却時にコメントします。

出席、宿題、授業中の参加姿勢を重視します。評価配分はあくまで目安です。

Studio 21 (A2.1): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A2.2): Das Deutschbuch,Cornelsen

Studio 21 (A2): Vokabeltaschenbuch,Cornelsen

ドイツ語既修者で1年次にStudio 21（A2)の履修を希望する学生は、かならず学科教務委員に事前に相談し、履修が決定し
た後で教科書を購入してください。購入方法は新学期ガイダンス時に指示します。

履修者数制限あり。第1回目の授業に必ず出席のこと｡
履修上の注意

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350105201 科目ナンバリング 035A133

講義名 アカデミック・スキルズ入門

英文科目名 Introduction to Academic Skills

担当者名 清野　智昭

時間割 第１学期 木曜日 ３時限 遠隔授業

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

授業概要

大学での勉学の基礎となるアカデミックスキル（学術的な技術）を習得するための授業です。高校までの勉強とは違い、大学での勉
学は、自ら問いを立て、先行研究を踏まえつつ、客観的な資料を収集・分析し、独自の論を展開することが求められます。　そのた
めには、資料の収集、調査方法やプレゼンテーションの仕方・レポートの書き方等を知る必要があります。
　一方、ドイツ語圏文化学科の学生として、ドイツを始めるとするドイツ語圏の国々の歴史、社会制度、文化などの基本的な事柄を
知っておく必要があります。
　この授業では、アカデミックスキルの習得と共にドイツ語の基本事項を学び、ドイツ語圏文化学科の学生として、今後の勉学の基
礎となる技術と知識を身につけます。

到達目標

・高校までと違う大学での学習・研究の仕方を身に着けること。　
・論文・レポート作成に必要なWordとExcelの基本的な技術を習得し、使えるようになること。
・学術書籍、学術論文、新聞記事などの資料を検索し、収集できるようになること。
・資料を批判的に読めるようになること。
・議論の仕方を身につけ、他の人と共同して作業ができるようになること。 
・自らテーマを選び、それについて調べてまとめ、発表する能力を身に着けること。
・ドイツ語圏の国々について、基礎的な知識を身に着けること。　

第1回 オリエンテーション；　大学の勉学とは

授業内容

実施回 内容

第2回 問いの立て方；　KJ法などを使い、アイデアを集める

第3回 大学図書館ガイダンス；　図書検索と入手の仕方　

第4回 文献資料の検索と入手（１）；　新聞記事データベース

第5回 Wordの使い方（１）；　日本語とドイツ語の入力

第6回 Wordの使い方（２）；　脚注の付け方

第7回 文献資料の検索と入手（２）；　論文検索データベース

第8回 出典の明示；　引用と参照

第9回 クリティカルリーディングとディスカッション

第10回 Excelの使い方：　基本的な操作とグラフの作成

第11回 日独の統計資料の入手と分析

第12回 プレゼンテーションの仕方；　PowerPointとハンドアウト

第13回 レポート作成準備

第14回 1学期の復習

第15回 到達度確認

準備学習（予習・復習）
毎回、必ず課題を出します。次の授業はその課題を基に進めていきますので、必ずやってきてください。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
対面式授業が全面的に許可された場合は、この授業は演習形式で行います。基本的には遠隔授業で行う予定です。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Zoomによる同時配信型で行います。一部、オンデマンド型の教材をLMS（manaba）で提供します。

中間テスト

レポート 40

小テスト 30

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

毎回の課題の提出

％ 学期末レポート

評価配分（％） 備考評価項目

％



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
課題は主にmanabaによって回収し、コメントを付けます。

各目標に関して、その達成度を測定して評価します。
成績評価コメント

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 30

その他(備考欄を参照)

％ 授業中の積極的な発言を重視します。

知って欲しい国ドイツ,新野守弘、飯田道子、梅田紅子,高文研,2017,978-4-87498-633-2

教科書は、第２学期の『現代地域事情入門ゼミナール』と共通で、一年間を通じて使用します。必ず購入し、第一回目の授
業に持参してください。この授業では、前半のⅠ章とⅡ章を主に使用します。

授業中に指示します。

ドイツ語圏文化学科の１年生の必修科目であり、当学科の１年生は必ず履修しなければなりません。他学部・他学科の学生は履修
できません。

G-Portおよびmanabaを通じて連絡します。

参考文献コメント

履修上の注意

その他

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350106201 科目ナンバリング 035A134

講義名 現代地域事情　入門ゼミナールA

英文科目名 Introduction to Contemporary Area Studies

担当者名 清野　智昭

時間割 第２学期 木曜日 ３時限 遠隔授業

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

授業概要

1学期のアカデミックスキルズ入門で学んだ調査方法やプレゼンテーションの仕方・レポートの書き方等についての基礎的な理解を
前提に、主にグループワークで戦後～現代ドイツの重要テーマを学びます。授業の最後には、それらのテーマをさらに深めてグ
ループ発表を行います。またその内容をまとめてレポートとして提出します。

到達目標

現代ドイツの地域事情について、基礎的な知識を身に着けること。
自らテーマを選び、それについて調べてまとめ、表現する能力を身に着けること。

第1回 オリエンテーション ／ナチスの概要（ビデオ） 【Thesenpapierを書く】

授業内容

実施回 内容

第2回 ナチス／ナチスの概要（続き）、内容説明と意見形成 【日独謝罪文の比較】

第3回 ナチス／戦争責任と「謝罪」 【パワーポイント部分作成、教科書要約・感想】

第4回 東ドイツ／東ドイツの概要 【関連論文の要約・比較・感想】

第5回 東ドイツ／東ドイツの概要（続き） 【パワーポイント部分作成、教科書要約・感想】

第6回 環境・エネルギー／脱原発 【関連ウェブサイト（ドイツ政府統計含む）の要約・感想】

第7回 環境・エネルギー／日独比較 【パワーポイント部分作成、教科書要約・感想】

第8回 移民・難民／移民・難民受け入れの歴史 【欧文論文データベースを使う】

第9回 移民・難民／日独比較・発表テーマ決定 【発表用パワーポイント・ハンドアウト仮作成、教科書要約・感想】

第10回 発表準備（グループ内調整、グループ内発表練習） 【発表パワーポイント・ハンドアウト完成】

第11回 グループ発表①

第12回 グループ発表②

第13回 グループ発表③

第14回 復習・レポート課題について

第15回 到達度確認

準備学習（予習・復習）
毎回、必ず課題をだします。次の授業はその課題を基に進めていきますので、必ずやってきてください。（２時間）

日本語

授業方法(対面授業の場合)
演習形式で、グループワークを重視します。ただし、全面的に対面式授業が実施されるようになった場合に、この授業も対面式で
行います。基本的に遠隔授業で行う予定です。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom使用）で、グループワークを重視します。ただし、全面的に対面式授業が実施されるようになった場合は、この授
業も対面式で行います。一部、LMS（manaba）でオンデマンド型の教材や資料を配信・配布します。

中間テスト

レポート 25

小テスト 25

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 25

その他(備考欄を参照) 25

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％ 口頭発表

％ 授業中の積極的な発言を重視します。

毎回の課題の提出

％ 学期末レポート

評価配分（％） 備考評価項目

％



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
課題はmanabaによって回収し、コメントを付けます。

知ってほしい国ドイツ,新野守広、飯田道子、梅田紅子,高文研,高文研,9784874986332

教科書は、第1学期の『アカデミック・スキルズ入門』と共通で、一年間を通じて使用します。必ず購入し、第一回目の授業に
持参してください。この授業では、Ⅲ章～Ⅴ章を主に使用します。

授業中に指示します。

履修者数制限あり。　
第1回目の授業に必ず出席のこと。（アカデミック・スキルズ入門の夏休みの課題をもってくること。）

G-Portおよびmanabaを通じて連絡します。

参考文献コメント

履修上の注意

その他

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350106202 科目ナンバリング 035A134

講義名 現代地域事情　入門ゼミナールB

英文科目名 Introduction to Contemporary Area Studies

担当者名 伊藤　白

時間割 第２学期 木曜日 ３時限 遠隔授業

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

授業概要

1学期のアカデミックスキルズ入門で学んだ調査方法やプレゼンテーションの仕方・レポートの書き方等についての基礎的な理解を
前提に、主にグループワークで戦後～現代ドイツの重要テーマを学びます。授業の最後には、それらのテーマをさらに深めてグ
ループ発表を行います。またその内容をまとめてレポートとして提出します。

到達目標

現代ドイツの地域事情について、基礎的な知識を身に着けること。
自らテーマを選び、それについて調べてまとめ、表現する能力を身に着けること。

第1回 オリエンテーション ／ナチスの概要（ビデオ） 【Thesenpapierを書く】

授業内容

実施回 内容

第2回 ナチス／ナチスの概要（続き）、内容説明と意見形成 【日独謝罪文の比較】

第3回 ナチス／戦争責任と「謝罪」 【パワーポイント部分作成、教科書要約・感想】

第4回 東ドイツ／東ドイツの概要 【関連論文の要約・比較・感想】

第5回 東ドイツ／東ドイツの概要（続き） 【パワーポイント部分作成、教科書要約・感想】

第6回 環境・エネルギー／脱原発 【関連ウェブサイト（ドイツ政府統計含む）の要約・感想】

第7回 環境・エネルギー／日独比較 【パワーポイント部分作成、教科書要約・感想】

第8回 移民・難民／移民・難民受け入れの歴史 【欧文論文データベースを使う】

第9回 移民・難民／日独比較・発表テーマ決定 【発表用パワーポイント・ハンドアウト仮作成、教科書要約・感想】

第10回 発表準備（グループ内調整、グループ内発表練習） 【発表パワーポイント・ハンドアウト完成】

第11回 グループ発表①

第12回 グループ発表②

第13回 グループ発表③

第14回 復習・レポート課題について

第15回 到達度確認

準備学習（予習・復習）
毎回、必ず課題をだします。次の授業はその課題を基に進めていきますので、必ずやってきてください。（２時間）

日本語

授業方法(対面授業の場合)
演習形式で、グループワークを重視します。ただし、全面的に対面式授業が実施されるようになった場合に、この授業も対面式で
行います。基本的に遠隔授業で行う予定です。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom使用）で、グループワークを重視します。ただし、全面的に対面式授業が実施されるようになった場合は、この授
業も対面式で行います。一部、LMS（manaba）でオンデマンド型の教材や資料を配信・配布します。

中間テスト

レポート 25

小テスト 25

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 25

その他(備考欄を参照) 25

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％ 口頭発表

％ 授業中の積極的な発言を重視します。

毎回の課題の提出

％ 学期末レポート

評価配分（％） 備考評価項目

％



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
課題はmanabaによって回収し、コメントを付けます。

知ってほしい国ドイツ,新野守広、飯田道子、梅田紅子,高文研,高文研,9784874986332

教科書は、第1学期の『アカデミック・スキルズ入門』と共通で、一年間を通じて使用します。必ず購入し、第一回目の授業に
持参してください。この授業では、Ⅲ章～Ⅴ章を主に使用します。

授業中に指示します。

履修者数制限あり。　
第1回目の授業に必ず出席のこと。（アカデミック・スキルズ入門の夏休みの課題をもってくること。）

G-Portおよびmanabaを通じて連絡します。

参考文献コメント

履修上の注意

その他

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350107101 科目ナンバリング 035A211

講義名 言語・情報　入門ゼミナールＡ

英文科目名 Introduction: to Linguistics and Information Studies

担当者名 岡本　順治

時間割 第１学期 金曜日 ２時限 遠隔授業

科学的な言語分析入門

単位 2 配当年次 学部 ２年～４年

副題

授業概要

この入門ゼミでは、(1) 人間の言語をどのように科学の対象として研究するかを学び、(2) ドイツ語がどのような言語なのかを概観し
ます。また、(3) コンピュータを使った言語情報処理の基礎も学びます。

到達目標

言語研究とは何かを理解し言語情報処理に必要な基礎知識を習得することで、自分の問題として言語研究を捉え、それをドイツ語
の分析に応用することができるようになる。
ゼミ発表の仕方を学び、口頭発表やレポートの作成を研究倫理（引用の仕方、引用文献の表記の仕方）に即してできるようになる。

第1回 イントロダクション(授業の進め方、一般的注意、参考文献の指示など)

授業内容

実施回 内容

第2回 言語と情報（概論）、発表者の割り振り

第3回 言語とは何か？［ソシュールの言語観、ビューラーの言語観、チョムスキーの言語観］

第4回 ドイツ語とはどんな言語か？ ［音声・音韻上の特徴、文法上の特徴、歴史的変化］

第5回 ドイツ語の正書法（どう書くか？） ［正書法の成立、旧正書法、新正書法］

第6回 ディスカッション

第7回 音声（人間の作る音とは？） ［音声学、音韻論、プロソディー］

第8回 文法（文はどのようにできているか？）［統語論、 ヴァレンツ理論、生成文法］

第9回 語（語の構造とは？） ［形態論、造語論、語場の理論］

第10回 ディスカッション

第11回 意味論（言葉の意味とは？） ［語彙意味論、意味役割、 アスペクト］

第12回 語用論（言葉を使うとは？） ［発話行為論、発話の含意、メタファーとメトニミー］

第13回 言語と文化（言葉が文化に影響する？）［言語相対論、 罵り言葉、言葉とジェンダー］

第14回 ディスカッション

第15回 到達度確認

準備学習（予習・復習）
(1) ゼミ発表のパワーポイント資料は、発表3日前までに、私宛に送付しチェックを受けること。(2) 受講者は、LMSに公表される発表
資料にあらかじめ目を通しておくこと（30分程度）。(3) 内容の理解度を確認する小テストを次回のゼミ前までに受験すること（30分程
度）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
新型コロナウイルス感染症の収束が明らかになった場合は、対面で授業を行う可能性があります。

情報関連のトピックとして扱う予定のもの： 情報の単位と文字コード、テクストファイル、引用符などの記号の意味と用法、文字列の
操作（コピー、検索、置換）、音声、画像、動画のフォーマット

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
遠隔授業で、同時配信型授業を行います（Zoom の使用を予定）。ゼミでの資料配布は、LMS（WebClass 使用を予定）を用います。

中間テスト

レポート 30

小テスト 10

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 30

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％ 出席、ディスカッションへの積極的関与

LMS上で行います。

％

評価配分（％） 備考評価項目

％



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートは、 (1) 構成、(2) 参照文献の内容、(3) 引用の適切さ、(4) 議論の正確さ、(5) 独自性の基準で採点した後に返却されま
す。

レポートの採点基準 (1) 構成、(2) 参照文献の内容、(3) 引用の適切さ、(4) 議論の正確さ、(5) 独自性
プレゼンテーションの採点基準  (1) 構成、(2) 参照文献の内容、(3) 引用の適切さ、(4) 議論の正確さ、(5) 独自性、(6) プレゼン
テーションの技術
最終的には、レポート、平常点（出席、ディスカッションへの積極的関与），プレゼンテーションの内容、小テストの結果を総合的に
判断して決定します。グループワークでは、準備状況と積極的な参加の姿勢、またレポートやプレゼンテーションでは、研究倫理の
遵守を重視します。

成績評価コメント

その他(備考欄を参照) 30 ％ プレゼンテーション

教科書はありません。

参考文献は、その都度指示します。

第１回目の授業には必ず出席してください。

質問は随時大歓迎（分からないことをそのままに放置しないこと）。
積極的に発言することがゼミでは重要です。

参考文献コメント

履修上の注意

その他

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350107102 科目ナンバリング 035A211

講義名 言語・情報　入門ゼミナールＢ

英文科目名 Introduction: to Linguistics and Information Studies

担当者名 岡本　順治

時間割 第２学期 金曜日 ２時限 遠隔授業

科学的な言語分析入門

単位 2 配当年次 学部 ２年～４年

副題

授業概要

この入門ゼミでは、(1) 人間の言語をどのように科学の対象として研究するかを学び、(2) ドイツ語がどのような言語なのかを概観し
ます。また、(3) コンピュータを使った言語情報処理の基礎も学びます。

到達目標

言語研究とは何かを理解し言語情報処理に必要な基礎知識を習得することで、自分の問題として言語研究を捉え、それをドイツ語
の分析に応用することができるようになる。
ゼミ発表の仕方を学び、口頭発表やレポートの作成を研究倫理（引用の仕方、引用文献の表記の仕方）に即してできるようになる。

第1回 イントロダクション(授業の進め方、一般的注意、参考文献の指示など)

授業内容

実施回 内容

第2回 言語と情報（概論）、発表者の割り振り

第3回 言語とは何か？［ソシュールの言語観、ビューラーの言語観、チョムスキーの言語観］

第4回 ドイツ語とはどんな言語か？ ［音声・音韻上の特徴、文法上の特徴、歴史的変化］

第5回 ドイツ語の正書法（どう書くか？） ［正書法の成立、旧正書法、新正書法］

第6回 ディスカッション

第7回 音声（人間の作る音とは？） ［音声学、音韻論、プロソディー］

第8回 文法（文はどのようにできているか？）［統語論、 ヴァレンツ理論、生成文法］

第9回 語（語の構造とは？） ［形態論、造語論、語場の理論］

第10回 ディスカッション

第11回 意味論（言葉の意味とは？） ［語彙意味論、意味役割、 アスペクト］

第12回 語用論（言葉を使うとは？） ［発話行為論、発話の含意、メタファーとメトニミー］

第13回 言語と文化（言葉が文化に影響する？）［言語相対論、 罵り言葉、言葉とジェンダー］

第14回 ディスカッション

第15回 到達度確認

準備学習（予習・復習）
(1) ゼミ発表のパワーポイント資料は、発表3日前までに、私宛に送付しチェックを受けること。(2) 受講者は、LMSに公表される発表
資料にあらかじめ目を通しておくこと（30分程度）。(3) 内容の理解度を確認する小テストを次回のゼミ前までに受験すること（30分程
度）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
新型コロナウイルス感染症の収束が明らかになった場合は、対面で授業を行う可能性があります。

情報関連のトピックとして扱う予定のもの： 情報の単位と文字コード、テクストファイル、引用符などの記号の意味と用法、文字列の
操作（コピー、検索、置換）、音声、画像、動画のフォーマット

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
遠隔授業で、同時配信型授業を行います（Zoom の使用を予定）。ゼミでの資料配布は、LMS（WebClass 使用を予定）を用います。

中間テスト

レポート 30

小テスト 10

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 30

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％ 出席、ディスカッションへの積極的関与

LMS上で行います。

％

評価配分（％） 備考評価項目

％



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートは、 (1) 構成、(2) 参照文献の内容、(3) 引用の適切さ、(4) 議論の正確さ、(5) 独自性の基準で採点した後に返却されま
す。

レポートの採点基準 (1) 構成、(2) 参照文献の内容、(3) 引用の適切さ、(4) 議論の正確さ、(5) 独自性
プレゼンテーションの採点基準  (1) 構成、(2) 参照文献の内容、(3) 引用の適切さ、(4) 議論の正確さ、(5) 独自性、(6) プレゼン
テーションの技術
最終的には、レポート、平常点（出席、ディスカッションへの積極的関与），プレゼンテーションの内容、小テストの結果を総合的に
判断して決定します。グループワークでは、準備状況と積極的な参加の姿勢、またレポートやプレゼンテーションでは、研究倫理の
遵守を重視します。

成績評価コメント

その他(備考欄を参照) 30 ％ プレゼンテーション

教科書はありません。

参考文献は、その都度指示します。

第１回目の授業には必ず出席してください。

質問は随時大歓迎（分からないことをそのままに放置しないこと）。
積極的に発言することがゼミでは重要です。

参考文献コメント

履修上の注意

その他

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350108101 科目ナンバリング 035A221

講義名 文学・文化　入門ゼミナールＡ

英文科目名 Introduction to Literature and Cultural Studies

担当者名 小林　和貴子

時間割 第２学期 金曜日 ２時限 遠隔授業

ドイツ文化史入門

単位 2 配当年次 学部 ２年～４年

副題

授業概要

この授業では、まずドイツ語圏の地域の歴史的背景を学びます。そのうえで、それぞれの時代に特徴的な芸術作品（文学、絵画、
音楽等）に触れ、ドイツ語圏の文化史の全体像をつかむことを目標とします。学生発表を中心に授業を進めますので、その過程
で、文献検索の仕方や発表の仕方、レポート作成の基礎等、アカデミック・スキルズの基本も学びます。

到達目標

・ドイツ語圏の（特に近代以降の）歴史の大きな流れをつかむ。
・問題を発見するための考え方を身につける。
・資料検索、資料作成、レポート作成等の、学習技術も身につける。
・他の人の発表にコメントできるようになる。

第1回 オリエンテーション、発表テーマ希望調査

授業内容

実施回 内容

第2回 教科書「中世から初期近代へ」、テーマ決定

第3回 教科書「ナポレオンの衝撃」

第4回 教科書「自由と統一をめざして」、文献リストの提出

第5回 教科書「ドイツ帝国」

第6回 教科書「第一次世界大戦」、発表資料（ハンドアウト）の作成

第7回 教科書「ヴァイマル共和国」

第8回 教科書「ナチ・ドイツ」

第9回 教科書「ホロコースト」、学生発表①

第10回 教科書「冷戦と分断」、学生発表②

第11回 教科書「二つのドイツ」、学生発表③

第12回 教科書「東西ドイツの統一」、学生発表④

第13回 教科書「過去の克服」、学生発表⑤

第14回 教科書「統一ドイツとEU」

第15回 到達度確認

準備学習（予習・復習）
・毎回、教科書の指定箇所を事前に読んで、それについてまとめてください（１～２時間程度）。
・適宜、発表のための準備を進めてください（1時間程度）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
いまのところ遠隔授業を考えていますが、対面授業が可能であれば、グループワークを中心に授業を進めます。

一人1回、10分程度の口頭発表をしてもらいます。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Zoomを使った同時配信型で授業をします。資料配布や課題提出は WebClass を通して行います。

中間テスト

レポート 40

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 30

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
・発表は皆でコメントしあいます。
・レポートはコメントをつけて返却します。

成績には授業への参加態度（出席、積極的発言、課題提出等）も含まれます。
成績評価コメント

その他(備考欄を参照) 30 ％ 口頭発表

図説　ドイツの歴史,石田勇治,河出書房新社,2007,9784309761053

授業時に指示します。

履修者数制限あり。
第1回目の授業に必ず出席のこと｡

参考文献コメント

履修上の注意

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350108102 科目ナンバリング 035A221

講義名 文学・文化　入門ゼミナールＢ

英文科目名 Introduction to Literature and Cultural Studies

担当者名 小林　和貴子

時間割 第１学期 金曜日 ２時限 遠隔授業

ドイツ文化史入門

単位 2 配当年次 学部 ２年～４年

副題

授業概要

この授業では、まずドイツ語圏の地域の歴史的背景を学びます。そのうえで、それぞれの時代に特徴的な芸術作品（文学、絵画、
音楽等）に触れ、ドイツ語圏の文化史の全体像をつかむことを目標とします。学生発表を中心に授業を進めますので、その過程
で、文献検索の仕方や発表の仕方、レポート作成の基礎等、アカデミック・スキルズの基本も学びます。

到達目標

・ドイツ語圏の（特に近代以降の）歴史の大きな流れをつかむ。
・問題を発見するための考え方を身につける。
・資料検索、資料作成、レポート作成等の、学習技術も身につける。
・他の人の発表にコメントできるようになる。

第1回 オリエンテーション、発表テーマ希望調査

授業内容

実施回 内容

第2回 教科書「中世から初期近代へ」、テーマ決定

第3回 教科書「ナポレオンの衝撃」

第4回 教科書「自由と統一をめざして」、文献リストの提出

第5回 教科書「ドイツ帝国」

第6回 教科書「第一次世界大戦」、発表資料（ハンドアウト）の作成

第7回 教科書「ヴァイマル共和国」

第8回 教科書「ナチ・ドイツ」

第9回 教科書「ホロコースト」、学生発表①

第10回 教科書「冷戦と分断」、学生発表②

第11回 教科書「二つのドイツ」、学生発表③

第12回 教科書「東西ドイツの統一」、学生発表④

第13回 教科書「過去の克服」、学生発表⑤

第14回 教科書「統一ドイツとEU」

第15回 到達度確認

準備学習（予習・復習）
・毎回、教科書の指定箇所を事前に読んで、それについてまとめてください（１～２時間程度）。
・適宜、発表のための準備を進めてください（1時間程度）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
いまのところ遠隔授業を考えていますが、対面授業が可能であれば、グループワークを中心に授業を進めます。

一人1回、10分程度の口頭発表をしてもらいます。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Zoomを使った同時配信型で授業をします。資料配布や課題提出は WebClass を通して行います。

中間テスト

レポート 40

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 30

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
・発表は皆でコメントしあいます。
・レポートはコメントをつけて返却します。

成績には授業への参加態度（出席、積極的発言、課題提出等）も含まれます。
成績評価コメント

その他(備考欄を参照) 30 ％ 口頭発表

図説　ドイツの歴史,石田勇治,河出書房新社,2007,9784309761053

授業時に指示します。

履修者数制限あり。
第1回目の授業に必ず出席のこと｡

参考文献コメント

履修上の注意

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350109101 科目ナンバリング 035A311

講義名 言語・情報コース　ゼミナール（１）

英文科目名 Seminar ｉｎ Linguistics and Information Studies

担当者名 岡本　順治

時間割 第１学期 金曜日 ４時限 遠隔授業

発話行為と心的態度

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

文を実際の場面で使うと、その文の発話には、行為という側面がついてまわります。同時に、どういう気持ちでその発話をしたのか、
という心的態度も発話の意味の重要な一部になります。その際に文としての意味と、発話としての意味は必ずしも一致しない、という
現象が起きます。

以下のAの文は、ある警部が、Pia という主任警部に参考人としてやって来た男性に関する資料を手渡す時に言った言葉です。そ
れに対して、B は Pia の返事です。

A: »Ich dachte, es könnte ganz hilfreich sein, wenn du dich jetzt mit ihm unterhältst.«
B: »Auf jeden Fall.«
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Neuhaus (2019: 169)

Aは、「彼（＝やってきた参考人）と話す時には、この資料はとても役に立つと思うよ。」と言ったのに対して、Bは、»Auf jeden Fall.«　
と答えています。小説の中では、この後「Pia は微笑んだ。」(Pia lächelte.) という説明文がきて、「ありがとう」(»Vielen Dank.«) という
感謝の表現が続きます。

Auf jeden Fall は、『独和大辞典』によると「どんな場合でも；いずれにしても、ともかく」という意味です。これは、意味の説明としては
間違いではありませんが、Aに対しての答えとしては奇妙です。Aは資料の提供と共に「...とても役に立つと思うよ。」と言っており、
それに対してBは微笑んでお礼を言っているのですから、Bは＜同意＞の気持ちを表明しているはずです。<Duden 
Universalwörterbuch> という独独辞典をひいてみると、その意味は ganz bestimmt, unbedingt となっています。和訳すると、「まった
くその通り」、「絶対にそうだね」となり、同意の意味が分かる言い換えになっています。ここには、文の意味と発話行為としての意味
のずれ、発話者の心的態度の解釈という問題があります。

ゼミの参加者は、ドイツ語の小説を読みながら、その中に現れる会話文をピックアップし、文の意味と同時に発話行為の意味、そし
て、発話者の心的態度を分析して発表することになります。その際には、独独辞典の記述を参考にすることが求められます。ドイツ
語と日本語、ドイツ語と英語の表現の比較は随時行い、議論します。なお、口頭発表やレポートの作成する上での必要な研究倫理
（引用の仕方、引用文献の表記の仕方）を習得することも目標とします。

到達目標

発話行為と心的態度の関係を、文の意味と区別して理解できるようになり、ドイツ語での実例を収集し分析することで、文の意味と
発話の意味の関係と違いを自分の問題として考察することができるようになる。

第1回 イントロダクション(授業の進め方、一般的注意、参考文献の指示など)

授業内容

実施回 内容

第2回 文の意味と発話の意味（概論）

第3回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第4回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第5回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第6回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第7回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第8回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第9回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第10回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第11回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第12回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第13回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第14回 授業の総括

第15回 到達度確認

授業方法(対面授業の場合)
新型コロナウイルス感染症の収束が明らかになった場合は、対面で授業を行う可能性があります。

ゼミ発表の原稿は、発表の２、３日前までに、メールで私のところに送付すること。
授業計画コメント



準備学習（予習・復習）
ゼミで用いる資料は、LMS であらかじめ配布しますので、各自資料を読み、不明な箇所をまとめておくことが求められます（約１時
間）。

日本語

課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートは、問題設定、論理性、実証性、形式、独自性の基準で採点した後、返却されます。

口頭発表やレポートでは、研究倫理の遵守を評価の際の１つの規準とします。

成績評価の方法・基準

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
遠隔授業で、同時配信型授業を行います（Zoom の使用を予定）。ゼミでの資料配布は、LMS（WebClass 使用を予定）を用います。

中間テスト

レポート 50

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％ 出席、口頭発表、ディスカッションへの積極的関与

％ 問題設定、論理性、実証性、形式、独自性を基準として総合
判断します。

評価配分（％） 備考評価項目

教科書はありません。資料は、LMSで配布します。

第１回目の授業の際に指示する。

第１回目の授業には必ず参加してください。
言語・情報コースゼミナール（2）をあわせて履修すること。

さまざまな言語に興味を持ち，知的好奇心にあふれた積極的学生の参加を希望します。
ドイツ語が好きな人を歓迎します。

参考文献コメント

履修上の注意

その他

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350109102 科目ナンバリング 035A311

講義名 言語・情報コース　ゼミナール（２）

英文科目名 Seminar ｉｎ Linguistics and Information Studies

担当者名 岡本　順治

時間割 第２学期 金曜日 ４時限 遠隔授業

指示対象と意味のタイプ

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

「魚」は、ドイツ語で Fisch と言います。英語では、fish で、辞書をみると不思議なことが分かります。fish の１つの使い方は、数えら
れる名詞ですが３匹の魚は、three fish となり、通常単複同形です。しかし、食べ物としての魚は数えられない名詞で冠詞を付けず
に使います。ここでは、「生き物の魚」と「食べ物の魚」が区別されています。その違いは、数えられる名詞か否か、冠詞をつけるか
否か、という問題と関係します。

ドイツ語の Fisch の用例 (1) ～ (5) を見てください。同じ Fisch という語でも、冠詞の有無、可算か不可算かによって使い分けがあ
るのが分かります。これらの問題を、＜指示物の意味タイプの違い＞と呼びます。

(1) Er hat einen Fisch geangelt.	（彼は、一匹の魚を釣った。）＜タイプ＞：Fisch は「生き物」、可算
(2) Fisch ist reich an Eiweiß.		（魚はタンパク質が豊富だ。）＜タイプ＞：Fisch は「食べ物」、不可算、無冠詞
(3) Wie isst man einen geräucherten Fisch?	(燻製の魚はどうやって食べるのですか？)＜タイプ＞：Fisch は「食べ物」、可算
(4) Sie ist im Zeichen Fische geboren.	（彼女は、うお座生まれだ。）＜タイプ＞：Fische は「うお座」、常に複数形、無冠詞
(5) Sie ist ein Fisch.			（彼女は、うお座生まれだ。）＜タイプ＞：Fisch は「うお座生まれの人」、通常単数、可算

ゼミの参加者は、ドイツ語の小説を読みながら、その中に現れる無冠詞の名詞をピックアップし、その名詞の指示物のタイプを分析
します。その際、独和辞典とともに独独辞典の記述を参考にすることが求められます。ドイツ語と日本語、ドイツ語と英語の表現の比
較は随時行い、議論します。なお、口頭発表やレポートの作成する上での必要な研究倫理（引用の仕方、引用文献の表記の仕方）
を習得することも目標とします。

到達目標

指示対象と意味のタイプの関係を理解できるようになり、ドイツ語での実例を収集し分析することで、名詞の指示物がさまざまな意
味タイプに対応していることを実例を持って示せるようになり、日常的に指示の問題を意識できるようになる。

第1回 イントロダクション(授業の進め方、一般的注意、参考文献の指示など)

授業内容

実施回 内容

第2回 指示対象と意味のタイプの関係（概論）

第3回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第4回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第5回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第6回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第7回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第8回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第9回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第10回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第11回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第12回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第13回 ゼミ参加者による発表とディスカッション

第14回 授業の総括

第15回 到達度確認

準備学習（予習・復習）
ゼミで用いる資料は、LMS であらかじめ配布しますので、各自資料を読み、不明な箇所をまとめておくことが求められます（約１時
間）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
新型コロナウイルス感染症の収束が明らかになった場合は、対面で授業を行う可能性があります。

ゼミ発表の原稿は、発表の２、３日前までに、メールで私のところに送付すること。
授業計画コメント

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
遠隔授業で、同時配信型授業を行います（Zoom の使用を予定）。ゼミでの資料配布は、LMS（WebClass 使用を予定）を用います。



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートは、問題設定、論理性、実証性、形式、独自性の基準で採点した後、返却されます。

口頭発表やレポートでは、研究倫理の遵守を評価の際の１つの規準とします。

成績評価の方法・基準

成績評価コメント

中間テスト

レポート 50

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％ 出席、口頭発表、ディスカッションへの積極的関与

％ 問題設定、論理性、実証性、形式、独自性を基準として総合
判断します。

評価配分（％） 備考評価項目

教科書はありません。資料は、LMSで配布します。

第１回目の授業の際に指示する。

第１回目の授業には必ず参加してください。
言語・情報コースゼミナール（1）をあわせて履修すること。

さまざまな言語に興味を持ち，知的好奇心にあふれた積極的学生の参加を希望します。
ドイツ語が好きな人を歓迎します。

参考文献コメント

履修上の注意

その他

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350109103 科目ナンバリング 035A311

講義名 言語・情報コース　ゼミナール（３）

英文科目名 Seminar ｉｎ Linguistics and Information Studies

担当者名 高田　博行

時間割 第１学期 木曜日 ３時限 遠隔授業

ナチズムの言語と情報戦略（基礎編）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

本授業では、言語学（記号論を含む）の観点から、ナチズムが言語とメディアを駆使して実践したプロパガンダ（周到かつ組織的な
情報誘導）を分析します。受講生は、研究書や論文に書かれている内容を単に紹介するのではなく、当時の一次資料を少しでも実
際に手にして自ら分析し、プロパガンダの効力と限界について現在の事象とも関連づけながら自ら考察を試みます。　
分析の対象は、〈文字・写真メディア〉として新聞・雑誌・写真集・ポスター・パンフレット・切手、〈音声メディア〉としてラジオ・演説録
音、〈映像メディア〉として映画（演説映像も含む）、〈イベント〉として演説会・党大会・オリンピックなどです。〈修辞学分析〉（ロラン・
バルトの「映像の修辞学」も含む）、〈批判的談話分析〉、〈計量的分析〉といった方法論を一緒に勉強しながら、分析に挑みます。な
お、担当教員が《ナチズムのプロパガンダ》を専らのテーマとしたゼミナールを行うのは、今回が初めてとなります。

到達目標

情報誘導は、古今東西を問わず恒常的に実践されていています。本授業の到達目標は、そのような誘導に踊らされない知見と視
点を獲得することです。「ことばを聞き分けよ！」という歴史の声を聞き取ることです。

第1回 導入

授業内容

実施回 内容

第2回 プロパガンダとは何か？

第3回 宣伝省秘密会議におけるプロパガンダ方針の決定

第4回 ★方法論の学習（１）言語の修辞学★

第5回 ★方法論の学習（２）映像の修辞学★

第6回 ポスターと切手の分析

第7回 イラスト入り週刊新聞《Illustrierter Beobachter》の分析

第8回 写真集の分析（ナチ党専属写真家Heinrich Hoffmann）

第9回 ★方法論の学習（３）批判的談話分析★　

第10回 選挙パンフレット(1932)の分析

第11回 ヒトラーの大晦日演説の経年変化の分析

第12回 ヒトラー演説（1933年2月10日）の映像・音声分析

第13回 ラジオ放送番組表から見えるもの

第14回 授業の総括

第15回 到達度確認

準備学習（予習・復習）
各受講生はプレゼンテーションを準備するにあたって、担当教員と個別にZOOM面談します。また、ゼミで用いる資料はLMS であ
らかじめ配布するので、各自が資料を読み不明な箇所をまとめておく必要があります（約１時間）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
対面授業は行いません。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
遠隔授業で、同時配信型授業を行います（Zoom の使用を予定）。ゼミでの配布資料には、LMS（WebClass 使用を予定）を用いま
す。

中間テスト

レポート 50

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 20

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートに関しては、内容理解（考察力）、論理構成、表現の正確さ、独自性、引用・出典明示を基準にして採点したあと、各受講
生に文書または口頭(面談)で評価内容を伝えます。

その他(備考欄を参照) 30 ％ 発表（プレゼンテーション）

授業中および個別面談時に指示します。

第１回目の授業には必ず参加してください。
第2学期の言語・情報コース　ゼミナール（４）と合わせて履修すること。

参考文献コメント

履修上の注意

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350109104 科目ナンバリング 035A311

講義名 言語・情報コース　ゼミナール（４）

英文科目名 Seminar ｉｎ Linguistics and Information Studies

担当者名 高田　博行

時間割 第２学期 木曜日 ３時限 遠隔授業

ナチズムの言語と情報戦略（応用編）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

本授業では、言語学（記号論を含む）の観点から、ナチズムが言語とメディアを駆使して実践したプロパガンダを分析します。受講
生は、研究書や論文に書かれている内容を単に紹介するのではなく、当時の一次資料を実際に手にして自ら分析し、プロパガン
ダの効力と限界について現在の事象とも関連づけながら自ら考察を試みます。　
新たに〈計量的分析（コーパス分析）〉という方法論を一緒に勉強しながら、さらに分析に挑みます。第1学期で実際に分析したとき
の経験と成果を活かして、掘り下げた分析を心がけます。

到達目標

情報誘導は、古今東西を問わず恒常的に実践されていています。本授業の到達目標は、そのような誘導に踊らされない知見と視
点を獲得することです。「ことばを聞き分けよ！」という歴史の声を聞き取ることです。

第1回 導入

授業内容

実施回 内容

第2回 青少年教育：ヒトラー・ユーゲント

第3回 『Hilf mit! 学校生徒のためのイラスト入り新聞』の分析

第4回 ★方法論の学習　計量的分析（コーパス分析）★

第5回 ヒトラーの演説とゲッベルスの演説の相違の分析

第6回 『国民社会主義月報』の分析

第7回 日刊新聞《Völkischer Beobachter》の分析

第8回 『ベルリン・イラスト新聞』の経年変化の分析

第9回 雑誌のベルリン・オリンピック特集号の分析

第10回 ニュース映画『ドイツ週間ニュース』（Deutsche Wochenschau）の分析

第11回 長編映画『コルベルク』(1945)の分析

第12回 小説『帰ってきたヒトラー』（2012）における仮構の演説文の分析

第13回 政治家のFacebookに書き込まれたナチ的語彙の分析

第14回 授業の総括

第15回 到達度確認

準備学習（予習・復習）
各受講生はプレゼンテーションを準備するにあたって、担当教員と個別にZOOM面談します。また、ゼミで用いる資料はLMS であ
らかじめ配布するので、各自が資料を読み不明な箇所をまとめておく必要があります（約１時間）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
対面授業は行いません。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
遠隔授業で、同時配信型授業を行います（Zoom の使用を予定）。ゼミでの配布資料には、LMS（WebClass 使用を予定）を用いま
す。

中間テスト

レポート 50

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 20

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートに関しては、内容理解（考察力）、論理構成、表現の正確さ、独自性、引用・出典明示を基準にして採点したあと、各受講
生に文書または口頭(面談)で評価内容を伝えます。

その他(備考欄を参照) 30 ％ 発表（プレゼンテーション）

授業中および個別面談時に指示します。

第１回目の授業には必ず参加してください。
第１学期の言語・情報コース　ゼミナール（３）と合わせて通年で履修すること。

参考文献コメント

履修上の注意

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350109105 科目ナンバリング 035A311

講義名 言語・情報コース　ゼミナール（５）

英文科目名 Seminar ｉｎ Linguistics and Information Studies

担当者名 清野　智昭

時間割 第１学期 火曜日 ３時限 遠隔授業

ドイツ語認知言語学（1）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

言語能力を人間の他の認知能力との関連で捉える認知言語学の立場にたち，ドイツ語の語彙や文法現象を検討していく。特に，
構文のもとになる格表示に現れる事態の捉え方を扱うことにより，意味と統語のインターフェースを明らかにしていく。この授業で
は，範疇化，プロトタイプ，スキーマ，メタファー、事態認知とプロファイルなど認知言語学の基本的な概念をドイツ語の例を中心に，
英語やフランス語，また日本語の例をも参照しつつ，明らかにしていく。

到達目標

・認知言語学の基本的な考え方と方法論を理解する。
・認知言語学の枠組みでドイツ語を分析する方法を身につける。

第1回 導入（1）認知言語学とは何か、授業の進め方や一般的注意

授業内容

実施回 内容

第2回 導入（2）ことばの世界

第3回 文法の世界（１）　理解

第4回 文法の世界（２）　発表

第5回 音韻の世界（１）　理解

第6回 音韻の世界（２）　発表

第7回 語彙の世界（１）　理解

第8回 語彙の世界（２）　発表

第9回 意味の世界（１）　理解

第10回 意味の世界（２）　発表

第11回 談話と文脈の世界（１）　理解

第12回 談話と文脈の世界（２）　発表

第13回 コミュニケーションの世界（１）　理解

第14回 コミュニケーションの世界（２）　発表

第15回 到達度確認と授業の総括

準備学習（予習・復習）
教科書の当該の章を読み理解するために60分程度の予習をする必要があり、担当者になった場合は６時間程度の準備が必要で
ある。また、最終的な発表には２週間程度の準備が必要である。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
演習形式で行う。教科書の各章（2章以降）を2回に分けて扱う。1回目は教科書の内容を論じ、参加者の練習問題の答えを討議し
ながら、理解を深める。2回目は、その内容に即したドイツ語の現象に関してグループまたは個人で発表を行い、全体で議論をす
る。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom使用）で行う。教科書の各章（2章以降）を2回に分けて扱う。1回目は教科書の内容を論じ、参加者の練習問題
の答えを討議しながら、理解を深める。2回目は、その内容に即したドイツ語の現象に関してグループまたは個人で発表を行い、全
体で議論をする。

中間テスト

レポート 30

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 70

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートに関してはmanaba上で集めフィードバックします。

毎回の内容を確実に理解し、ドイツ語を独自に分析できるかが評価のポイントになります。
成績評価コメント

その他(備考欄を参照)

はじめて学ぶ認知言語学,児玉一宏・谷口一美・深田智,ミネルヴァ書房,2020,978-4-623-08870-6

教科書は毎回使用するので必ず事前に購入し、初回の授業から持参してください。発表の担当を決めるときに必要です。

参考文献は授業中に指示します。

履修者数制限あり。
第１回目の授業に必ず出席すること。
言語・情報コースゼミナール（6）もあわせて履修すること。

参考文献コメント

履修上の注意

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350109106 科目ナンバリング 035A311

講義名 言語・情報コース　ゼミナール（６）

英文科目名 Seminar ｉｎ Linguistics and Information Studies

担当者名 清野　智昭

時間割 第２学期 火曜日 ３時限 遠隔授業

ドイツ語認知言語学（2）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

言語能力を人間の他の認知能力との関連で捉える認知言語学の立場にたち，ドイツ語の語彙や文法現象を検討していく。特に，
構文のもとになる格表示に現れる事態の捉え方を扱うことにより，意味と統語のインターフェースを明らかにしていく。この授業で
は，範疇化，プロトタイプ，スキーマ，メタファー、事態認知とプロファイルなど認知言語学の基本的な概念をドイツ語の例を中心に，
英語やフランス語，また日本語の例をも参照しつつ，明らかにしていく。

到達目標

・認知言語学の基本的な考え方と方法論を理解する。
・認知言語学の枠組みでドイツ語を分析する方法を身につける。

第1回 導入；認知言語学とは何か、第1学期の復習、授業の進め方や一般的注意

授業内容

実施回 内容

第2回 認知類型の世界（１）　理解

第3回 認知類型の世界（２）　発表

第4回 言語習得の世界（１）　理解

第5回 言語習得の世界（２）　発表

第6回 コーパスの世界（１）　理解

第7回 コーパスの世界（２）　発表

第8回 英語教育への活用（１）　理解

第9回 英語教育への活用（２）　発表

第10回 認知言語学の可能性（１）　理解

第11回 認知言語学の可能性（２）　発表

第12回 参加者発表と討議（１）

第13回 参加者発表と討議（２）

第14回 参加者発表と討議（３）

第15回 到達度確認と授業の総括

準備学習（予習・復習）
教科書の当該の章を読み理解するために60分程度の予習をする必要があり、担当者になった場合は６時間程度の準備が必要で
ある。また、最終的な発表には２週間程度の準備が必要である。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
演習形式で行う。教科書の各章（2章以降）を2回に分けて扱う。1回目は教科書の内容を論じ、参加者の練習問題の答えを討議し
ながら、理解を深める。2回目は、その内容に即したドイツ語の現象に関してグループまたは個人で発表を行い、全体で議論をす
る。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom使用）で行う。教科書の各章（2章以降）を2回に分けて扱う。1回目は教科書の内容を論じ、参加者の練習問題
の答えを討議しながら、理解を深める。2回目は、その内容に即したドイツ語の現象に関してグループまたは個人で発表を行い、全
体で議論をする。

中間テスト

レポート 30

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 70

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートに関してはmanaba上で集めフィードバックします。

毎回の内容を確実に理解し、ドイツ語を独自に分析できるかが評価のポイントになります。
成績評価コメント

その他(備考欄を参照)

はじめて学ぶ認知言語学,児玉一宏・谷口一美・深田智,ミネルヴァ書房,2020,978-4-623-08870-6

教科書は第１学期の授業（コーズゼミナール（５））で使用したものを引き続き、毎回使用します。初回の授業から持参してくだ
さい。発表の担当を決めるときに必要です。

参考文献は授業中に指示します。

履修者数制限あり。
第１回目の授業に必ず出席すること。
言語・情報コースゼミナール（5）もあわせて履修すること。

参考文献コメント

履修上の注意

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350110101 科目ナンバリング 035A321

講義名 文学・文化コース　ゼミナール（１）

英文科目名 Seminar in Literature and Cultural Studies

担当者名 伊藤　白

時間割 第１学期 木曜日 ５時限 遠隔授業

移民・難民とドイツの文学・文化（１）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

戦後に移民あるいは難民としてドイツに来た人々、あるいはその2世・3世は、移民の背景を持つ人々と呼ばれ、今やドイツの人口
の4分の1を占めるまでになりました。彼らは、文学作品や映画に登場するのみならず、ドイツ文学、ドイツ映画を生み出す主体とも
なり、もはやドイツ文化に欠くことのできない重要な存在となっています。移民の背景を持つ人々を描いた作品、また移民の背景を
持つ人々が生み出した作品を読み、鑑賞することで、ドイツの移民の歴史を学ぶとともに、重層的なアイデンティティのあり方を考え
ます。

到達目標

・ドイツの移民を描いた文学・文化、移民によって描かれた文学・文化について基礎的な知識を得ること。
・このテーマに関する自分の意見を適切に表現できる能力を身につけること。
・論文作成等をする上で知っておくべき研究倫理を学ぶこと。

第1回 イントロダクション（調査方法、レポートの書き方、研究倫理）

授業内容

実施回 内容

第2回 移民の基礎知識：移民とは何か

第3回 ドイツの移民政策の歴史

第4回 映画ファスビンダー『出稼ぎ野郎』：作品鑑賞

第5回 映画ファスビンダー『出稼ぎ野郎』：「他者」としての移民？

第6回 映画ファティ・アキン『愛より強く』：平行社会

第7回 映画ファティ・アキン『愛より強く』：ムスリム移民の「女性問題」

第8回 映画『おじいちゃんの里帰り』：アイデンティティの多重性

第9回 ヘレンドルフ：『チック』：移民国家の移民

第10回 多和田葉子：外国語で書くことの意味

第11回 学生発表①

第12回 学生発表②

第13回 学生発表③

第14回 総括

第15回 理解度の確認

準備学習（予習・復習）
毎週課題を出します。課題は翌週の授業までに提出してもらいます。（２時間程度）

日本語

授業方法(対面授業の場合)
演習形式で、グループワーク・学生発表を中心に進めます。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom使用）で、LMS（manaba）で教材や資料を配信・配布します。
ただし、全面的に対面式授業が実施されるようになった場合は、この授業も対面式で行います。
演習形式で、グループワーク・学生発表を中心に進めます。

中間テスト

レポート 30

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 40

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートはコメントを付けて返却します。

その他(備考欄を参照) 30 ％ 口頭発表

授業中に指示します。

授業中に指示します。

第1回目の授業に必ず出席のこと｡
文学・文化コース　ゼミナール（２）と併せて履修すること。

参考文献コメント

履修上の注意

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350110102 科目ナンバリング 035A321

講義名 文学・文化コース　ゼミナール（２）

英文科目名 Seminar in Literature and Cultural Studies

担当者名 伊藤　白

時間割 第２学期 木曜日 ５時限 遠隔授業

移民・難民とドイツ文学・文化（２）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

ドイツは主に第二次世界大戦中に多くの亡命者を生み出しました。戦後になるとその反省から、数多くの難民を受け入れていま
す。亡命者は亡命の地で、戦後の難民はドイツの地で、異郷に住まわざるを得なかった作家ならではの作品を生み出しています。
そうした作品を読みながら、主に20世紀ドイツの亡命・難民の歴史への理解を深めます。

到達目標

・ドイツの亡命文学・難民文学について基本的な知識を得ること。
・このテーマについて自分の意見を適切に表現できるようになること。
・論文作成等を行う上で知っておくべき研究倫理を学ぶこと。

第1回 イントロダクション（亡命文学の基礎知識）

授業内容

実施回 内容

第2回 亡命文学：ハイネ『冬物語』

第3回 亡命文学：トーマス・マン『ヨセフとその兄弟たち』

第4回 亡命文学：ブレヒト『亡命者の対話』

第5回 難民の基礎知識：難民とは何か

第6回 ドイツの難民受け入れの歴史

第7回 映画『はじめてのおもてなし』

第8回 ラフィク・シャミ『夜の語り部』

第9回 サーシャ・スタニシチ『兵士はどうやってグラムフォンを修理するか』

第10回 サーシャ・スタニシチ『出自』

第11回 学生発表①

第12回 学生発表②

第13回 学生発表③

第14回 総括

第15回 理解度の確認

準備学習（予習・復習）
発表者には、事前に発表テーマに関する資料を指定してもらいます。それを発表しない受講者に要約してきてもらいます。（1時間）

日本語

授業方法(対面授業の場合)
演習形式で、グループワークと学生の発表を中心に進めます。

学生の関心により内容が変更になる可能性があります。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom使用）で、LMS（manaba）で教材や資料を配信・配布します。
ただし、全面的に対面式授業が実施されるようになった場合は、この授業も対面式で行います。
演習形式で、グループワークと学生の発表を中心に進めます。

中間テスト

レポート 30

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 40

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
発表の評価を返却します。それをベースに期末レポートを執筆してもらいます。

その他(備考欄を参照) 30 ％ 口頭発表

授業中に指示します。

授業中に指示します。

第1回目の授業に必ず出席のこと｡
文学・文化コース　ゼミナール（１）と併せて履修すること。

参考文献コメント

履修上の注意

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350110103 科目ナンバリング 035A321

講義名 文学・文化コース　ゼミナール（３）

英文科目名 Seminar in Literature and Cultural Studies

担当者名 小林　和貴子

時間割 第１学期 火曜日 ３時限 遠隔授業

現実を描くアプローチ①（19世紀のドイツ）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

　2020年は、大学が一気にオンライン化した大転換の年でした。Zoomは自宅からの授業参加を可能にしましたが、このことはいわ
ば、一人ひとりの現実が、パッチワークのようにオンライン上で出会うことを意味しています。ただし画面を通して見える映像・聞こえ
る音声はわずかですので、私に見えている「あなた」の「現実」が、本当にあなたの現実なのかがわからない・・・。オンライン化は現
実のありようの可能性を広げましたが、同時に、現実をより複雑にし、よりとらえがたいものにしています。
　私たちを当たり前のように取り巻いている現実とは、そもそもどのようにとらえられるものなのでしょう？この問いを念頭に置いて、こ
の授業では、主に19世紀以降のドイツ文学の中から様々なリアリズムのアプローチに注目していきます。1学期はまず、現実への関
心がいかにして生まれ、作品の中でどのように構成されてきたかを問うことから始めましょう。その後、厳しい検閲の敷かれた三月前
期と呼ばれる時代のジャーナリスティックな作品、写実主義と自然主義の作品を取り上げます。これらの作品において、19世紀の現
実はどのように描かれているでしょうか？皆で議論しながら考えていきます。

到達目標

・ドイツ語圏における近代市民社会の成熟と現実への関心の関わりを理解する。
・19世紀の文学に描かれた「現実」の特徴を知ることを通して、19世紀への理解を深める。
・読んだテクストについて、自らの意見が言えるようになる。また、他人の意見へのコメントができるようになる。

第1回 イントロダクション――リアリズムとは？

授業内容

実施回 内容

第2回 写実主義以前の文学に描かれた現実①――グリンメルスハウゼン『阿呆物語』（1668／1669年）

第3回 　〃　②――ゲーテ『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』（1796年）

第4回 　〃　③――E. T. A. ホフマン『牡猫ムルの人生観』（1819／1821年）

第5回 リアリズムの萌芽①――「青年ドイツ」の時代（1830年代）

第6回 　〃　②――「青年ドイツ」の作品を読む

第7回 　〃　③――ビューヒナー『ヴォイツェク』（1835年頃）を読む

第8回 　〃　④――ビューヒナー『ヴォイツェク』の時代背景・作品分析

第9回 写実主義①――シュトルム『白馬の騎士』（1888年）を読む

第10回 　〃　②――シュトルム『白馬の騎士』の時代背景・作品分析

第11回 自然主義①――G. ハウプトマン『日の出前』（1889年）を読む

第12回 　〃　②――G. ハウプトマン『日の出前』の時代背景・作品分析

第13回 番外編：19世紀のドイツ絵画におけるリアリズム

第14回 総括

第15回 自主研究

準備学習（予習・復習）
・毎回、事前に読んでくる共通テクスト（20～30頁）があります。それを読んで、要約をしてもらいます。（1時間～1時間半程度）
・適宜、発表準備を進めていただきます（1時間程度）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
現時点では遠隔授業を考えていますが、仮に対面授業が可能になった場合はグループワークを中心に授業を進めます。

・ひとり1回、口頭発表をしてもらう予定です。
・受講者の関心により、扱う作品や作家を変えることがあります。
・授業を通して、口頭発表・レポート執筆の際に知っておくべき研究倫理を学びます。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Zoomを使った同時配信型の授業を行います。配布資料や課題提出は WebClass を通して行います。

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
・口頭発表は、受講者同士でコメントを交わします。
・レポートは、コメントをして返却します。

・口頭発表では、準備過程も評価します。
成績評価コメント

中間テスト

レポート 30

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 40

その他(備考欄を参照) 30

学年末試験(第2学期)

％ 口頭発表

％

％

適宜、授業時に配布します。

授業時に指示します。

・第一回目の授業に出席すること
・文学・文化コース　ゼミナール（４）もあわせて履修すること

参考文献コメント

履修上の注意

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350110104 科目ナンバリング 035A321

講義名 文学・文化コース　ゼミナール（４）

英文科目名 Seminar in Literature and Cultural Studies

担当者名 小林　和貴子

時間割 第２学期 火曜日 ３時限 遠隔授業

現実を描くアプローチ②（20世紀以降のドイツ・オーストリア）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

　19世紀半ばの産業革命を背景に、19世紀末にはウィーンが、20世紀初頭にはベルリンが大都市として急成長します。市電を主と
する交通網を持ち、やがて映画やラジオなどのニューメディアによって彩られていく都市の出現は、様々な人々の出会いを可能に
し、現実を一気に複雑にしました。2学期はまず、大都市を舞台にした作品を手掛かりに、都市というものの現実について考えます。
　1933年に政権を握ったヒトラーのもとでエスカレートしたナチス・ドイツによるユダヤ人迫害は、第二次世界大戦時、ついに絶滅政
策にまでいたります。想像を絶する現実をまえに、それでもその現実を何らかの形で伝え残していかなくてはならないとしたら、その
現実はどのように描けるでしょう？都市の現実の次に、20世紀のドイツが生んでしまったユダヤ人迫害・絶滅という現実とその描き方
について、ユダヤ系作家の作品をもとに議論します。
　2学期の最後は、写真と映画に注目します。一見、現実をそのまま切り取ることを可能にしてみせるこれらのメディアが、現実を写
／映しつつもいかに「現実」を構成し、政治性を帯びることができるか、作品の分析を通して明らかになることでしょう。　

到達目標

・ドイツ語圏の文学・写真・映画作品を手掛かりに、20世紀以降の現代の特徴を知る。
・現実描写における「現実」が、構成されたものであることへの理解を深める。
・読んだテクストについて、自らの意見が言えるようになる。また、他の人の意見へのコメントができるようになる。

第1回 イントロダクション――20世紀以降の現実の特徴を考える（ブレーンストーミング）

授業内容

実施回 内容

第2回 叙事的演劇①――ブレヒト『三文オペラ』（1928年）を読む

第3回 　〃　②――ブレヒト『三文オペラ』の時代背景・作品分析

第4回 新即物主義①――ケストナー『ファービアン』（1931年）を読む

第5回 　〃　②――ケストナー『ファービアン』の時代背景・作品分析

第6回 ファシズムに対抗する社会主義的リアリズム①――A. ゼーガース『第七の十字架』（1942年）を読む

第7回 　〃　②――A. ゼーガース『第七の十字架』の時代背景・作品分析

第8回 一種のシュールリアリズムとして①――アイヒンガー『より大きな希望』（1947／1960年）

第9回 　〃　②――アイヒンガー『より大きな希望』の時代背景・作品分析

第10回 番外編：ポートレイト写真の写す現実――A. ザンダー『時代の顔』（1929年）

第11回 番外編：パノラミックな写真の写す現実――A. グルスキーのビッグ・ピクチャー（1990年代～）

第12回 番外編：ドキュメンタリー映画――L. リーフェンシュタール『オリンピア』（1936年）

第13回 番外編：ドキュメンタリー映画――N. ゲイハルター『いのちの食べ方』（2008年）

第14回 リアリズムの限界と可能性を考える

第15回 自主研究

準備学習（予習・復習）
・毎回、事前に読んでくる共通テクスト（20～30頁）があります。それを読んで、要約をしてもらいます。（1時間～1時間半程度）
・適宜、発表準備を進めていただきます（1時間程度）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
現時点では遠隔授業を考えていますが、仮に対面授業が可能になった場合はグループワークを中心に授業を進めます。

・ひとり1回、口頭発表をしてもらう予定です。
・受講者の関心により、扱う作品や作家を変えることがあります。
・授業を通して、口頭発表・レポート執筆の際に知っておくべき研究倫理を学びます。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Zoomを使った同時配信型の授業を行います。配布資料や課題提出は WebClass を通して行います。

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
・口頭発表は、受講者同士でコメントを交わします。
・レポートは、コメントをして返却します。

・口頭発表では、準備過程も評価します。
成績評価コメント

中間テスト

レポート 30

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 40

その他(備考欄を参照) 30

学年末試験(第2学期)

％ 口頭発表

％

％

適宜、授業時に配布します。

授業時に指示します。

・第一回目の授業に出席すること
・文学・文化コース　ゼミナール（３）もあわせて履修すること

参考文献コメント

履修上の注意

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350110105 科目ナンバリング 035A321

講義名 文学・文化コース　ゼミナール（５）

英文科目名 Seminar in Literature and Cultural Studies

担当者名 PEKAR，　Thomas

時間割 第１学期 金曜日 ２時限 遠隔授業

Erzählungen des Realismus

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

Der Realismus ist eine Literaturepoche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die vor dem Hintergrund der 
Industrialisierung zu verstehen ist. Diese veränderte Wirklichkeit wird in der Literatur des Realismus möglichst "objektiv" 
beschrieben. Gleichzeitig versucht der poetische Realismus aber auch diese Wirklichkeit künstlerisch zu gestalten. Im Seminar 
werden zwei der wichtigsten Werke dieser Epoch gelesen (zum Teil in vereinfachten Textausgaben), nämlich Theodor Storms 
Novelle "Der Schimmelreiter" von 1888 und Theodor Fontanes Roman "Effi Briest" von 1894/1895.

到達目標

Die Studierenden lernen eine wichtige Epoche der deutschen Literaturgeschichte anhand von zwei beispielhaften Vertretern 
dieser Epoche kennen. Sie werden methodisch an die Lektüre und Analyse narrativer Texte herangeführt und erlernen 
verschiedene Interpretationsmodelle.

第1回 Vorstellunge, Einführung; Epoche des Realismus

授業内容

実施回 内容

第2回 Theodor Storm "Der Schimmelreiter" - Leben und Werk

第3回 "Der Schimmelreiter" - Kapitel 1

第4回 Fortsetzung Kapitel 1

第5回 "Der Schimmelreiter" - Kapitel 2

第6回 Fortsetzung Kapitel 2

第7回 "Der Schimmelreiter" - Kapitel 3

第8回 Fortsetzung Kapitel 3

第9回 "Der Schimmelreiter" - Kapitel 4

第10回 Fortsetzung Kapitel 4

第11回 "Der Schimmelreiter" - Kapitel 5

第12回 "Der Schimmelreiter" - Kapitel 6

第13回 "Der Schimmelreiter" - Kapitel 7

第14回 Abschlussprüfung - Test

第15回 Nachbereitung

準備学習（予習・復習）
Lektüre der Texte zu Hause; Vorbereitung der Seminarpräsentation

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
Gemeinsame Textlektüre, Gruppendiskussionen, Einzelvorträge

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Gemeinsame Textlektüre, Gruppendiskussionen (in break out rooms), Einzelvorträge, Film- und Audio-Beispiele

中間テスト

レポート 40

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 30

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期) 30

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Der Seminarleiter bespricht die Vorträge intensiv mit den Studierenden vor und nach der Präsentation. Über andere Fragen des 
Seminars (zum Beispiel die Diskussionsbeteiligung und das Testergebnis) kann jederzeit mit dem Seminarleiter gesprochen 
werden, in seinen Sprechstunden oder auch nach den Sitzungen.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollen einen Vortrag (eine Präsentation) halten, regelmäßig an den Sitzungen teilnehmen 
und sich an der Diskussion beteiligen. Am Ende des Semesters wird ein Test geschrieben. Die Note setzt sich zusammen aus 
dem Testergebnis (30%), dem Vortrag (40%) und der Diskussionsbeteiligung (30%).

成績評価コメント

その他(備考欄を参照)

Alle Texten werden als Kopien ausgegeben.

Alle Texte werden als Kopien ausgegeben.

文学・文化コースゼミナール（６）をあわせて履修すること。

参考文献コメント

履修上の注意

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350110106 科目ナンバリング 035A321

講義名 文学・文化コース　ゼミナール（６）

英文科目名 Seminar in Literature and Cultural Studies

担当者名 PEKAR，　Thomas

時間割 第２学期 金曜日 ２時限 遠隔授業

Erzählungen des Realismus

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

Der Realismus ist eine Literaturepoche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die vor dem Hintergrund der 
Industrialisierung zu verstehen ist. Diese veränderte Wirklichkeit wird in der Literatur des Realismus möglichst "objektiv" 
beschrieben. Gleichzeitig versucht der poetische Realismus aber auch diese Wirklichkeit künstlerisch zu gestalten. Im Seminar 
werden zwei der wichtigsten Werke dieser Epoche gelesen (zum Teil in vereinfachten Textausgaben), nämlich Theodor Storms 
Novelle "Der Schimmelreiter" von 1888 und Theodor Fontanes Roman "Effi Briest" von 1894/1895.

到達目標

Die Studierenden lernen eine wichtige Epoche der deutschen Literaturgeschichte anhand von zwei beispielhaften Vertretern 
dieser Epoche kennen. Sie werden methodisch an die Lektüre und Analyse narrativer Texte herangeführt und erlernen 
verschiedene Interpretationsmodelle.

第1回 Wiederholung vom vorigen Semester

授業内容

実施回 内容

第2回 Theodor Fontane und "Effi Briest" - Leben und Werk

第3回 "Effi Briest" Kapitel 1-2

第4回 "Effi Briest" Kapitel 3-4

第5回 "Effi Briest" Kapitel 5-7

第6回 "Effi Briest" Kapitel 8-10

第7回 "Effi Briest" Kapitel 11-13

第8回 "Effi Briest" Kapitel 14-17

第9回 "Effi Briest" Kapitel 18-21

第10回 "Effi Briest" Kapitel 22-25

第11回 "Effi Briest" Kapitel 26-29

第12回 "Effi Briest" Kapitel 30-33

第13回 "Effi Briest" Kapitel 34-35

第14回 Abschlussprüfung - Test

第15回 Nachbereitung

準備学習（予習・復習）
Lektüre der Texte zu Hause, Vorbereitung der Seminarpräsentation

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
Gemeinsame Textlektüre, Gruppendiskussionen, Einzelvorträge

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Gemeinsame Textlektüre, Gruppendiskussionen (in break out rooms), Einzelvorträge, Film- und Audio-Beispiele

中間テスト

レポート 40

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 30

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期) 30

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Der Seminarleiter bespricht die Vorträge intensiv mit den Studierenden vor und nach der Präsentation. Über andere Fragen des 
Seminars (zum Beispiel die Diskussionsbeteiligung und das Testergebnis) kann jederzeit mit dem Seminarleiter gesprochen 
werden, in seinen Sprechstunden oder auch nach den Sitzungen.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollen einen Vortrag (eine Präsentation) halten, regelmäßig an den Sitzungen teilnehmen 
und sich an der Diskussion beteiligen. Am Ende des Semesters wird ein Test geschrieben. Die Note setzt sich zusammen aus 
dem Testergebnis (30%), dem Vortrag (40%) und der Diskussionsbeteiligung (30%).

成績評価コメント

その他(備考欄を参照)

Alle Texte werden als Kopien ausgegeben.

Alle Texte werden als Kopien ausgegeben.

文学・文化コースゼミナール（５）をあわせて履修すること。

参考文献コメント

履修上の注意

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350111101 科目ナンバリング 035A331

講義名 現代地域事情コース　ゼミナール（１）

英文科目名 Seminar in Contemporary Area Studies

担当者名 岡本　順治

時間割 第１学期 火曜日 １時限 遠隔授業

プラスチックゴミ削減へ向けて

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

プラスチックは、現代人の生活のあらゆるところに存在する。それに伴い、プラスチックゴミは地域を問わず、地球全体に及んでい
る。近年はプラスチックの海洋汚染が大きく取り上げられるようになった。海洋生物が人間の捨てたプラスチックゴミを大量に体内に
取り込んで死んでいたり、生きるのが困難な状況に直面している。日常的に使われているプラスチックの多くは、残念ながらゴミとし
て自然環境の中に捨てられ、ほとんど分解されずに自然環境中に蓄積されている。さらにマイクロ・プラスチックとなって人間を含む
多くの生物の体内にも蓄積されつつある。もはや、プラスチックゴミによる地球環境の汚染は自明であり、その削減は急務なのだ
が、そのゴミの削減は困難を極める状況にある。

このゼミでは、プラスチックとは何か、プラスチックはどのように作られ、どのような種類があり、どのような特徴があり、どのように使わ
れているのかをまず認識するところから始める。次にプラスチックの廃棄がどのように行われているのかという現状を、日本とドイツ語
圏で比較する。最終的には、プラスチックゴミの削減に向けて何をすべきか、何ができるかを考える。

書かれていること、報道されていること、ネットにある情報をただ鵜呑みにするのではなく、批判的視点を持ち続けることが求められ
る。また、参加者にはドイツ語で一次文献にあたることを求める。

到達目標

(1) プラスチックが現代社会でどのように製造され、利用されているのかを認識し、プラスチック汚染の現状と危険性を理解し、その
解決策を考えて提示することができる。(2) ドイツ語で環境問題に関する報道を読めるようになる。

第1回 イントロダクション(授業の進め方、一般的注意、参考文献の指示など)

授業内容

実施回 内容

第2回 プラスチック汚染の問題点（概論）、発表者の割り振り

第3回 プラスチックの製造過程、種類、特徴（発表）

第4回 プラスチックの製造過程、種類、特徴（ディスカッション）

第5回 プラスチックの用途（発表）

第6回 プラスチックの用途（ディスカッション）

第7回 プラスチックの廃棄と汚染の現状（発表）

第8回 プラスチックの廃棄と汚染の現状（ディスカッション）

第9回 ペットボトル問題（発表）

第10回 ペットボトル問題（ディスカッション）

第11回 プラスチック汚染をどうやって除去するか？（発表）

第12回 プラスチック汚染をどうやって除去するか？（ディスカッション）

第13回 プラスチック代替物はあるのか？ （発表）

第14回 プラスチック代替物はあるのか？ （ディスカッション）

第15回 最終まとめ

準備学習（予習・復習）
ゼミで用いる資料は、LMS であらかじめ配布しますので、各自資料を読み、不明な箇所をまとめておくことが求められます（約１時
間）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
新型コロナウイルス感染症の収束が明らかになった場合は、対面で授業を行う可能性があります。

ゼミ発表の原稿は、発表の２、３日前までに、メールで私のところに送付すること。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
遠隔授業で、同時配信型授業を行います（Zoom の使用を予定）。ゼミでの資料配布は、LMS（WebClass 使用を予定）を用います。

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートは、問題設定、論理性、実証性、形式、独自性の基準で採点した後、返却されます。

口頭発表やレポートでは、研究倫理の遵守を評価の際の１つの規準とします。
成績評価コメント

中間テスト

レポート 50

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

％ 出席、口頭発表、ディスカッションへの積極的関与

％ 問題設定、論理性、実証性、形式、独自性を基準として総合
判断します。

教科書はありません。資料は、LMSで配布します。

第１回目の授業の際に指示する。

第１回目の授業には必ず参加してください。
現代地域事情コースゼミナール（2）をあわせて履修すること。

環境問題の深刻さを認識し，本当に積極的に発言する気持ちのある人の参加を望みます。

参考文献コメント

履修上の注意

その他

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350111102 科目ナンバリング 035A331

講義名 現代地域事情コース　ゼミナール（２）

英文科目名 Seminar in Contemporary Area Studies

担当者名 岡本　順治

時間割 第２学期 火曜日 １時限 遠隔授業

エネルギー問題：発電施設の現状と未来

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

発電とは、文字通り「電気を発生させること」である。電気なしでは現代人の生活は成り立たないことは、停電を経験すればだれでも
気がつくことである。発電する施設は発電所と呼ばれ、水力発電、火力発電、原子力発電、風力発電、太陽光発電、地熱発電など
さまざまな形態で電力が作られている。しかし、それぞれの発電施設は、さまざまな問題を抱えている。

このゼミでは、さまざまな発電施設が抱える問題を明らかにすると同時に、その発電形態の未来を議論する。ドイツ語圏（主にドイ
ツ、オーストリア、スイス）でのさまざまな種類の発電の歴史と現状を分析し、その発電の未来を考えて議論する。発電とは、エネル
ギー問題の一部であり、さまざまな汚染の可能性を秘めていることを理解し、必要に応じて日本を含めた他の国の状況と比較する
ことが重要である。また、より多くのエネルギーを発生させてより多く消費することが、必ずしも良いことではないことも認識すべきで
ある。

書かれていること、報道されていること、ネットにある情報をただ鵜呑みにするのではなく、批判的視点を持ち続けることが求められ
る。また、参加者にはドイツ語で一次文献にあたることを求める。

到達目標

(1) 発電が現代社会を維持し発展させるために必要欠くべからざるものであることを認識し、どんな発電にもさまざまな危険性がある
ことを理解し、その解決策を考えて提示することができる。 (2) ドイツ語で環境問題に関する報道を読めるようになる。

第1回 イントロダクション(授業の進め方、一般的注意、参考文献の指示など)

授業内容

実施回 内容

第2回 発電とは何か？ どんな種類の発電があるか？（概論）、発表者の割り振り

第3回 石炭発電（発表）

第4回 石炭発電（ディスカッション）

第5回 水力発電（発表）

第6回 水力発電（ディスカッション）

第7回 原子力発電（発表）

第8回 原子力発電（ディスカッション）

第9回 風力発電（発表）

第10回 風力発電（ディスカッション）

第11回 太陽光発電（発表）

第12回 太陽光発電（ディスカッション）

第13回 その他の発電（発表）

第14回 その他の発電（ディスカッション）

第15回 最終まとめ

準備学習（予習・復習）
ゼミで用いる資料は、LMS であらかじめ配布しますので、各自資料を読み、不明な箇所をまとめておくことが求められます（約１時
間）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
新型コロナウイルス感染症の収束が明らかになった場合は、対面で授業を行う可能性があります。

ゼミ発表の原稿は、発表の２、３日前までに、メールで私のところに送付すること。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
遠隔授業で、同時配信型授業を行います（Zoom の使用を予定）。ゼミでの資料配布は、LMS（WebClass 使用を予定）を用います。

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートは、問題設定、論理性、実証性、形式、独自性の基準で採点した後、返却されます。

口頭発表やレポートでは、研究倫理の遵守を評価の際の１つの規準とします。
成績評価コメント

中間テスト

レポート 50

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

％ 出席、口頭発表、ディスカッションへの積極的関与

％ 問題設定、論理性、実証性、形式、独自性を基準として総合
判断します。

教科書はありません。資料は、LMSで配布します。

第１回目の授業の際に指示する。

第１回目の授業には、必ず出席してください。
現代地域事情コースゼミナール（１）をあわせて履修すること。

環境問題の深刻さを認識し，本当に積極的に発言する気持ちのある人の参加を望みます。

参考文献コメント

履修上の注意

その他

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350111103 科目ナンバリング 035A331

講義名 現代地域事情コース　ゼミナール（３）

英文科目名 Seminar in Contemporary Area Studies

担当者名 高田　博行

時間割 第１学期 水曜日 ３時限 遠隔授業

ドイツ語圏における日本文化（基礎編）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

現在のドイツ語圏において日本文化がどのようなものとして認識され評価され受容されているのかについて、いわゆるハイカル
チャーに限らずサブカルチャーについても調査します。具体的なテーマ領域としては、《日本学研究・日本語学習》、《現代文化》、
《伝統文化》、《食文化》、《企業・機関》を考えています。受講生は各自が具体的なトピック（下の「授業内容」欄に書かれた例示を参
照）を選び、それについて発表（プレゼンテーション）し、その内容を踏まえて全員で討議を行います。

到達目標

ドイツ語圏における日本文化受容の最前線を調べることによって、日本文化を異文化として相対化して見直す視点を得ること。

第1回 導入、受講生による発表テーマの希望調査

授業内容

実施回 内容

第2回 受講生による発表テーマの決定、文献の探し方など

第3回 概説：ドイツ語圏の新聞・雑誌・TVで報道されるNippon、ステレオタイプ（オリエンタリズム）

第4回 受講生による発表と討論（例示：大学における日本学、カルチャーセンターにおける日本語コース）

第5回 受講生による発表と討論（例示：日本製のマンガ・アニメ、ゲーム）

第6回 受講生による発表と討論（例示：日本の現代文学［村上春樹］、日本映画）

第7回 受講生による発表と討論（例示：茶道・生け花・盆栽、能・狂言・歌舞伎・文楽）

第8回 受講生による発表と討論（例示：俳句、和太鼓・尺八、柔道・合気道・剣道）

第9回 受講生による発表と討論（例示：日本の美術、ドイツ各地の日本庭園）

第10回 受講生による発表と討論（例示：Sushi、Tofu、Matcha、Sake）

第11回 受講生による発表と討論（例示：ベルリン日独センター、ケルン日本文化会館）

第12回 受講生による発表と討論（例示：ドイツにおけるユニクロ、MUJI）

第13回 受講生による発表と討論（例示：デュッセルドルフのJapan-Tag）

第14回 授業の総括　

第15回 到達度の確認

準備学習（予習・復習）
各受講生はプレゼンテーションを準備するにあたって、担当教員と個別にZOOM面談します。また、ゼミで用いる資料はLMS であ
らかじめ配布するので、各自が資料を読み不明な箇所をまとめておく必要があります（約１時間）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
対面授業は行いません。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
遠隔授業で、同時配信型授業を行います（Zoom の使用を予定）。ゼミでの配布資料は、LMS（WebClass 使用を予定）を用います。

中間テスト

レポート 50

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 20

その他(備考欄を参照) 30

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％ 発表（プレゼンテーション）

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートに関しては、内容理解（考察力）、論理構成、表現の正確さ、独自性、引用・出典明示を基準にして採点したあと、各受講
生に文書または口頭(面談)で評価内容を伝えます。

授業中に、また個別面談時に指示します。

第１回目の授業には必ず参加してください。
第2学期の現代地域事情コース　ゼミナール（４）と合わせて履修すること。

参考文献コメント

履修上の注意

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350111104 科目ナンバリング 035A331

講義名 現代地域事情コース　ゼミナール（４）

英文科目名 Seminar in Contemporary Area Studies

担当者名 高田　博行

時間割 第２学期 水曜日 ３時限 遠隔授業

ドイツ語圏における日本文化（応用編）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

現在のドイツ語圏において日本文化がどのようなものとして認識され評価され受容されているのかについて、第1学期に各受講生
が扱ったテーマを別の角度から見たり他のテーマと関係づけるなどして、さらにこだわりを持って掘り下げて調査します。

到達目標

ドイツ語圏における日本文化受容の最前線を調べることによって、日本文化を異文化として相対化して見直す視点を得ること。

第1回 導入、受講生による発表テーマの希望調査

授業内容

実施回 内容

第2回 異文化理解と異文化交流（総論）

第3回 受講生による発表と討論（例示：日本との姉妹都市交流）

第4回 受講生による発表と討論（例示: ベルリンとミュンヘンにおける日本）

第5回 受講生による発表と討論（例示：日本人学校、各地の独日協会の活動）

第6回 受講生による発表と討論（例示：映画<Sushi in Suhl>に見る旧東ドイツの日本食事情）

第7回 受講生による発表と討論（例示：雑誌に掲載された日本文化）

第8回 中間まとめ

第9回 受講生による発表と討論（例示：日本語学習の動機）

第10回 受講生による発表と討論（例示：日本のkawaii文化）

第11回 受講生による発表と討論（例示：ドイツ語で書かれた俳句）

第12回 受講生による発表と討論（例示：美術館における日本美術コレクション）

第13回 受講生による発表と討論（例示：日本企業の展開）

第14回 授業の総括　

第15回 到達度の確認

準備学習（予習・復習）
各受講生はプレゼンテーションを準備するにあたって、担当教員と個別にZOOM面談します。また、ゼミで用いる資料はLMS であ
らかじめ配布するので、各自が資料を読み不明な箇所をまとめておく必要があります（約１時間）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
対面授業は行いません。

課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートに関しては、内容理解（考察力）、論理構成、表現の正確さ、独自性、引用・出典明示を基準にして採点したあと、各受講

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
遠隔授業で、同時配信型授業を行います（Zoom の使用を予定）。ゼミでの配布資料は、LMS（WebClass 使用を予定）を用います。

中間テスト

レポート 50

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 20

その他(備考欄を参照) 30

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％ プレゼンテーション（発表）

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



生に文書または口頭(面談)で評価内容を伝えます。

授業中に、また個別面談時に指示します。

第１回目の授業には必ず参加してください。
現代地域事情コース　ゼミナール（３）と合わせて、通年履修すること。

参考文献コメント

履修上の注意

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350111105 科目ナンバリング 035A331

講義名 現代地域事情コース　ゼミナール（５）

英文科目名 Seminar in Contemporary Area Studies

担当者名 大貫　敦子

時間割 第１学期 木曜日 ４時限 遠隔授業

連邦制と地方主権（1）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

ドイツ語圏ではドイツ、スイス、オーストリアのいずれも連邦制をとっています。これには歴史的背景がありますが、この授業ではドイ
ツ連邦共和国を中心として、連邦制の歴史的背景、連邦と州の関係を学び、また各州の特色を調べていきます。前半はおもに文
献を読解しながらすすめ、後半の各州の特徴を扱う部分では発表を中心に進めます。
なお、現代の事情を知るためにはドイツ語文献の読解は不可欠です。毎回の授業で必ずドイツ語文献を扱います。

到達目標

ドイツ語圏における歴史的背景を知り、現在の連邦制と州のあり方についての情報を得て、自分の関心に基づいたテーマで文献
検索を行い、発表することができるようになることを目標とします。

第1回 イントロダクション

授業内容

実施回 内容

第2回 連邦制の歴史的背景（1）

第3回 連邦制の歴史的背景（2）

第4回 ドイツ語圏における連邦制の国々（ドイツ、オーストリア、スイス）

第5回 連邦と州（補完性原則）

第6回 連邦と州の関係（連邦議会と連邦参議院）

第7回 州と市町村の関係（1）地方自治の多様な形態

第8回 州と市町村の関係（2）権限のレベル

第9回 様々な州の特徴（1）（2）（3）（発表を主とする）

第10回 様々な州の特徴（4）（5）（6）（発表を主とする）

第11回 様々な州の特徴（7）（8）（9）（発表を主とする）

第12回 様々な州の特徴（10）（11）（12）（発表を主とする）

第13回 様々な州の特徴（13）（14）（15）（16）（発表を主とする）

第14回 発表予備日

第15回 まとめ

準備学習（予習・復習）
予め指定したテクストの箇所についての課題を予習しておくこと。また毎回の扱うドイツ語テクストの予習をしておくこと。およそ2時
間の予習時間が必要です。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
共通テクストは、おもにグループワークの形式で扱います。予習すべき範囲についての課題を必ず準備して、グループワークでま
ずはミニ発表を行っていただきます。また毎回の授業の一部では、ドイツ語のテクストの読解を行います。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
対面授業と同じ方法で行います。

中間テスト

レポート 50

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
発表については授業内で、レポートは学期末の提出後にコメントを付して返却します。

使用テクストは著作権に留意のうえで配布します。

授業内で指示します。

第1回目の授業に必ず出席してください。出席できない場合には、事前に連絡をください。
現代地域事情コースゼミナール（６）とあわせて履修すること。

Webclassのメール機能を使用してください。

参考文献コメント

履修上の注意

その他

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350111106 科目ナンバリング 035A331

講義名 現代地域事情コース　ゼミナール（６）

英文科目名 Seminar in Contemporary Area Studies

担当者名 大貫　敦子

時間割 第２学期 木曜日 ４時限 遠隔授業

連邦制と地方主権（2）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

第1学期では連邦制の歴史的背景、連邦と州の関係を学び、また各州の特色を調べました。第2学期では地方主権の様々な領域
（財政、司法、行政）の特性、および特に文化教育行政における連邦制の特色を学びます。さらに地方主権のメリット、デメリットを調
べ、日本で検討されている道州制の議論を検証していきます。
なお、現代の事情を知るためにはドイツ語文献の読解は不可欠です。毎回の授業で必ずドイツ語文献を扱います。

到達目標

ドイツ語圏における地方主権が財政、司法、行政のレベルでどのような特性を持ち、特に文化教育行政における連邦制の特色を
理解します。その上でドイツの地方主権制度とくらべて、日本で議論されている道州制の問題を検討できる情報を学び、自分の意
見が発信できるようになることを目標とします。

第1回 地方主権の諸領域：財政（その1）

授業内容

実施回 内容

第2回 地方主権の諸領域：財政（その2）

第3回 地方主権の諸領域：司法（その1）

第4回 地方主権の諸領域：司法（その2）

第5回 地方主権の諸領域：行政（その1）

第6回 地方主権の諸領域：行政（その2）

第7回 文化教育行政における地方主権の特色（権限）

第8回 文化教育行政における地方主権の特色（予算制度）

第9回 地方主権のメリット　（発表を主とする）

第10回 地方主権のデメリット（発表を主とする）

第11回 ドイツの地方主権から見た日本における道州制議論（1）（発表を主とする）

第12回 ドイツの地方主権から見た日本における道州制議論（2）（発表を主とする）

第13回 ドイツの地方主権から見た日本における道州制議論（3）（発表を主とする）

第14回 発表予備日

第15回 まとめ

準備学習（予習・復習）
予め指定したテクストの箇所についての課題を予習しておくこと。また毎回の扱うドイツ語テクストの予習をしておくこと。およそ2時
間の予習時間が必要です。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
共通テクストは、おもにグループワークの形式で扱います。予習すべき範囲についての課題を必ず準備して、グループワークでま
ずはミニ発表を行っていただきます。また毎回の授業の一部では、ドイツ語のテクストの読解を行います。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
対面授業と同じ方法で行います。

中間テスト

レポート 50

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
発表については授業内で、レポートは学期末の提出後にコメントを付して返却します。

その他(備考欄を参照)

使用テクストは著作権に留意のうえで配布します。

授業内で指示します。

第1回目の授業に必ず出席してください。出席できない場合には、事前に連絡をください。
現代地域事情コースゼミナール（５）とあわせて履修すること。

Webclassのメール機能を使用してください。

参考文献コメント

履修上の注意

その他

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350200101 科目ナンバリング 035A511

講義名 言語・情報　講義（１）

英文科目名 Lecture on Linguistics and Information Studies

担当者名 白井　宏美

時間割 第１学期 木曜日 ４時限 遠隔授業

言語コミュニケーション論

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

言語コミュニケーションに関して、談話分析、会話分析、語用論、社会言語学などからアプローチする研究を提示します。その際、
日独比較（日本語とドイツ語、日本文化とドイツ文化）の観点が入っているのが特徴です。観察・分析対象は、対面会話、チャット、
戯曲、映画、マンガ、漫才などから人とロボットのコミュニケーションに至るまで広範囲に及びます。

到達目標

談話分析、語用論の研究領域における基本概念を習得し、言語・非言語行動について分析、考察する能力を身につける。

第1回 オリエンテーション・授業計画の説明

授業内容

実施回 内容

第2回 対面コミュニケーション（１）　「あいづち」の日独比較

第3回 対面コミュニケーション（２）　「雑談」の日独比較

第4回 分析練習　「ことば遊び」（グループワーク）

第5回 分析結果の発表とディスカッション

第6回 チャット・コミュニケーション（１）　チャットルームにおける「会話」の交わし方－日独比較研究－

第7回 チャット・コミュニケーション（２）　日独のチャットにおける挨拶場面の特徴

第8回 分析練習　「若者ことば」（グループワーク）

第9回 分析結果の発表とディスカッション

第10回 文学作品におけるコミュニケーション（１）　かけひきとしての「スタイルシフト」

第11回 文学作品におけるコミュニケーション（２）　「選好」されない返答

第12回 分析練習　「話しことばと書きことば」（グループワーク）

第13回 分析結果の発表とディスカッション

第14回 分析練習　「しりとり」（グループワーク）

第15回 分析結果の発表とディスカッション

準備学習（予習・復習）
学んだ概念や分析手法をしっかり復習してください。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
遠隔授業になる可能性が極めて高い。

課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートや分析結果の発表などについて、授業中にフィードバックします。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
ZOOMを使用して、同時配信で授業を実施します。受講生には、音声やチャットでの積極的な発言が求められます。

中間テスト

レポート 50

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目

教科書



日本語を分析するレッスン,野田尚史・野田春美,大修館書店,初,2017,978-4-469-21362-1

ドイツ語の知識がなくても受講できます。
その他

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350200102 科目ナンバリング 035A511

講義名 言語・情報　講義（２）

英文科目名 Lecture on Linguistics and Information Studies

担当者名 白井　宏美

時間割 第２学期 木曜日 ４時限 遠隔授業

言語コミュニケーション論

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

言語コミュニケーションに関して、談話分析、会話分析、語用論、社会言語学などからアプローチする研究を提示します。その際、
日独比較（日本語とドイツ語、日本文化とドイツ文化）の観点が入っているのが特徴です。観察・分析対象は、対面会話、チャット、
戯曲、映画、マンガ、漫才などから人とロボットのコミュニケーションに至るまで広範囲に及びます。

到達目標

談話分析、語用論の研究領域における基本概念を習得し、言語・非言語行動について分析する能力・知識を身につける。

第1回 映画におけるコミュニケーション（１）　会話の構造

授業内容

実施回 内容

第2回 映画におけるコミュニケーション（２）　登場人物の性格づけ

第3回 分析練習　｢マンガのことば｣（グループワーク）

第4回 分析結果の発表とディスカッション

第5回 マルチモーダル・コミュニケーション（１）　「わからない」の可視化

第6回 マルチモーダル・コミュニケーション（２）　視線はずし

第7回 分析練習　｢会話の失敗｣（グループワーク）

第8回 分析結果の発表とディスカッション

第9回 人とロボットのコミュニケーション（１）　人とロボットの漫才

第10回 分析練習　｢漫才のことば｣

第11回 分析結果の発表とディスカッション

第12回 人とロボットのコミュニケーション（２）　家族とロボットの関係性構築

第13回 分析練習　｢外国の人の日本語｣

第14回 分析結果の発表とディスカッション

第15回 まとめと理解度確認

準備学習（予習・復習）
学んだ概念や分析手法をしっかり復習してください。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
遠隔授業になる可能性が極めて高い。

課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートや分析結果の発表などについて、授業中にフィードバックします。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
ZOOMを使用して、同時配信で授業を実施します。受講生には、音声やチャットでの積極的な発言が求められます。

中間テスト

レポート 50

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目

教科書



日本語を分析するレッスン,野田尚史・野田春美,大修館書店,初,2017,978-4-469-21362-1

ドイツ語の知識がなくても受講できます。
その他

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350200103 科目ナンバリング 035A511

講義名 言語・情報　講義（３）

英文科目名 Lecture on Linguistics and Information Studies

担当者名 高田　博行

時間割 第１学期 水曜日 ５時限 遠隔授業

ヒトラー演説（ナチ運動期）

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

本講義では、四半世紀にわたるヒトラー演説がナチズムにおいて果たした役割を政治的・歴史的文脈と関係づけながら言語学の視
点から解明することを試みます。それは、ヒトラー自身も気づかなかったはずのヒトラー演説の変容を、時間軸に沿って追ってみるこ
とです。ヒトラー演説をレトリックという面から分析するとともに、使用された語彙の変遷を統計学的手法で分析するなどして、ヒトラー
演説の実像に迫ります。第1学期は、ナチ党が政権を掌握するまでに至る「ナチ運動期」 を扱います。 　

到達目標

ヒトラーの語りを分析することを通じて、現在のそして未来の為政者の語りを冷静に批判的に聞き取る知見と観点を養うこと。為政者
の計算されたことば遣いに騙されない感性を養うこと。

第1回 《導入》レトリックの基礎概念

授業内容

実施回 内容

第2回 《導入》キング牧師、オバマ元大統領の演説におけるレトリック

第3回 《導入》政治家のことば：スローガンと婉曲語法

第4回 「指導者」としての語り（1920～1923年）

第5回 「ミュンヘン一揆」の精算演説（1924年）

第6回 『わが闘争』における演説理論（1924・25年）

第7回 禁止された演説（1925～1927年）

第8回 拡声装置で広がる声（1928年）

第9回 《クローズアップ》「ヒトラー演説150万語データ」による統計学的分析

第10回 選挙戦で集票する演説（1930～1932年）

第11回 政権掌握：ラジオと銀幕に乗る演説（1933年）

第12回 《補足》首相就任時の演説分析―ジェスチャー、声、レトリック

第13回 《補足》「全権委任法」（1933年3月）

第14回 総括

第15回 到達度の確認

準備学習（予習・復習）
教科書およびあらかじめ配布する資料に目を通しておいて、授業内容の理解を助ける（1時間程度）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
対面授業は行いません。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
遠隔授業で、同時配信型授業を行います（Zoom の使用を予定）。要点を整理しまとめたプリントをLMS（WebClass 使用を予定）に
よって配布します。それに基づきながら、動画や音源を駆使して授業を進めます。

中間テスト

レポート 60

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 20

その他(備考欄を参照) 20

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％ リアクションペーパー

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
毎回提出してもらうリアクションペーパーに書かれた質問などについては、次回の冒頭で取り上げて解説を加えます。

ヒトラー演説－熱狂の真実,高田博行,中央公論新社,2014

授業中に適宜指示します。

ドイツ語圏文化学科の授業ですが、他学科・他学部の学生も受講することができます。ドイツ語の知識がない学生も理解できるよ
う、十分に補足説明するなど配慮して授業を進めます。

参考文献コメント

履修上の注意

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350200104 科目ナンバリング 035A511

講義名 言語・情報　講義（４）

英文科目名 Lecture on Linguistics and Information Studies

担当者名 高田　博行

時間割 第２学期 水曜日 ５時限 遠隔授業

ヒトラー演説（ナチ政権期）

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

本講義では、四半世紀にわたるヒトラー演説がナチズムにおいて果たした役割を政治的・歴史的文脈と関係づけながら言語学の視
点から解明することを試みます。それは、ヒトラー自身も気づかなかったはずのヒトラー演説の変容を、時間軸に沿って追ってみるこ
とです。ヒトラー演説をレトリックという面から分析するとともに、使用された語彙の変遷を統計学的手法で分析するなどして、ヒトラー
演説の実像に迫ります。第2学期は、ナチ党が政権を掌握したあとのナチ政権下を扱います。 　

到達目標

ヒトラーの語りを分析することを通じて、現在のそして未来の為政者の語りを冷静に批判的に聞き取る知見と観点を養うこと。為政者
の計算されたことば遣いに騙されない感性を養うこと。

第1回 総統の演説舞台（1933～1934年）

授業内容

実施回 内容

第2回 《補足》ヒトラーユーゲントの青少年たちの演説体験

第3回 《補足》イベントとしてのナチ党大会

第4回 領土拡大の演説（1935～1938年）

第5回 《補足》オーウェルの小説『1984年』：ダブル・スピーク

第6回 《補足》プロパガンダ としてのベルリンオリンピック（1936年）

第7回 戦時態勢の演説（1939年）

第8回 《補足》ポスターによるプロパガンダ

第9回 国民の共感を失った演説（1940～1941年）

第10回 《補足》チャップリンの映画『独裁者』－最後の6分間の演説

第11回 機能停止した演説（1942～1945年）

第12回 《補足》現代のドイツの政治的言説におけるナチ語彙の復活

第13回 《補足》映画『帰ってきたヒトラー』のメッセージ性

第14回 総括

第15回 到達度の確認

準備学習（予習・復習）
教科書およびあらかじめ配布する資料に目を通しておいて、授業内容の理解を助ける（1時間程度）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
対面授業は行いません。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
遠隔授業で、同時配信型授業を行います（Zoom の使用を予定）。要点を整理しまとめたプリントをLMS（WebClass 使用を予定）に
よって配布します。それに基づきながら、動画や音源を駆使して授業を進めます。

中間テスト

レポート 60

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 20

その他(備考欄を参照) 20

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％ リアクションペーパー

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
毎回提出してもらうリアクションペーパーに書かれた質問などについては、次回の冒頭で取り上げて解説を加えます。

ヒトラー演説－熱狂の真実,高田博行,中央公論新社,2014

授業中に適宜指示します。

ドイツ語圏文化学科の授業ですが、他学科・他学部の学生も受講することができます。ドイツ語の知識がない学生も理解できるよ
う、十分に補足説明するなど配慮して授業を進めます。

参考文献コメント

履修上の注意

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350201101 科目ナンバリング 035A521

講義名 文学・文化　講義（１）

英文科目名 Lecture on Literature and Cultural Studies

担当者名 伊藤　白

時間割 第１学期 木曜日 ４時限 遠隔授業

ドイツ語圏の文学・文化入門

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

ドイツ語圏の文学・文化を初めて学ぶ学生を基本的な対象とし、ドイツ語圏の文学・文化について幅広く解説します。文学を読まな
い学生が増えているとしばしば指摘されますが、異国の歴史・社会・政治・経済等を理解するのに文学ほど容易な手段はありませ
ん。授業では、特にドイツの社会・政治と深いかかわりを持つ作品を中心に取り上げ、ドイツという国の幅広い理解につなげます。ま
た、美術・音楽・建築等の文化についても解説することで、立体的な理解を促します。

到達目標

ドイツの文学・歴史・美術・音楽・建築等について基礎的な知識を得ること。

第1回 ドイツ語圏の文学と文化を学ぶとは：ファティ・アキン『50年後のボクたちは』

授業内容

実施回 内容

第2回 啓蒙主義の時代：レッシング『エミーリア・ガロッティ』

第3回 シュトゥルム・ウント・ドラングから古典主義へ：ゲーテ『若きウェルテルの悩み』『ファウスト』

第4回 ロマン派：E・T・A・ホフマン、ハイネ

第5回 ドイツ文学とジェンダー：『ファウスト』、『白雪姫』とディズニー、トーマス・マン

第6回 ハインリヒ・マン『臣下』

第7回 世紀転換期～表現主義：クリムト、バウハウス、ベックマン

第8回 ユダヤ人問題と文学①カフカ『変身』

第9回 ユダヤ人問題と文学②『夜と霧』

第10回 過去の克服：トーマス・マン『ドイツとドイツ人』、ペーター・ヴァイス『追究』

第11回 東ドイツの文学：クリスタ・ヴォルフ『残るものは何か』

第12回 映画『グッバイ、レーニン！』とドイツの再統一

第13回 移民・難民の文学：サーシャ・スタニシチ『出自』

第14回 ドイツの児童文学を読む：ヘレンドルフ『14歳、ぼくらの疾走 マイクとチック』

第15回 到達度確認

準備学習（予習・復習）
授業で紹介する作品を事前に読んできてください。（1時間）

日本語

授業方法(対面授業の場合)
講義形式で行います。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom使用）で行います。LMS（manaba）で教材や資料を配信・配布します。
ただし、全面的に対面式授業が実施されるようになった場合は、この授業も対面式で行います。
講義形式で行います。

中間テスト

レポート 40

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 30

その他(備考欄を参照) 30

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％ 小レポート

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業中に随時小レポートへのコメントを行います。

授業後に毎回理解度を確認する小レポートを提出してもらいます。
成績評価コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350201102 科目ナンバリング 035A521

講義名 文学・文化　講義（２）

英文科目名 Lecture on Literature and Cultural Studies

担当者名 山崎　太郎

時間割 第２学期 月曜日 ５時限 遠隔授業

モーツァルトの歌劇と啓蒙主義の時代

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

芝居と音楽が融合したオペラは、作品が創作された時代の思潮や風俗を最も鮮明に映し出す芸術ジャンルです。モーツァルトが生
きた１８世紀後半は優雅な貴族文化が爛熟したロココの世紀であるとともに、啓蒙主義思想の発展とともに、人々のあいだに人権意
識が浸透し、隣国フランスでの革命に行き着くことにもなる市民勃興の時代でもあり、彼の歌劇にはそうした時代の光と影が時に直
接的に、時に象徴的に描かれているのです。本講義ではモーツァルトがウィーン進出後に作曲した円熟期のオペラから、ドイツ語
によるジングシュピール（歌芝居）２本（《後宮からの逃走》《魔笛》）、イタリア語の喜劇的オペラ１本（《フィガロの結婚》）を取り上げ、
作品と時代の関係を音楽と台本の両面から読み解いていきます。

到達目標

１．音楽を含めて、モーツァルトの歌劇に慣れ親しむ。
２．作品を通して、啓蒙主義、ロココ芸術等々、１８世紀ヨーロッパの思潮・文化に触れる。
３．台本と音楽を通して、身分関係、男女（夫婦）関係、国際関係、市民革命の問題など、当時の歴史や社会の状況が孕む様々な
問題について考える。
４．さまざまな演出を比較鑑賞することで、作品に現代社会の諸問題がどう投影されているかを考え、オペラというジャンルが持つ可
能性について視野を広げる。

第1回 ガイダンス（モーツァルトの生涯と１８世紀、主要な歌劇作品の内容）

授業内容

実施回 内容

第2回 《後宮からの逃走》（１）　台本・音楽・ドラマ

第3回 《後宮からの逃走》（2）　台本・音楽・ドラマ

第4回 《後宮からの逃走》（3）　台本・音楽・ドラマ

第5回 《フィガロの結婚》（１）　台本・音楽・ドラマ

第6回 《フィガロの結婚》（2）　台本・音楽・ドラマ

第7回 《フィガロの結婚》（3）　台本・音楽・ドラマ

第8回 《フィガロの結婚》（4）　台本・音楽・ドラマ

第9回 《フィガロの結婚》（5）　台本・音楽・ドラマ

第10回 《フィガロの結婚》（6）　台本・音楽・ドラマ

第11回 《魔笛》（１）　台本・音楽・ドラマ

第12回 《魔笛》（２）　台本・音楽・ドラマ

第13回 《魔笛》（３）　台本・音楽・ドラマ

第14回 《魔笛》（４）　台本・音楽・ドラマ

第15回 まとめ

準備学習（予習・復習）
オンデマンド授業映像とともに、授業で紹介されたオペラの映像や録音等を視聴することをお勧めします（これらも配信の可能性あ
り）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
基本的には講義形式で進めますが、授業中の質問・意見・感想をはじめ、受講者の積極的な参加を大いに歓迎します。１回ごとの
授業内容は受講者の理解・興味・要望に応じて変更する余地を残すため、必ずしも計画通りに進まない場合もあります。

台本については日本語の訳・解説を加えます。ジングシュピール２作品については原文のドイツ語を紹介することもあるので、ドイツ
語の基礎知識があると、よりよく理解できると思いますが、語学力は必須ではありません。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
毎回、授業映像をオンデマンド配信し、それを視聴の上、毎回ミニ・レポート(４００字目安）を提出してもらいます。

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
振り返りシートの感想・質問については、必要に応じて、次回以降の授業映像で触れたり、参考資料として配信したりする。

中間テスト

レポート ３０

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) ７０

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

％ 毎回の振り返り(ミニ・レポート）

％

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350201103 科目ナンバリング 035A521

講義名 文学・文化　講義（３）

英文科目名 Lecture on Literature and Cultural Studies

担当者名 関根　裕子

時間割 第１学期 火曜日 ４時限 遠隔授業

オーストリアの歴史と文化

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

音楽の都と呼ばれるウィーンを首都としたオーストリアは、現在はヨーロッパの一小国にすぎませんが、２０世紀初頭まではハプスブ
ルク家によって６００年以上も統治され、１０以上の民族を支配した多民族国家ハプスブルク帝国を形成していました。本講義では、
なぜウィーンは「音楽の都」になったのかという疑問に始まり、この国の文化の豊かさについて、歴史的側面から社会と芸術・文化と
の関係で考察していきます。

到達目標

ウィーンを中心としたオーストリアの歴史について学びながら、それぞれの時代の社会と芸術文化の密接な関係を理解し、知識を
深める。

第1回 オリエンテーション　講義の進め方　オーストリア、ウィーンについて

授業内容

実施回 内容

第2回 ハプスブルク家による支配の始まり　中世のウィーン社会

第3回 マクシミリアンI世の結婚とハプスブルク帝国の拡大　ウィーン少年合唱団の歴史

第4回 宗教改革と反宗教改革の音楽

第5回 オスマン帝国の脅威と影響

第6回 バロックと啓蒙主義

第7回 マリア・テレジアの時代　フランス革命の影響

第8回 ヨーゼフII世とモーツァルトのオペラ

第9回 ナポレオン戦争の影響　べートーヴェンと革命

第10回 ウィーン会議とウィンナワルツ

第11回 ビーダーマイヤーの時代　シューベルト

第12回 ヨハン・シュトラウス親子と１８４８年革命

第13回 フランツ・ヨーゼフの治世　

第14回 エリーザベト像の変遷

第15回 まとめ

準備学習（予習・復習）
教科書を読み、歴史について予習しておくこと。授業で興味を持った音楽などは、自分でもCDやYOUTUBEで鑑賞しましょう。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
講義

成績評価の方法・基準

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型授業
　

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期) 50

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
学習理解の足りない傾向にある事柄が、試験でわかったときには、再度説明し、理解を深めさせる。

講義を理解し、正確な知識を持ち、個々の事象について、論理的に説明できるかどうか。

図説　ハプスブルク帝国：ふくろうの本,加藤雅彦,河出書房,2018

2016

ウィーンの歴史：ふくろうの本,増谷秀樹,河出書房新社,2018,978-4-309-76245-6

教科書

参考文献

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350201104 科目ナンバリング 035A521

講義名 文学・文化　講義（４）

英文科目名 Lecture on Literature and Cultural Studies

担当者名 関根　裕子

時間割 第２学期 火曜日 ４時限 遠隔授業

オーストリア　音楽の都ウィーンの歴史と文化

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

第１学期では19世紀後半までのハプスブルク帝国の歴史をたどりながら、各時代、社会を反映した芸術（文学、音楽、建築）などを
紹介してきました。第２学期では、700年間続いたハプスブルク帝国が崩壊に向かう19世紀末から20世紀初頭に華開いたいわゆる
「ヴィーン世紀末」や第一次世界大戦後の継承国オーストリアが辿った20世紀の歴史、文化アイデンティティを考察します。キー
ワードは「ハプスブルク神話」です。授業では、たくさんの視聴覚資料を紹介します。

到達目標

多民族国家ハプスブルク帝国の末期の社会、文化状況、および崩壊後から現代までの政治、社会、文化状況を学ぶことによって、
対象的な様相の日本と比較考察できるようになる。

第1回 「ハプスブルク神話」とは？：第１学期の復習と今後の予定

授業内容

実施回 内容

第2回 文学の中の「ハプスブルク神話」：ヨーゼフ・ロート『ラデツキー行進曲』、シュテファン・ツヴァイク『昨日の世界』

第3回 世紀末美術：分離派とジャポニスム（１）グスタフ・クリムトにおける愛と死、ジャポニスム
「黄金のアデーレ」

第4回 世紀末美術：分離派とジャポニスム（２）ヨーゼフ・ホフマンとヴィーン工房

第5回 オペラの中の「ハプスブルク神話」：ホフマンスタール台本R.シュトラウス作曲『ばらの騎士』

第6回 明治・大正の日本とオーストリア：ホフマンスタール『エレクトラ』の日本公演をめぐって（森鴎外・松居松葉との文通）

第7回 反ユダヤ主義とシオニズム、翻弄される芸術家たち：グスタフ・マーラーとシェーンベルク

第8回 夢と深層心理の追求：フロイトとシュニッツラー

第9回 銀時代のオペレッタのとハプスブルク神話：レハール『メリー・ウィドウ』、カールマン『チャルダーシュの歌姫』、ベナ
ツキー『白馬亭』第一次世界大戦勃発とハプスブルク帝国の崩壊

第10回 ローベルト・ムージル『特性のない男』

第11回 両大戦間のオーストリア：ナチス・ドイツに併合されるまで、ザルツブルク祝祭の設立、オーストリアの文化アイデン
ティティ

第12回 ヒトラーとヴィーン：「ドイツ人になりたかったオーストリア人」、『サウンド・オブ・ミュージック』の虚実～トラップ一家の
実像、ベルンハルト『ヘルデンプラッツ』

第13回 第二次世界大戦後のオーストリア、戦後処理の問題点と国際社会への復帰、永世中立国、ヴァルトハイム事件まで
　　フンデルトヴァッサーの芸術と社会的活動

第14回 ２１世紀の観光都市としてのウィーン、ニューイヤーコンサート、オペラ座舞踏会の歴史

第15回 到達度確認

準備学習（予習・復習）
事前に教科書の該当部分を読むか、関連書やネットを利用して、予習することが望ましい。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
講義

毎回、講義内容について質問、意見、感想または個別の課題を書いて提出していただき、平常点に反映させます。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型授業：ZOOMを使用する。

中間テスト

レポート

学年末試験(第2学期) 50

学期末試験(第１学期)

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
課題の内容（質問、意見、感想）をもとに、講義や配布資料に反映する。

毎回の課題の内容で、授業への積極的な参画を評価する。
成績評価コメント

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

％

図説　ハプスブルク帝国,加藤雅彦,河出書房新社,1995,4309724957

ハプスブルク家,江村洋,講談社,1990

図説ウィーンの歴史：ふくろうの本,増谷秀樹,河出書房新社,2016,9784309762456

ハプスブルク家：図解雑学,菊池良生,ナツメ社,2008,9784816344749

世紀末ウィーン,カール・ショースキー,岩波書店,1983

ウィーン精神,W.M.ジョンストン,みすず書房,1986

その他、洋書、個別テーマに関する参考文献については授業時に指示します。

オーストリアや音楽に高い関心を持っている学生を歓迎します。ただしドイツ語や音楽の特別な知識は必要としません。毎回のリア
クションペーパーの内容を重視します。

参考文献コメント

その他

教科書

参考文献

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350202102 科目ナンバリング 035A531

講義名 現代地域事情　講義（２）

英文科目名 Lecture on Contemporary Area Studies

担当者名 松鵜　功記

時間割 第２学期 金曜日 ５時限 遠隔授業

スイスと「アイデンティティ」

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

スイスにとって言語・文化の多様性が重要な基盤であることを、連邦国家成立の道のりをたどりながら解説する。その上で20世紀、
ふたつの大戦においてスイスが国際的に取った武装中立の立場と、国内での文化政策「精神的国土防衛」の成り立ちについて解
説し、それらが戦後スイス社会に及ぼした影響を考察していく。

到達目標

スイス連邦国家の成立事情、20世紀スイス社会の特徴を理解し、第二次世界大戦でのドイツとの関係、その際のスイスの複雑な立
場、戦後の歴史認識等の問題について考察を深める。

第1回 スイスの基礎知識

授業内容

実施回 内容

第2回 スイス連邦成立1：永久同盟から13世紀同盟時代

第3回 スイス連邦成立2：傭兵制と中立〜宗教戦争

第4回 スイス連邦成立3：ヘルヴェチア共和国〜連邦成立

第5回 直接民主制：連邦議会とカントン（地方自治）

第6回 他言語国家スイス

第7回 言語圏間の相互理解

第8回 ふたつの大戦と文化政策「精神的国土防衛」

第9回 1939年スイス博覧会と「ナショナル・アイデンティティ」

第10回 「自由の砦」？：劇場チューリヒ・シャウシュピールハウスと難民

第11回 戦後のスイス：1968年学生運動／女性参政権

第12回 スイスの「過去の克服」：ベルジエ報告書

第13回 外国人問題とスイスの課題

第14回 授業のまとめ

第15回 到達度確認

準備学習（予習・復習）
各テーマに関して配布する資料を参照し、授業内容を補足・確認すること。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
講義形式で授業を行う。

・平常点：毎回提出してもらうリアクションペーパーによって授業の理解度・参加度を判断する。

成績評価の方法・基準

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
Zoomを使用した同時配信授業を行う。

中間テスト

レポート 40

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 60

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
リアクションペーパーの内容について、次回授業で補足説明する・または授業に反映させる。また必要に応じて追加の資料を配付
する。

・レポート：授業内容から各自でテーマを選び執筆する。たんなる参考文献のまとめではなく、授業内容を反映し考察が加えられて
いることを評価する。
・両者の評価点の総計で成績を決定する。

スイスを知るための60章：エリアスタディーズ128,スイス文学研究会（編）,明石書店,2014,9784750339788

スイスの歴史：刀水歴史全書43,U・イムホーフ／森田安一（訳）,刀水書房,2003,9784887082076

スイスの歴史—スイス高校現代史教科書＜中立国とナチズム＞：世界の教科書シリーズ27,ペーター・ガウチ、ヤン・ホーデル、グ
レーゴル・シュプーラー／スイス文学研究会（翻訳）,明石書店,2010,9784750331409

中立国スイスとナチズム—第二次世界大戦と歴史認識,独立専門家委員会スイス＝第二次大戦第一部原編／黒澤隆文編訳 ; 
川﨑亜紀子, 尾崎麻弥子, 穐山洋子（訳著）,京都大学学術出版会,2010,9784876989652

もうひとつのスイス史—独語圏・仏語圏の間の深い溝：刀水歴史全書83,クリストフ・ビュヒ／片山淳子（訳）,刀水書
房,2012,9784887083950

授業内で適宜参考文献を紹介する。
参考文献コメント

参考文献

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350202103 科目ナンバリング 035A531

講義名 現代地域事情　講義（３）

英文科目名 Lecture on Contemporary Area Studies

担当者名 大下　理世

時間割 第１学期 水曜日 ４時限 遠隔授業

ドイツ現代史

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

本講義では、第二次世界大戦以降のドイツの歴史を検討する。ナチズムの崩壊後、東西冷戦の中で、分断国家として成立した旧
西ドイツ（1949-1990）の政治・外交政策とその歴史的背景、社会の変容について、分断から統一に至る歴史を軸に考察する。論文
作成等をする上で知っておくべき研究倫理を学ぶ。

到達目標

第二次世界大戦以降のドイツの歴史に関する専門知識を深め、「過去の克服」と東西冷戦という観点からドイツの歴史的発展を理
解する一助とすることができる。　　

第1回 イントロダクション

授業内容

実施回 内容

第2回 ナチズム体制下のドイツ

第3回 第二次世界大戦とホロコースト

第4回 第二次世界大戦が遺したもの　

第5回 冷戦のはじまりと東西ドイツの成立

第6回 アデナウアー政権の成立と「西側結合」路線

第7回 戦後復興の時代と東西分断の固定化

第8回 「長い60年代」の東西ドイツ

第9回 ブラント政権の成立と「もっと民主主義を」

第10回 ブラント政権と緊張緩和政策

第11回 1980年代の西ドイツ

第12回 「ベルリンの壁」の崩壊と東西ドイツ統一

第13回 戦後ドイツの「過去の克服」　

第14回 ヨーロッパ統合と現代ドイツ

第15回 振り返り

準備学習（予習・復習）
各回のテーマに関して事前に配布されるスライドを読み整理しておくこと（約30分）。授業後は、それに関連する参考文献等（毎回
の授業で案内する）を読むこと（約30分）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
本授業は講義形式で行います。受講生は講義内容をしっかりとノートにとることが望まれます。

課題（試験やレポート等）に対するフィードバック

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
本授業は、Webclassを使用して教材（音声データと講義スライド）配信を行い、課題提出によって出席と到達度の確認を行います。

中間テスト

レポート 30

小テスト 30

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 40

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目

％



受講生のコメントの中から代表的なものなどを紹介することを通じて、講義の内容へのフィードバックを行う。

ドイツの歴史を知るための50章,森井裕一（編著）,明石書店,2016

ヒトラーとナチ・ドイツ,石田勇治,講談社,2015

歴史のなかのドイツ外交,板橋拓己／妹尾哲志（編著）,吉田書店,2019

教養のドイツ現代史,田野大輔／柳原伸洋 (編著),ミネルヴァ書房,2016

ナチズム・ホロコーストと戦後ドイツ ：現代ドイツへの視座―歴史学的アプローチ2,石田勇治／川喜田敦子 (編著),勉誠出
版,2020

各テーマに関する文献を毎回の授業で紹介します。

初回授業時に講義計画等の詳細を説明するので、履修希望者は出席するようにして下さい。

参考文献コメント

履修上の注意

参考文献

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350202104 科目ナンバリング 035A531

講義名 現代地域事情　講義（４）

英文科目名 Lecture on Contemporary Area Studies

担当者名 西山　暁義

時間割 第２学期 月曜日 ３時限 遠隔授業

辺境と少数派のドイツ近現代史

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

歴史上ドイツはその領域が大きく変化し、それとともに住民の構成も変化してきた。このことは、「ドイツ国民」とは誰なのか、という根
本的な問題を提起することになる。この問題を考えるにあたり、ドイツの歴史をその中心（首都、中央政府、国会など）からみるので
はなく（あるいはそれだけからみるのではなく）、むしろ変動するなかでドイツに含まれたり、あるいは排除されたりする地域や住民た
ちに焦点を当てつつ考察する。

到達目標

・ドイツ近現代史の基本的な流れを理解し、それをふまえつつ、その変化を多元的な視点から考察し、説明することができる。
・ドイツ史にとどまらず、歴史というものが、権力を握った少数の人々によって作られるのではなく、辺境やマイノリティといった地域
や人々もまた、そこに主体的にかかわっていることを理解しすることができる。

第1回 「辺境」と「少数派」からみる歴史：その意義とドイツ史の事例

授業内容

実施回 内容

第2回 ドイツにおける「国民意識」と形成と「少数派」の問題：ウィーン会議からドイツ統一まで

第3回 ドイツにおける国民国家と帝国：国境地域、植民地からみた「ドイツ」

第4回 工業化とマイノリティ：ルール工業地帯のポーランド系住民

第5回 宗教とマイノリティ：カトリックとユダヤ人

第6回 「マジョリティ」と「マイノリティ」のはざまで：第一次世界大戦後の「民族ドイツ人」

第7回 ナチ「民族共同体」とその「異分子」：ユダヤ人、遺伝病患者、ロマ等

第8回 第二次世界大戦期ナチによる東ヨーロッパ民族地図の再編の試み

第9回 迫害、排除から絶滅へ：ユダヤ人へのジェノサイド

第10回 西ドイツにおける「故郷喪失者」：東ヨーロッパからの難民

第11回 西ドイツにおける高度経済成長と移民の受け入れ

第12回 東ドイツにおけるマイノリティ：労働移民と民族マイノリティ

第13回 「消えない壁」？—統一後の旧東ドイツ

第14回 統一ドイツのなかの「マイノリティ」：イスラム系移民

第15回 まとめ：「ナショナリズム」から「ポスト・ナショナリズム」へ？　歴史のなかのドイツの現在

準備学習（予習・復習）
テキストは図像資料豊富な概説書となっています。時代的な背景をおさえてもらうために、毎回事前に読んでおいてもらう部分（お
およそ30～60分で読み通せる量）を指定します。回によっては、それに加えて、授業で扱うテーマにかんする関連資料を指示する
ことがあります。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
講義形式で進める。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
WebClassを利用した音声付きパワポ資料の配信を原則とするが、一部可能であれば動画の配信も実施する。課題提出によって出
席と到達度の確認を行う。

中間テスト

レポート 60

小テスト 25

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 15

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％ 小テスト、課題の提出をもってカウントします。

内容理解確認のためテストと考察を深めるための課題学習を
実施します。

％ 最終回2～3週間前をめどに詳細を資料で説明します。添付
ファイルにて提出してもらいます。

評価配分（％） 備考評価項目

％



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
受講人数にもよりますが、回答全体に対して、優れたもの、あるいは個性的なものについて、こちらで選択し、リプライを付けたもの
を掲示します（授業後1～2週間以内に）。

レポート：設定された課題について、授業で学んだことおよび自分で参考文献に当たることによって、論理的な結論が導き出せてい
るかどうか。
小テスト：テストは基本的な内容についての確認、課題は学んだことや自らの知識・関心をふまえて、自分の考えを明確に述べてい
るか。
平常点：1回出席につき、1点としてカウントします。

成績評価コメント

その他(備考欄を参照)

図説　ドイツの歴史：ふくろうの本,石田勇治,河出書房新社,2007,4309761054

上記の通り、教科書は、ドイツ近現代史の概説なので、それをふまえたうえで、授業を行います。当然ですが、すでに持って
いる人はそちらを使ってください。

参考文献は、各回テーマごとにリスト等を配布します。また、一部は予習復習として読んでもらうこともあります（指示します）。

連絡については、メールアドレス(anishiyama@kyoritsu-wu.ac.jp)が最も早く、見落としなく対応できるので、できるだけそちらに送っ
てください。

参考文献コメント

その他

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350300101 科目ナンバリング 035B311

講義名 言語・情報コース　専門演習（１）

英文科目名 Advanced Seminar: in Linguistics and Information Studies

担当者名 清野　智昭

時間割 第１学期 月曜日 ５時限 遠隔授業

ドイツ語のしくみと教え方

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

ドイツ語学の概論として、現代ドイツ語の音声、文法（形態論・統語論）、語彙、意味、用法などの基礎的な概念を論じるとともに、ド
イツ語の歴史的変遷を学習し、中期のドイツ語のテクストを読む。また、現代ドイツ語を教授する方法論も扱う。

到達目標

以下の点について理解し、実践または説明できることを目標とする。
・ドイツ語の音声について、日本語との違いを意識して、発音したり、説明したりすること。
・ドイツ語の文法現象について、初級文法の範囲を超えた「しくみ」を説明できること。
・ドイツ語の語彙についての特徴を説明できること。
・ドイツ語の意味や用法面について、特に日本語との捉え方、表現の仕方が異なる点を説明できること。
・ドイツ語の歴史について、印欧祖語から現代ドイツ語までの変遷を大まかに説明できること。
・中高ドイツ語のテクストを辞書や語注を頼りに読めるようになること。

第1回 ドイツ語学入門　ドイツ語とはどんな言語か？

授業内容

実施回 内容

第2回 ドイツ語の音声（１）　母音と子音

第3回 ドイツ語の音声（２）　リズムとアクセント、日本語との対照

第4回 ドイツ語の歴史（１）　印欧語から古高ドイツ語までの変遷

第5回 ドイツ語の歴史（２）　中高ドイツ語と初期新高ドイツ語の諸特徴

第6回 ドイツ語の歴史（３）　中高ドイツ語のテクスト読解

第7回 ドイツ語の形態・統語論（１）　名詞の性と格変化

第8回 ドイツ語の形態・統語論（２）　動詞の人称変化と法体系

第9回 ドイツ語と言語類型論　　ドイツ語の類型論的特徴

第10回 ドイツ語の意味論　　認知意味論を中心に

第11回 ドイツ語の語用論　　ポライトネスを中心に

第12回 ドイツ語の社会言語論　　ジェンダー言語学を中心に

第13回 ドイツ語の教授法（１）　　教授法の歴史

第14回 ドイツ語の教授法（２）　　実践的学習と発表の準備

第15回 参加者の発表と振り返り

準備学習（予習・復習）
毎回のトピックに関して事前に配信されたオンデマンド型の教材があればそれを学習する。また、毎回、復習をして内容の理解、定
着に努める。毎回の予習復習は90分程度必要。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
演習形式。授業はそのトピックに関する解説を行い、それをもとにグループワークを通して知識を定着させていく形式を取る。なお、
トピック部分はLMS（manaba）により配信することもある。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom使用）。授業はそのトピックに関する解説を行い、それをもとにグループワークを通して知識を定着させていく形
式を取る。なお、トピック部分はLMS（manaba）により配信することもある。

中間テスト

レポート 60

小テスト

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
LMS（manaba）を通じてフィードバックする。

毎回の授業で積極的に発言をし、自分が選んだトピックに関して、独自の調査、研究ができることを評価の基準とする。
成績評価コメント

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 40

その他(備考欄を参照)

％

特定の教科書は使用しない。

参考文献はその授業中にその都度指示する。

第１回目の授業に必ず参加すること。

レポートに関してはmanaba上で集めフィードバックします。

参考文献コメント

履修上の注意

その他

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350300102 科目ナンバリング 035B311

講義名 言語・情報コース　専門演習（２）

英文科目名 Advanced Seminar: in Linguistics and Information Studies

担当者名 清野　智昭

時間割 第２学期 月曜日 ５時限 遠隔授業

ドイツワインの言語学

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

昨今、日本でもワインブームと言われていますが、ドイツワインの知名度や理解度はまだまだ低いようです。このゼミでは、ドイツワイ
ンのラベルや説明を言語テクストとして捉え、言語学的に分析して、理解を深めていきます

到達目標

・ドイツワインのラベルや説明文がドイツ語できちんと読めるようになること。
・ドイツワインについて、ドイツ語で説明できるようになること。
・ドイツワインの記述について、コーパス言語学的に分析できるようになること。

第1回 導入：　授業の進め方や一般的な注意

授業内容

実施回 内容

第2回 ドイツワイン総論（１）；ワインとは？

第3回 ドイツワイン総論（２）；13の産地

第4回 ドイツワイン総論（３）；白ワインと赤ワインの品種

第5回 ドイツワイン文献購読（１）

第6回 ドイツワイン文献購読（２）

第7回 ドイツワイン文献購読（３）

第8回 味覚と言語（１）：共感覚表現

第9回 味覚と言語（２）：ワインの味覚の表現を知る

第10回 味覚と言語（３）：ワインの味覚を表現する

第11回 ドイツワインの記述のコーパス言語学的研究（１）：手法

第12回 ドイツワインの記述のコーパス言語学的研究（２）：実践

第13回 参加者発表（１）

第14回 参加者発表（２）

第15回 到達度確認と授業の総括

準備学習（予習・復習）
事前に与えられた資料を読んでおくこと。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
演習形式で、グループワークを重視します。ただし、全面的に対面式授業が実施されるようになった場合に、この授業も対面式で
行います。基本的に遠隔授業で行う予定です。

受講者の関心等により、授業計画を変更する場合があります。
また、都合が付けば、ドイツワインの関係者に特別に講義をしてもらう回を設けます。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom使用）で、グループワークを重視します。ただし、全面的に対面式授業が実施されるようになった場合は、この授
業も対面式で行います。一部、LMS（manaba）でオンデマンド型の教材や資料を配信・配布します。

中間テスト

レポート 40

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 60

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
G-Port等によりフィードバックします。

平常点に関しては、毎回の資料をきちんと読み込んだ上で、積極的にディスカッションに参加すること。レポートは事実に即して、き
ちんと自分の意見を述べているかを評価のポイントにします。

成績評価コメント

その他(備考欄を参照)

特定の教科書は使用しません。参考文献は授業中に指示します。

第1回目の授業に必ず出席のこと｡

このゼミに関連する行事も企画し、ドイツワインの知識を多角的に深める予定です。

履修上の注意

その他

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350300103 科目ナンバリング 035B311

講義名 言語・情報コース　専門演習（３）

英文科目名 Advanced Seminar: in Linguistics and Information Studies

担当者名 白井　智美

時間割 第１学期 月曜日 ４時限 遠隔授業

言語と言語の規範意識について

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

SPIEGEL ONLINE（2003-2012）に掲載されたBastian Sickによるドイツ語に関するコラムZwiebelfischを読みます。
このコラムでSickは、近年新しく聞かれるようになった様々なドイツ語表現を取り上げ、その表現が如何に「正しくないか」、その表現
がどこから来てどこへ行くのかについて軽妙な語り口で推測して見せます。しかし－ジャーナリストがコラムを書くのではなく－皆さ
んが言語を研究対象としてレポートや論文を書く際には、「時間と共に変化する」というのが言語の重要な特性の一つだということを
忘れてはいけません。音も意味も変化を逃れることはできません。それはつまり、言語に対する「正しい／正しくない」という評価（＝
規範）もまた時間と共に変化するものだということを意味します。これに加えて、言語の正しさが発話の場面に依存する、というのも
言語学における重要な知見の一つです。
この授業は、一方でドイツ語文法を一通り修めた受講生がドイツ語で書かれた文章を文法的な根拠を頼りに正しく読むことができる
ことを確認することを目標にしています。他方で、研究対象として言語を扱う際に、「言語の規範意識」をどのように位置づけるべき
かについて、皆さんに自分なりの考えを持ってもらうことを目指します。

到達目標

・ドイツ語で書かれた文章を文法的な根拠を頼りに正しく読むことができること
・研究対象として言語を扱う上で、言語の規範意識をどのように位置づけるべきか自分なりの考えを持つこと

第1回 導入：授業の概要と進め方、作業シート・レポート作成、成績評価について

授業内容

実施回 内容

第2回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第3回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第4回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第5回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第6回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第7回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第8回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第9回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第10回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第11回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第12回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第13回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第14回 授業の総括

第15回 到達度確認

準備学習（予習・復習）
予め配布してあるテキストを授業日までに訳し、不明な箇所を作業シートにまとめて下さい。（予習１時間程度）
授業中に行うグループワークの内容を反映した作業シートを授業終了後当日中にWebClassにアップロードして下さい。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
新型コロナウイルス感染症の終息が宣言された場合、対面で授業を行う可能性があります。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Zoomを使用した同時配信型授業を行います。資料の配布にはWebClassを使用します。

中間テスト

レポート 50

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートはコメントを付してLMSで返却します。

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

％

資料はLMSで配布します。

第１回目の授業の際に指示します。

第1回目の授業に参加して下さい。

参考文献コメント

履修上の注意

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350300104 科目ナンバリング 035B311

講義名 言語・情報コース　専門演習（４）

英文科目名 Advanced Seminar: in Linguistics and Information Studies

担当者名 白井　智美

時間割 第２学期 月曜日 ４時限 遠隔授業

言語と言語の規範意識について

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

SPIEGEL ONLINE（2003-2012）に掲載されたBastian Sickによるドイツ語に関するコラムZwiebelfischを読みます。
このコラムでSickは、近年新しく聞かれるようになった様々なドイツ語表現を取り上げ、その表現が如何に「正しくないか」、その表現
がどこから来てどこへ行くのかについて軽妙な語り口で推測して見せます。しかし－ジャーナリストがコラムを書くのではなく－皆さ
んが言語を研究対象としてレポートや論文を書く際には、「時間と共に変化する」というのが言語の重要な特性の一つだということを
忘れてはいけません。音も意味も変化を逃れることはできません。それはつまり、言語に対する「正しい／正しくない」という評価（＝
規範）もまた時間と共に変化するものだということを意味します。これに加えて、言語の正しさが発話の場面に依存する、というのも
言語学における重要な知見の一つです。
この授業は、一方でドイツ語文法を一通り修めた受講生がドイツ語で書かれた文章を文法的な根拠を頼りに正しく読むことができる
ことを確認することを目標にしています。他方で、研究対象として言語を扱う際に、「言語の規範意識」をどのように位置づけるべき
かについて、皆さんに自分なりの考えを持ってもらうことを目指します。

到達目標

・ドイツ語で書かれた文章を文法的な根拠を頼りに正しく読むことができること
・研究対象として言語を扱う上で、言語の規範意識をどのように位置づけるべきか自分なりの考えを持つこと

第1回 導入：授業の概要と進め方、作業シート・レポート作成、成績評価について

授業内容

実施回 内容

第2回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第3回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第4回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第5回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第6回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第7回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第8回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第9回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第10回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第11回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第12回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第13回 グループワーク、発表、ディスカッション、解説

第14回 授業の総括

第15回 到達度確認

準備学習（予習・復習）
予め配布してあるテクストを授業日までに訳し、不明な箇所を作業シートにまとめて下さい。（予習１時間程度）
授業中に行うグループワークの内容を反映した作業シートを授業終了後当日中にWebClassにアップロードして下さい。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
新型コロナウイルス感染症の終息が宣言された場合、対面で授業を行う可能性があります。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Zoomを使用した同時配信型授業を行います。資料の配布にはWebClassを使用します。

中間テスト

レポート 50

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートはコメントを付してLMSで返却します。

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

％

資料はLMSで配布します。

第1回目の授業の際に指示します。

第1回目の授業に参加して下さい。

参考文献コメント

履修上の注意

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U3503001Z1 科目ナンバリング 035B311

講義名 ◇言語・情報コース　専門演習

英文科目名 Advanced Seminar: in Linguistics and Information Studies

担当者名 MEYER，　Thomas　Horst

時間割 第１学期 水曜日 ４時限 遠隔授業

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

授業概要

Grundlage des Unterrichts ist das Lehrwerk Aspekte neu C1 (Klett Verlag), das eine Einarbeitung in themenbezogenen 
Wortschatz und Grammatik auf dem Niveau C1 bietet. Die Themen umfassen im Wesentlichen gesellschaftliche Felder wie 
Medien, Bildung, Beruf, Wirtschaft und Lifestyle in aktuellen Ausprägungen und Problemkonstellationen.

到達目標

Ausweitung des Wortschatzes auf C1-Niveau, Verbesserung des Lese- und Hörverständnisses sowie Übung des sprachlichen 
Ausdrucks anhand von aktuellen Themen.
Deutschkenntnisse auf dem Niveau von C1 werden vorausgesetzt.

第1回 Vorstellung des Kurses / Einführung

授業内容

実施回 内容

第2回 Zeitgefühl I

第3回 Zeitgefühl II

第4回 Engagement in Vereinen

第5回 Handynutzung I

第6回 Handynutzung II

第7回 Probleme in Wohngemeinschaften

第8回 Porträt: Dinge des Alltags

第9回 Vor- und Nachteile moderner Medien

第10回 Schlagfertigkeit

第11回 Sprachen lernen

第12回 Dialekte I

第13回 Dialekte II

第14回 Porträt: LaBrassBanda

第15回 Zusammenfassung

準備学習（予習・復習）
Neben der üblichen Vor- und Nachbereitung des Unterrichts können vereinzelt Hausaufgaben von geringem Umfang gestellt 
werden (Fertigstellung von Übungen, Materialauswahl für den folgenden Unterricht u.ä.)

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
Grundlage des Unterrichts ist das Lehrbuch Aspekte neu Mittelstufe Deutsch C1. Je nach Größe des Kurses sollen die 
Teilnehmer in Einzel- oder Partnerarbeit Texte erarbeiten und Aufgaben lösen, die später im Plenum oder in Gruppen 
besprochen werden. An die Texte schließen sich kurze Grammatikerläuterungen und dazugehörige Übungen an. Das erworbene 
Wissen kann im Anschluss in weiteren schriftlichen Übungen, Hörverstehen-Übungen oder Diskussionsaufgaben erprobt werden. 
Je nach Problem- und Interessenlage der Teilnehmer kann der Fokus auf schriftliche, mündliche oder Hörverstehen-Aufgaben 
gelegt werden.

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Grundlage des Unterrichts ist das Lehrbuch Aspekte neu Mittelstufe Deutsch C1. Die Teilnehmer sollen in der Regel 
eigenständig Texte erarbeiten und Aufgaben lösen, die später gemeinsam in der Zoom Sitzung oder in Gruppen in Breakout 
Räumen besprochen werden. An die Texte schließen sich kurze Grammatikerläuterungen und dazugehörige Übungen an. Das 
erworbene Wissen kann im Anschluss in weiteren schriftlichen Übungen, Hörverstehen-Übungen oder Diskussionsaufgaben 
erprobt werden. Je nach Problem- und Interessenlage der Teilnehmer kann der Fokus auf schriftliche, mündliche oder 
Hörverstehen-Aufgaben gelegt werden.

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期) 40 ％ mündliche Prüfung

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
mündliches Feedback

本授業は大学院・学部共通の授業ですが、学部生の成績評価は大学院生とは違う基準で行います。　
成績評価コメント

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 60

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

％

Aspekte neu C1: Mittelstufe Deutsch, Lehr- und Arbeitsbuch,Ute Koithan et al,Klett Verlag,2016,978-3126050371

Teilband 1 (Lektion 1-5) ist ausreichend. 
Das Arbeitsbuch braucht nicht angeschafft zu werden.

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U3503001Z2 科目ナンバリング 035B311

講義名 ◇言語・情報コース　専門演習

英文科目名 Advanced Seminar: in Linguistics and Information Studies

担当者名 MEYER，　Thomas　Horst

時間割 第２学期 水曜日 ４時限 遠隔授業

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

授業概要

Grundlage des Unterrichts ist das Lehrwerk Aspekte neu C1 (Klett Verlag), das eine Einarbeitung in themenbezogenen 
Wortschatz und Grammatik auf dem Niveau C1 bietet. Die Themen umfassen im Wesentlichen gesellschaftliche Felder wie 
Medien, Bildung, Beruf, Wirtschaft und Lifestyle in aktuellen Ausprägungen und Problemkonstellationen.

到達目標

Ausweitung des Wortschatzes auf C1-Niveau, Verbesserung des Lese- und Hörverständnisses sowie Übung des sprachlichen 
Ausdrucks anhand von aktuellen Themen.
Deutschkenntnisse auf dem Niveau von C1 werden vorausgesetzt.

第1回 Einführung/Stellenanzeigen

授業内容

実施回 内容

第2回 Ein "bunter" Lebenslauf

第3回 Studium oder Ausbildung I

第4回 Studium oder Ausbildung II

第5回 Multitasking

第6回 Soft Skills

第7回 Junge Unternehmen

第8回 Der Kohlenpott: Die Entwicklung des Ruhrgebiets

第9回 Gewissensfragen

第10回 Globalisierung I

第11回 Globalisierung II

第12回 Crowdfunding I

第13回 Crowdfunding II

第14回 Porträt: Petra Jenner

第15回 Zusammenfassung

準備学習（予習・復習）
Neben der üblichen Vor- und Nachbereitung des Unterrichts können vereinzelt Hausaufgaben von geringem Umfang gestellt 
werden (Fertigstellung von Übungen, Materialauswahl für den folgenden Unterricht u.ä.)

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
Grundlage des Unterrichts ist das Lehrbuch Aspekte neu Mittelstufe Deutsch C1. Je nach Größe des Kurses sollen die 
Teilnehmer in Einzel- oder Partnerarbeit Texte erarbeiten und Aufgaben lösen, die später im Plenum oder in Gruppen 
besprochen werden. An die Texte schließen sich kurze Grammatikerläuterungen und dazugehörige Übungen an. Das erworbene 
Wissen kann im Anschluss in weiteren schriftlichen Übungen, Hörverstehen-Übungen oder Diskussionsaufgaben erprobt werden. 
Je nach Problem- und Interessenlage der Teilnehmer kann der Fokus auf schriftliche, mündliche oder Hörverstehen-Aufgaben 
gelegt werden.

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Grundlage des Unterrichts ist das Lehrbuch Aspekte neu Mittelstufe Deutsch C1. Die Teilnehmer sollen in der Regel 
eigenständig Texte erarbeiten und Aufgaben lösen, die später gemeinsam in der Zoom Sitzung oder in Gruppen in Breakout 
Räumen besprochen werden. An die Texte schließen sich kurze Grammatikerläuterungen und dazugehörige Übungen an. Das 
erworbene Wissen kann im Anschluss in weiteren schriftlichen Übungen, Hörverstehen-Übungen oder Diskussionsaufgaben 
erprobt werden. Je nach Problem- und Interessenlage der Teilnehmer kann der Fokus auf schriftliche, mündliche oder 
Hörverstehen-Aufgaben gelegt werden.

学年末試験(第2学期) 40

学期末試験(第１学期)

％ mündliche Prüfung

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
mündliches Feedback

本授業は大学院・学部共通の授業ですが、学部生の成績評価は大学院生とは違う基準で行います。　
成績評価コメント

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 60

その他(備考欄を参照)

％

Aspekte neu C1: Mittelstufe Deutsch, Lehr- und Arbeitsbuch,Ute Koithan et al,Klett Verlag,2016,978-3126050371

Teilband 1 (Lektion 1-5) ist ausreichend. 
Das Arbeitsbuch braucht nicht angeschafft zu werden.

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U3503001Z3 科目ナンバリング 035B311

講義名 ◇言語・情報コース　専門演習

英文科目名 Advanced Seminar: in Linguistics and Information Studies

担当者名 平井　敏雄

時間割 第１学期 木曜日 ５時限 遠隔授業

中世ドイツ語学・文学入門

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

現代ドイツ文化の源流が形作られた中世という時代、ドイツ語圏では現代のドイツ語とは様々な点で異なる言語が話されていまし
た。また、中世最盛期の12～13世紀ごろには、宮廷の騎士階級による詩の文学が大いに栄え、ドイツ文学史上最初の黄金時代と
呼ばれています。本授業では、中世盛期に用いられた「中高ドイツ語」の概要を理解し、ドイツ語の歴史および周辺諸言語との関係
についての基本的な知識を学ぶと共に、中世文学に触れ、中世の文化・社会・生活全般に関する理解を深めていきます。その際
に、現代ドイツ語による参考文献を精読することで、学術的な内容をもったドイツ語テキストを読み解く能力の向上を目指します。

到達目標

・中高ドイツ語を中心に、ドイツ語の歴史の概略をつかみ、現代ドイツ語に見られるさまざまな事象の起源を理解することで、現代語
への理解をいっそう深める。また、周辺諸言語との関係についての知識を得る。
・現代ヨーロッパの源流である、中世の文化・社会・生活に関する知識・理解を深める。
・現代ドイツ語による参考文献を精読することで、学術的な内容のテキストに親しみ、ドイツ語の読解力を高める。
・中高ドイツ語の文法を学習し、辞書を頼りに原典購読に挑戦する。英雄叙事詩「ニーベルンゲンの歌」の一部を読むことを予定し
ています。

第1回 序・中世とは

授業内容

実施回 内容

第2回 ドイツ語の歴史

第3回 続き

第4回 中高ドイツ語

第5回 続き

第6回 中世の社会・生活

第7回 続き

第8回 中世ドイツ文学

第9回 続き

第10回 英雄叙事詩

第11回 宮廷叙事詩

第12回 恋愛抒情詩

第13回 続き

第14回 理解度の確認

第15回 振り返り

準備学習（予習・復習）
ドイツ語による参考資料の指定箇所には、毎回必ずあらかじめ目を通してきて下さい。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
中世の言語・文化に関する現代ドイツ語の文献の講読、中高ドイツ語・ドイツ語の歴史の概要の学習、中高ドイツ語文法の学習お
よび原典購読などを予定していますが、具体的には、受講者の人数・能力・関心に応じて決定します。

上記内容は授業で扱うトピックを挙げたもので、この順番で学習するとは限りません。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Zoomを用いたリアルタイム遠隔授業を行います。動画は使用せず、画面の共有と音声のやり取りで進めますので、必要なデータ通
信量はそれほど多くはありませんが（1回につき50-100MB程度）、受講を希望する人は必要な環境を整えておいてください。

中間テスト

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期) 50 ％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業中に説明します。

試験の成績・授業中の課題への取り組みなどによって総合的に評価します。
本授業は大学院・学部共通の授業ですが、学部生の成績評価は大学院生とは違う基準で行います。　

成績評価コメント

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

％

教材はプリントを使用します。参考文献等は授業中に適宜指示します。

履修者数制限あり。　／　第1回目の授業に必ず出席のこと｡
履修上の注意

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U3503001Z4 科目ナンバリング 035B311

講義名 ◇言語・情報コース　専門演習

英文科目名 Advanced Seminar: in Linguistics and Information Studies

担当者名 平井　敏雄

時間割 第２学期 木曜日 ５時限 遠隔授業

中世ドイツ語学・文学入門

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

第1学期に引き続き、中世盛期に用いられた「中高ドイツ語」の概要を理解し、ドイツ語の歴史および周辺諸言語との関係について
の基本的な知識を学ぶと共に、中世文学に触れ、中世の文化・社会・生活全般に関する理解を深めていきます。その際に、現代ド
イツ語による参考文献を精読することで、学術的な内容をもったドイツ語テキストを読み解く能力の向上を目指します。
なお、授業の内容上は第1学期の続きとなりますが、第2学期のみの受講も可能です。

到達目標

・中高ドイツ語を中心に、ドイツ語の歴史の概略をつかみ、現代ドイツ語に見られるさまざまな事象の起源を理解することで、現代語
への理解をいっそう深める。また、周辺諸言語との関係についての知識を得る。
・現代ヨーロッパの源流である、中世の文化・社会・生活に関する知識・理解を深める。
・現代ドイツ語による参考文献を精読することで、学術的な内容のテキストに親しみ、ドイツ語の読解力を高める。
・辞書と文法書を頼りに、中高ドイツ語の原典購読に挑戦する。英雄叙事詩「ニーベルンゲンの歌」の一部を読むことを予定してい
ます。

第1回 中世ドイツの文化

授業内容

実施回 内容

第2回 続き

第3回 現代の中世観

第4回 続き

第5回 ドイツ語と周辺諸言語の関係・歴史

第6回 続き

第7回 歴史言語学的観点から見た現代ドイツ語

第8回 続き

第9回 中世ドイツ文学の詩人たち

第10回 続き

第11回 続き

第12回 続き

第13回 続き

第14回 理解度の確認

第15回 振り返り

準備学習（予習・復習）
ドイツ語による参考資料の指定箇所には、毎回必ずあらかじめ目を通してきて下さい。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
中世の言語・文化に関する現代ドイツ語の文献の講読、中高ドイツ語・ドイツ語の歴史の概要の学習、中高ドイツ語原典購読、小発
表およびディスカッションなどを予定していますが、具体的には、受講者の人数・能力・関心に応じて決定します。

上記内容は授業で扱うトピックを挙げたもので、この順番で学習するとは限りません。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Zoomを用いたリアルタイム遠隔授業を行います。動画は使用せず、画面の共有と音声のやり取りで進めますので、必要なデータ通
信量はそれほど多くはありませんが（1回につき50-100MB程度）、受講を希望する人は必要な環境を整えておいてください。

中間テスト

レポート

学年末試験(第2学期) 50

学期末試験(第１学期)

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業中に説明します。

試験の成績・授業中の課題への取り組みなどによって総合的に評価します。
本授業は大学院・学部共通の授業ですが、学部生の成績評価は大学院生とは違う基準で行います。　

成績評価コメント

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

％

教材はプリントを使用します。参考文献等は授業中に適宜指示します。

履修者数制限あり。　／　第1回目の授業に必ず出席のこと｡
履修上の注意

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350301101 科目ナンバリング 035B321

講義名 文学・文化コース　専門演習（１）

英文科目名 Advanced Seminar: in Literature and Cultural Studies

担当者名 若林　恵

時間割 第１学期 月曜日 ３時限 遠隔授業

ベルリン時代のR. ヴァルザー

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

ケラー、ブルクハルト、フリッシュ、ビクセルなど、ドイツ語圏スイス人作家の多くがベルリンに滞在した経験を持っています。ローベ
ルト・ヴァルザー(Robert Walser 1878-1956) もまた1905年に隣国の帝都ベルリンに赴き、ここで長編小説(Roman)を発表しました
が、同時代人にはなかなか理解されないまま、小説家として成功することはありませんでした。その後ヴァルザーは「失敗者」として
スイスに帰郷し、小さな街の小さな部屋で小さな散文(Prosastückchen)をひたすら書き綴り、それらは新聞・雑誌に掲載されては読
み捨てられていきました。ムージル、ヘッセ、カフカ、ベンヤミンといった作家たちには評価されて愛読され、多くの現代作家や芸術
家たちにも影響を与え続けているヴァルザーですが、彼はなぜベルリンへ行き、なぜ受け入れられなかったのでしょうか。
この授業では、伝統的な教養小説とは一線を画しているヴァルザーのベルリン時代の小説やその他の散文小品を読解・分析し、
ヴァルザーの言葉の不思議について考察します。

到達目標

＊ドイツ語圏文学作品のテクスト分析を通じて、文学研究のスキルを修得する。
＊論理的分析力を身に着ける。
＊中級以上のドイツ語読解力を定着させる。

第1回 イントロダクション：スイス人作家とベルリン

授業内容

実施回 内容

第2回 スイス概要

第3回 ヴァルザー紹介1：生涯

第4回 ヴァルザー紹介2：受容・翻訳

第5回 初期の散文：『フリッツ・コハーの作文集 (Fritz Kochers Aufsätze)』作品概要（書く主体は誰か？）

第6回 初期の散文：『フリッツ・コハーの作文集 (Fritz Kochers Aufsätze)』講読と分析・議論

第7回 小説1：『タンナー兄弟姉妹 (Geschwister Tanner)』 (1) 作品概要（成長しない主人公）

第8回 小説1：『タンナー兄弟姉妹 (Geschwister Tanner)』 (2) 講読と分析・議論

第9回 小説2：『助手 (Gehülfe)』　作品概要（とれかかっているボタン）

第10回 小説3：『ヤーコプ・フォン・グンテン(Jakob von Gunten)』 (1) 作品概要（ゼロになるための学校）

第11回 小説3：『ヤーコプ・フォン・グンテン(Jakob von Gunten)』 (2) 講読と分析・議論

第12回 Berlinに関する散文小品 (1) 講読

第13回 Berlinに関する散文小品 (2) 分析・議論

第14回 まとめ

第15回 到達度確認

準備学習（予習・復習）
授業前：配布されたドイツ語テクストや文献の予習。（90分程度）
授業後：授業内容を振り返りコメント提出。（30分程度）

日本語

授業方法(対面授業の場合)
演習

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Zoom: 同時配信授業
WebClass: 教材配布・課題提出

中間テスト

レポート 40

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業中にコメントします。

1　授業準備・参加について　
　　＊授業準備（テクスト予習）を充分におこなっているか　
　　＊授業中の発言
　　＊授業内容を理解しているか（授業コメント）
2　レポートについて
　　＊テーマに即して論理的に考察しているか
　　＊レポート作成上のルールにしたがっているか　　
　　＊正しい文章表現で書いているか

成績評価コメント

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 60

その他(備考欄を参照)

％

プリントを配布します。

ローベルト・ヴァルザー作品集1：タンナー兄弟姉妹,ローベルト・ヴァルザー著（新本史斉ほか訳）,鳥影社,2010,978-4-86265-
251-5

ローベルト・ヴァルザー作品集2：助手,ローベルト・ヴァルザー著（若林恵訳）,鳥影社,2011,978-4-86265-305-5

ローベルト・ヴァルザー作品集3：長編小説と散文集,ローベルト・ヴァルザー著（若林恵訳）,鳥影社,2013,978-4-86265-406-9

日々はひとつの響き,ローベルト・ヴァルザー（詩）　パウル・クレー（絵）　柿沼万里江（編） 若林恵・松鵜功記（訳）,平凡
社,2018,978-4-582-65209-3

ローベルト・ヴァルザー：絵画の前で,ローベルト・ヴァルザー著（若林恵訳）,鳥影社,2021,978-4-86265-854-8

授業中に指示します。

初回授業に必ず出席してください。
履修者数制限あり。

メール：wmegumi@u-gakugei.ac.jp

参考文献コメント

履修上の注意

その他

教科書コメント

参考文献

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350301102 科目ナンバリング 035B321

講義名 文学・文化コース　専門演習（２）

英文科目名 Advanced Seminar: in Literature and Cultural Studies

担当者名 若林　恵

時間割 第２学期 月曜日 ３時限 遠隔授業

R. ヴァルザー：音楽と絵画を語る

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

この授業では、第1学期に続いてローベルト・ヴァルザーを扱います。
ヴァルザーは芸術や芸術家に関する散文を多く書いています。音楽関係ではピアノやリュート、マンドリンといった楽器のほか、
モーツァルト、ショパン、ヴァーグナー、そして天才バイオリン奏者パガニーニの名前も見られる一方、絵画関係ではブリューゲル、
レンブラント、ドラクロワ、セザンヌ、ルノワール、ゴッホ、ビアズリーなどの画家の名前が散見されます。これらの中からいくつか詩や
散文テクストを選び、読解・分析を試み、その音楽や絵画を語る方法を探ります。
ヴァルザーの場合、通常期待されるような芸術論や音楽評、美術評が展開されることはなく、それらは小説同様、ある意味で読者を
裏切るような、ときに奇抜で突拍子もない印象を与えます。しかしながら、その「裏切り」の要因を詳しく観察・分析してみるならば、
ヴァルザーの興味深くも鋭いイロニーが浮き彫りにされるでしょう。

到達目標

＊ドイツ語圏文学作品のテクスト分析を通じて、文学研究のスキルを修得する。
＊論理的分析力を身に着ける。
＊中級以上のドイツ語読解力を定着させる。

第1回 イントロダクション

授業内容

実施回 内容

第2回 音楽を語る方法 1：音に魅了される耳(1) 講読

第3回 音楽を語る方法 2：音に魅了される耳(2) 分析・議論

第4回 音楽を語る方法 3：物語のポリフォニー(1) 講読

第5回 音楽を語る方法 4：物語のポリフォニー(2) 分析・議論

第6回 音楽を語る方法 5: モデルネの『魔笛』(1) 講読

第7回 音楽を語る方法 ６: モデルネの『魔笛』(2) 分析・議論

第8回 絵画を語る方法 1：ティチアーノ

第9回 絵画を語る方法 2：ゴッホ

第10回 絵画を語る方法 3：ドラクロワ

第11回 絵画を語る方法 4：カール・ヴァルザー

第12回 絵画を語る方法 5：クラナッハ

第13回 絵画を語る方法 6：ファン・デル・ウェイデン

第14回 まとめ

第15回 到達度確認

準備学習（予習・復習）
＊授業前：あらかじめ配布された課題テクストや文献を読む。(90分程度）
＊授業後：授業内容を振り返りコメント提出。（３０分程度）

日本語

授業方法(対面授業の場合)
演習

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Zoom: 同時配信授業
WebClass: 教材配信・課題提出

中間テスト

レポート 40

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業中にコメントします。

1　授業準備・参加について　
　　＊授業準備（テクスト予習）を充分におこなっているか　
　　＊授業中の発言
　　＊授業内容を理解しているか（授業コメント）
2　レポートについて
　　＊テーマに即して論理的に考察しているか
　　＊レポート作成上のルールにしたがっているか　　
　　＊正しい文章表現で書いているか

成績評価コメント

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 60

その他(備考欄を参照)

％

プリントを配布します。

日々はひとつの響き,ローベルト・ヴァルザー、パウル・クレー（柿沼万里江編　若林恵+松鵜功記訳）,平凡
社,2018,9784582652093

ローベルト・ヴァルザー：絵画の前で,ローベルト・ヴァルザー著（若林恵訳）,鳥影社,2021,978-4-86265-854-8

授業中に指示します。

初回授業に必ず出席してください。
履修者数制限あり。

メール：wmegumi@u-gakugei.ac.jp

参考文献コメント

履修上の注意

その他

教科書コメント

参考文献

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350301103 科目ナンバリング 035B321

講義名 文学・文化コース　専門演習（３）

英文科目名 Advanced Seminar: in Literature and Cultural Studies

担当者名 飯田　道子

時間割 第１学期 水曜日 ３時限 遠隔授業

ドイツ映画の1920年代

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

黎明期からナチ政権誕生までの時期、とくに1920年代のサイレント映画を中心に重要な作品をとりあげて、芸術としての映画、映画
のプロパガンダとしての利用など多角的な観点から、映画の発展を追いながら検証していきます。

到達目標

映画を観ることについて学び、映画のさまざまな構成要素について、具体的な作品を観ながら検証していきます。映画と時代との
関わりを検証しながら、ドイツ映画の独自性について考えます。

第1回 イントロダクション　

授業内容

実施回 内容

第2回 映画の発展～都市とメディア

第3回 芸術映画の誕生　

第4回 初期の映画、理論

第5回 第一次世界大戦と映画

第6回 第一次世界大戦と映画

第7回 表現主義、セット、衣装、メイキャップ、モチーフ

第8回 ヴァイマル時代の映画(1)

第9回 ヴァイマル時代の映画(2)

第10回 ヴァイマル時代の映画(3)

第11回 ヴァイマル時代の映画（４）

第12回 映画と音(1)

第13回 映画と音(1)

第14回 まとめ

第15回 ふりかえり

準備学習（予習・復習）
授業でとりあげた作品は必ず観ること。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
対象の映像作品を鑑賞し、テーマに即した解説、ディスカッション等を行います。

内容は授業の進行状況によって変更することがあります。

授業への積極的な参加と学期末のレポートを総合的に勘案して評価します。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
ZOOMによる授業とスライドによるオンライン授業を併用します。オンライン授業では、資料の提示はmanabaを用います。

中間テスト

レポート 50

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業内にフィードバックしていきます。

レジュメを配布します。

授業内に適宜指示します。

３０分以上遅れての入室は、他の参加者への迷惑ともなるので、出席とは認めません。度重なる遅刻や欠席がある場合や2/3に満
たない出席は成績評価の対象としません。

参考文献コメント

その他

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350301104 科目ナンバリング 035B321

講義名 文学・文化コース　専門演習（４）

英文科目名 Advanced Seminar: in Literature and Cultural Studies

担当者名 飯田　道子

時間割 第２学期 月曜日 ２時限 遠隔授業

映像におけるナチスの表象の変遷

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

ヒトラーとナチスをめぐる表象は、時代とともに変化しています。20世紀末からは、ヒトラーとナチスのイメージは、それまでの「悪役」
からの脱皮を遂げています。授業では、ナチ時代から戦後、今日にいたるまでの映像の中から作品を取り上げて、社会状況の変化
を視野にいれてナチスの表象の変遷を多角的に考察します。

到達目標

映画と時代との関わりを検証しながら、ヒトラーとナチスの表象の今日性について考えます。

第1回 イントロダクション

授業内容

実施回 内容

第2回 ナチ時代の映画におけるヒトラーの表象

第3回 同時代の反ナチ映画におけるヒトラーの表象

第4回 戦争直後のドイツ映画におけるナチスの表象

第5回 1950～60年代の戦争映画におけるナチスの表象(1)

第6回 1950～60年代の戦争映画におけるナチスの表象(2)

第7回 1970年代の映画におけるヒトラーとナチスの表象(1)

第8回 1970年代の映画におけるヒトラーとナチスの表象(2)

第9回 1980年代～90年代のホロコースト映画(1)

第10回 1980年代～90年代のホロコースト映画(2)

第11回 新しいナチス像～20世紀末

第12回 新しいナチス像～21世紀(1)

第13回 新しいナチス像～21世紀(2)

第14回 まとめ

第15回 ふりかえり

準備学習（予習・復習）
授業でとりあげた作品は必ず観ておくこと。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
対象作品を鑑賞し、解説、テーマについての討論等を行います。

内容は授業の進捗状況により、変更することがあります。

授業内への参加度、学期末のレポートを総合的に評価します。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
ZOOMによる授業とスライドによるオンライン授業を併用します。オンライン授業では、資料の提示はmanabaを用います。

中間テスト

レポート 50

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業内にフィードバックします。

レジュメを配布します。

授業内に適宜指示します。

積極的な授業参加を重視します。出席が2/3に満たない場合は、成績評価の対象としません。

参考文献コメント

その他

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350301105 科目ナンバリング 035B321

講義名 文学・文化コース　専門演習（５）

英文科目名 Advanced Seminar: in Literature and Cultural Studies

担当者名 大貫　敦子

時間割 第１学期 火曜日 ２時限 遠隔授業

文学・絵画・音楽から考える文化と社会（1）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

文学、音楽、絵画はジャンルは異なっていても、それぞれの時代の雰囲気や考え方と密接に関係しているものです。この授業では
19世紀〜20世紀初頭までのそれぞれの時代において共通性をもったテーマが、文学、音楽、絵画のそれぞれの分野で取りあげら
れているという現象に着目し、そこから各時代の社会状況と芸術との関係を考察します。

到達目標

19世紀前半のドイツ語圏の社会状況を把握し、その時代に生まれた芸術作品との関係性を自分の言葉で述べることができるように
なることを目標とします。

第1回 イントロダクション

授業内容

実施回 内容

第2回 政治的変革から内面の自由の希求へ（フランス革命とドイツロマン派）

第3回 ベートーベン（交響曲『エロイカ』、ピアノ協奏曲『皇帝』から『第9』へ）

第4回 交響曲『エロイカ』の作曲意図と題名（政治革命の挫折）

第5回 第9交響曲・合唱の歌詞とシラーの関係

第6回 政治的な冬の時代（1）シューベルト『冬の旅』

第7回 政治的な冬の時代（2）カスパー・ダーヴィト・フリードリヒの絵画

第8回 政治的な冬の時代（3）ハイネ『ドイツ冬物語』

第9回 音楽家と文学サロン（シューベルティアーデに見る市民社会と芸術）

第10回 ロマン派のテーマ（1）愛

第11回 ロマン派のテーマ（2）憧れ

第12回 ロマン派のテーマ（3）女性（シューマン『女の愛と生涯』とシャミッソーの詩）

第13回 シューマンとクララ・シューマン

第14回 シューマン『子どもの情景』

第15回 まとめ

準備学習（予習・復習）
予め指示したテクストについて課題にそって準備を行っておくこと。ほぼ2時間程度が必要です。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
共通テクストを読解し、音楽や絵画の分析に関しては関連文献も参考にして、まずはグループ内で自分の考察結果を発表し、さら
に全体ミーティングで議論を行います。

課題（試験やレポート等）に対するフィードバック

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
遠隔の場合も同じ授業方法をとります。

中間テスト

レポート 50

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



毎回の授業での課題については、授業内でコメントを行います。学期末レポートについては、コメントを付して返却します。

授業中に指示します。

授業中に指示します。

最初の授業に出席してください。

webclassのメール機能を使用。

参考文献コメント

履修上の注意

その他

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350301106 科目ナンバリング 035B321

講義名 文学・文化コース　専門演習（６）

英文科目名 Advanced Seminar: in Literature and Cultural Studies

担当者名 大貫　敦子

時間割 第２学期 火曜日 ２時限 遠隔授業

文学・絵画・音楽から考える文化と社会（2）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

文学・音楽・絵画で共通して扱われた特定のテーマについて、個々の作品にそって分析をすすめ、それぞれの時代における社会
の特性がいかに芸術に表現されているかを考察します。

到達目標

19世紀後半から20世紀初頭におけるドイツ語圏の社会状況と文化との関係を習得し、各自の関心にそったテーマを考え、それに
ついて文献を検索し、発表できるようになることを目標とします。

第1回 イントロダクション（19後半～20世紀を扱う上での着眼点）

授業内容

実施回 内容

第2回 民衆的なものへの関心

第3回 フンパーディンク『ヘンゼルとグレーテル』

第4回 民謡の再発見：ブラームス

第5回 民謡の再発見：ブラームス（『大学祝典序曲』における学生歌の取り入れ）

第6回 民謡の再発見：マーラー『少年の不思議な角笛』

第7回 民謡の再発見：『少年の不思議な角笛』の由来

第8回 東洋への関心：マーラー『大地の歌』

第9回 音楽におけるオリエンタリズム

第10回 絵画におけるオリエンタリズム

第11回 女性をめぐる表象（サロメのテーマによる絵画作品：フランツ・フォン・シュトゥック他）

第12回 女性をめぐる表象：リヒャルト・シュトラウス『サロメ』（作品概要）

第13回 女性をめぐる表象：リヒャルト・シュトラウス『サロメ』（作品分析）

第14回 女性の社会進出と女性の表象の変化

第15回 まとめ

準備学習（予習・復習）
授業準備として課題を出しておきますので、授業までに必ず課題を書いておいてください。予習の準備はほぼ2時間必要です。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
共通テクストを扱う授業では、事前に課題にそって準備をして、グループワークでまずは全員にミニ発表をしていただきます。その
後の全体ミーティングで議論をします。また各自の関心に応じて発表をしていただきます。

課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
毎回の授業での課題については、授業内でコメントします。学期末レポートは、コメントを付して返却します。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
対面授業と同じ方法です。

中間テスト

レポート 50

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



著作権に留意のうえで配布します。

授業中に指示します。

第1回目の授業にかならず出席してください。欠席の場合には、事前に連絡を送ってください。

webclassのメール機能を使用してください。

参考文献コメント

履修上の注意

その他

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U3503011Z1 科目ナンバリング 035B321

講義名 ◇文学・文化コース　専門演習

英文科目名 Advanced Seminar: in Literature and Cultural Studies

担当者名 大貫　敦子

時間割 第１学期 金曜日 ２時限 遠隔授業

文化学の観点から考察する文学作品（1）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

文学作品はそれぞれの時代の社会との密接な関係を持っています。社会的文脈を切り離して、作品だけを扱ういわゆる作品内在
解釈という視点とは異なって、文学作品を時代の文化の複合的な要素のなかで考察する文化学という観点について学び、この観
点から具体的に作品を読み解いていく試みを行います。どの作品を取り上げるかは、参加者の関心を考慮した上で決定します。

到達目標

文化学の視点とその方法の特徴を知るとともに、その方法を具体的に作品分析に応用することができるようになることを目標としま
す。

第1回 イントロダクション

授業内容

実施回 内容

第2回 文化学という方法（1）複数の方法論の比較

第3回 文化学という方法（2）文化学の特徴

第4回 文化学という方法（3）文化を複合的に見るということ

第5回 作品分析（1）

第6回 作品分析（2）

第7回 作品分析（3）

第8回 作品分析（4）

第9回 作品分析（5）

第10回 作品分析（6）

第11回 作品分析（7）

第12回 作品分析（8）

第13回 作品分析（9）

第14回 作品分析（10）

第15回 まとめ

準備学習（予習・復習）
あらかじめ指定した範囲のテクストの予習（要約も含む）。およそ2時間の予習を求めます。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
演習方式で行います。

毎回の授業で扱うテクストの範囲について、まずは要約をしていただきます。その後で理解度に応じて、精読を行います。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型で行います。内容は対面授業と同様です。

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 100

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
毎回指定するテクスト範囲については、授業内でコメントを行います。

授業への出席態度、特に積極性を重視します。
本授業は大学院・学部共通の授業ですが、学部生の成績評価は大学院生とは違う基準で行います。　

テクストは授業中に指示をします。

授業中に指示します。

欠席する場合には、連絡をしてください。また欠席した場合には、課題を提出してください。

参考文献コメント

その他

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U3503011Z2 科目ナンバリング 035B321

講義名 ◇文学・文化コース　専門演習

英文科目名 Advanced Seminar: in Literature and Cultural Studies

担当者名 大貫　敦子

時間割 第２学期 金曜日 ２時限 遠隔授業

文化学の観点から考察する文学作品（2）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

第1学期に学んだ文化学的分析方法を、具体的な作品に応用して作品分析を行います。また各自でテーマを決めて、発表をして
いただきます。

到達目標

文化学的方法論について学び、それを実際の作品分析に応用することができるようになることを目標とします。

第1回 イントロダクション

授業内容

実施回 内容

第2回 文化学的方法論の復習（1）

第3回 文化学的方法論の復習（2）

第4回 文化学的方法論による作品分析事例（文献読解−1）

第5回 文化学的方法論による作品分析事例（文献読解−2）

第6回 文化学的方法論による作品分析事例（文献読解−3）

第7回 文化学的方法論による作品分析事例（文献読解−4）

第8回 文化学的方法論による作品分析事例（文献読解−5）

第9回 文化学的方法論による作品分析事例（文献読解−6

第10回 文化学的方法論による作品分析事例（文献読解−7）

第11回 文化学的方法論による作品分析事例（文献読解−8）

第12回 文化学的方法論による作品分析事例（文献読解−9）

第13回 受講者による発表（1）

第14回 受講者による発表（2）

第15回 まとめ

準備学習（予習・復習）
予め指示した範囲のテクストの予習（要約も含む）。2時間程度の予習が必要です。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
まずは該当部分についての要約を行っていただきます。理解度に応じて精読を行います。

テクスト読解に関しては、要約を含めて準備しておいてください。

本授業は大学院・学部共通の授業ですが、学部生の成績評価は大学院生とは違う基準で行います。　

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型オンラインの授業とします。内容的には対面授業と同様です。

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 100

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
指定された箇所についての発表は、授業中にコメントをします。

使用テクストについては授業中に指示します。

参考文献は授業中に指示します。
参考文献コメント

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U3503011Z3 科目ナンバリング 035B321

講義名 ◇文学・文化コース　専門演習

英文科目名 Advanced Seminar: in Literature and Cultural Studies

担当者名 PEKAR，　Thomas

時間割 第１学期 火曜日 ２時限 遠隔授業

Kafkas Erzählungen

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

"Das Urteil" und andere Erzählungen Kafkas in Modellanalysen
Kafkas relativ kurze Erzählung "Das Urteil" (1913) ist ein rätselhafter, aber gleichwohl für Kafkas Werk überhaupt äußerst 
wichtiger Text. Diese Erzählung soll zunächst, im Zusammenhang mit Kafkas "Brief an den Vater" (1919), gelesen und analysiert 
werden. In einem zweiten Schritt werden am "Urteil" verschiedene Interpretationsmodelle ausprobiert (z.B. hermeneutische, 
strukturalistische, sozialgeschichtliche, psychoanalytische, intertextuelle, dekonstruktivistische), um so zum einen diese 
literaturtheoretischen Ansätze kennenzulernen, zum anderen die Vieldimensionalität von Kafkas Text zu erkennen.

到達目標

Die Studierenden lernen grundlegende Texte zum Verständnis von Kafkas Werk kennen und erwerben Kenntnisse in 
verschiedenen literaturtheoretischen Zugängen zum Verständnis von Literatur. Dadurch wird ein Bewusstsein davon erzeugt, 
was Methodenpluralismus bedeutet und was er leisten kann.

第1回 Einführung: Kafka und seine Zeit

授業内容

実施回 内容

第2回 Kafkas Biografie

第3回 "Das Urteil" - Lektüre und Verständnis

第4回 "Das Urteil" - Lektüre und Verständnis

第5回 "Das Urteil" - Lektüre und Verständnis

第6回 "Das Urteil" - Lektüre und Verständnis

第7回 "Das Urteil" - Lektüre und Verständnis

第8回 Kafkas "Brief an den Vater" - Vorstellung

第9回 "Brief an den Vater" - Lektüre und Verständnis

第10回 "Brief an den Vater" - Lektüre und Verständnis

第11回 "Brief an den Vater" - Lektüre und Verständnis

第12回 "Brief an den Vater" - Lektüre und Verständnis

第13回 "Brief an den Vater" - Lektüre und Verständnis

第14回 Test / Abschlussprüfung

第15回 Nachbereitung

準備学習（予習・復習）
Lektüre der Texte zu Hause; Vorbereitung der Seminarpräsentation

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
Gemeinsame Textlektüre, Gruppendiskussionen, Einzelvorträge

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Gemeinsame Textlektüre, Gruppendiskussionen (in break out rooms), Einzelvorträge

中間テスト

レポート 40

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 30

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期) 30

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Der Seminarleiter bespricht die Vorträgen intensiv mit den Studierenden vor und nach der Präsentation. Über andere Fragen des 
Seminars (zum Beispiel die Diskussionsbeteiligung und das Testergebnis) kann jederzeit mit dem Seminarleiter gesprochen 
werden, in seinen Sprechstunden oder auch nach den Sitzungen.

Jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin am Kurs soll einen ausführlichen Vortrag (eine Präsentation) halten, regelmäßig am 
Unterricht teilnehmen, sich an der Diskussion beteiligen und den Test mitschreiben bzw. an der Abschlussprüfung teilnehmen. 
Die Leistungsbewertung setzt sich aus den Teilen (Präsentation, Teilnahme am Unterricht, Prüfungsergebnis) zusammen.
本授業は大学院・学部共通の授業ですが、学部生の成績評価は大学院生とは違う基準で行います。　

成績評価コメント

その他(備考欄を参照)

Alle Texte werden als Kopien ausgegeben.

Alle Texte werden als Kopien ausgegeben.
参考文献コメント

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U3503011Z4 科目ナンバリング 035B321

講義名 ◇文学・文化コース　専門演習

英文科目名 Advanced Seminar: in Literature and Cultural Studies

担当者名 PEKAR，　Thomas

時間割 第２学期 火曜日 ２時限 遠隔授業

Kafkas Erzählungen

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

"Das Urteil" und andere Erzählungen Kafkas in Modellanalysen
Kafkas relativ kurze Erzählung "Das Urteil" (1913) ist ein rätselhafter, aber gleichwohl für Kafkas Werk überhaupt äußerst 
wichtiger Text. Diese Erzählung soll zunächst, im Zusammenhang mit Kafkas "Brief an den Vater" (1919), gelesen und analysiert 
werden. In einem zweiten Schritt werden am "Urteil" verschiedene Interpretationsmodelle ausprobiert (z.B. hermeneutische, 
strukturalistische, sozialgeschichtliche, psychoanalytische, intertextuelle, dekonstruktivistische), um so zum einen diese 
literaturtheoretischen Ansätze kennenzulernen, zum anderen die Vieldimensionalität von Kafkas Text zu erkennen.

到達目標

Die Studierenden lernen grundlegende Texte zum Verständnis von Kafkas Werk kennen und erwerben Kenntnisse in 
verschiedenen literaturtheoretischen Zugängen zum Verständnis von Literatur. Dadurch wird ein Bewusstsein davon erzeugt, 
was Methodenpluralismus bedeutet und was er leisten kann.

第1回 Wiederholung der Ergebnisse aus dem ersten Semester

授業内容

実施回 内容

第2回 Literaturwissenschaftliche Methoden in Anwendung auf Kafkas Texte

第3回 Sozialgeschichte der Literatur I

第4回 Sozialgeschichte der Literatur II

第5回 Psychoanalytische Literaturinterpretation I

第6回 Psychoanalytische Literaturinterpretation II

第7回 Gender Studies I

第8回 Gender Studies II

第9回 Diskursanalyse I

第10回 Diskursanalyse II

第11回 Intertextualität I

第12回 Intertextualität II

第13回 Übersicht über den Methodenpluralismus

第14回 Test / Abschlussprüfung

第15回 Nachbereitung

準備学習（予習・復習）
Lektüre der Texte zu Hause, Vorbereitung der Seminarpräsentation

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
Gemeinsame Textlektüre, Gruppendiskussionen, Einzelvorträge

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Gemeinsame Textlektüre, Gruppendiskussionen (in break out rooms), Einzelvorträge, Film- und Audio-Beispiele

中間テスト

レポート 40

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 30

学年末試験(第2学期) 30

学期末試験(第１学期)

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Der Seminarleiter bespricht die Vorträge intensiv mit den Studierenden vor und nach der Präsentation. Über andere Fragen des 
Seminars (zum Beispiel die Diskussionsbeteiligung und das Testergebnis) kann jederzeit mit dem Seminarleiter gesprochen 
werden, in seinen Sprechstunden oder auch nach den Sitzungen.

Jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin am Kurs soll einen ausführlichen Vortrag (eine Präsentation) halten, regelmäßig am 
Unterricht teilnehmen, sich an der Diskussion beteiligen und den Test mitschreiben bzw. an der Abschlussprüfung teilnehmen. 
Die Leistungsbewertung setzt sich aus den Teilen (Präsentation, Teilnahme am Unterricht, Prüfungsergebnis) zusammen.
本授業は大学院・学部共通の授業ですが、学部生の成績評価は大学院生とは違う基準で行います。　

成績評価コメント

その他(備考欄を参照)

Alle Texte werden als Kopien ausgegeben.

Alle Texte werden als Kopien ausgegeben.
参考文献コメント

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350302101 科目ナンバリング 035B331

講義名 現代地域事情コース　専門演習（１）

英文科目名 Advanced Seminar in Contemporary Area Studies

担当者名 岡村　りら

時間割 第１学期 火曜日 ４時限 遠隔授業

日独比較政策１　（福島から10年）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

福島の原発事故から今年で10年となります。私たち日本人が思っている以上に、今でもドイツでは「福島」のことが話題となります。
もし今、ドイツ人に「福島」について聞かれたら、あなたは、どれだけのことが説明出来ますか？
学期の前半はドイツ語で書かれた「福島」についての記事等を読み、「福島」がドイツあるいはドイツ語圏でどのように伝えられてい
るかについて分析します。学期の後半は、その知識を前提に、受講生はプレゼンテーション（日本語/ドイツ語どちらでも可）を行い
ます。

到達目標

ドイツ語圏を中心とした海外では「福島」がどのように報道されているかを分析、理解し、事故からの10年、そして現在の「福島」をド
イツや海外に「分かりやすく伝える」ことを目標とします。

第1回 ガイダンス

授業内容

実施回 内容

第2回 担当者によるレクチャー/テクスト分析

第3回 テクスト分析

第4回 テクスト分析

第5回 テクスト分析

第6回 テクスト分析

第7回 テクスト分析/発表・討論

第8回 テクスト分析/発表・討論

第9回 テクスト分析/発表・討論

第10回 テクスト分析/発表・討論

第11回 テクスト分析/発表・討論

第12回 テクスト分析/発表・討論

第13回 テクスト分析/発表・討論

第14回 テクスト分析/発表・討論

第15回 総括

準備学習（予習・復習）
指定されたテキストを予習し、授業で扱った内容に関して各自フォローアップを行ってください。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
演習

扱うテクスト/記事は最初の授業で配布します。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Zoom

中間テスト

レポート

小テスト 30

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 20

その他(備考欄を参照) 50

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目

％



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業前後の面談およびメールで対応します。

授業への貢献度（テクストをきちんと理解しているか、自ら関心を広げ、質問・意見交換を活発に行っているか）
発表（調べ学習とならないよう、時間内に問題提起・論証をきちんと行えているか）
小テスト（授業で取り扱った内容をきちんと理解しているか）
という点を中心に総合的に評価します。

成績評価コメント

適宜、授業内で指示します。

発表の内容によって、適宜、授業内で指示します。

授業の進め方、テーマは、履修者の数によって変更する可能性があります。
第一回目の授業に必ず出席してください。

参考文献コメント

履修上の注意

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350302102 科目ナンバリング 035B331

講義名 現代地域事情コース　専門演習（２）

英文科目名 Advanced Seminar in Contemporary Area Studies

担当者名 岡村　りら

時間割 第２学期 火曜日 ４時限 遠隔授業

日独比較政策２　(日独エネルギー政策）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

2学期は1学期で得た知識を発展させ、日独のエネルギー政策について比較考察をします。学期の前半は、ドイツのEnergiewende
（エネルギー転換）に関して、教員の講義とドイツ語資料の分析によって、エネルギー問題に関しての知識を深めます。学期の後半
は、その知識を前提に、受講生はプレゼンテーション（日本語/ドイツ語どちらでも可）を行います。発表の内容は、「日独のエネル
ギー政策の比較」を予定しています。

到達目標

エネルギー政策は、国家の最重要課題の一つです。ドイツの現状を分析・理解し、ドイツとの比較を通じて、日本のエネルギー政
策に関しても理解し、また今後の展望についても自分の意見を持てるようにすることを目標とします。

第1回 ガイダンス

授業内容

実施回 内容

第2回 担当者によるレクチャー/テクスト分析

第3回 担当者によるレクチャー/テクスト分析

第4回 担当者によるレクチャー/テクスト分析

第5回 テクスト分析

第6回 テクスト分析

第7回 テクスト分析/発表・討論

第8回 テクスト分析/発表・討論

第9回 テクスト分析/発表・討論

第10回 テクスト分析/発表・討論

第11回 テクスト分析/発表・討論

第12回 テクスト分析/発表・討論

第13回 テクスト分析/発表・討論

第14回 テクスト分析/発表・討論

第15回 総括

準備学習（予習・復習）
指定されたテキストを予習し、授業で扱った内容に関して各自フォローアップを行ってください。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
演習

扱うテクスト/記事は最初の授業で配布します。

成績評価の方法・基準

授業計画コメント

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Zoom

中間テスト

レポート

小テスト 30

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 20

その他(備考欄を参照) 50

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目

％



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業前後の面談およびメールで対応します。

授業への貢献度（テクストをきちんと理解しているか、自ら関心を広げ、質問・意見交換を活発に行っているか）
発表（調べ学習とならないよう、時間内に問題提起・論証をきちんと行えているか）
小テスト（授業で取り扱った内容をきちんと理解しているか）
という点を中心に総合的に評価します。

成績評価コメント

適宜、授業内で指示します。

発表の内容によって、適宜、授業内で指示します。

授業の進め方、テーマは、履修者の数によって変更する可能性があります。
第一回目の授業に必ず出席してください。

参考文献コメント

履修上の注意

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350302103 科目ナンバリング 035B331

講義名 現代地域事情コース　専門演習（３）

英文科目名 Advanced Seminar in Contemporary Area Studies

担当者名 伊藤　白

時間割 第１学期 金曜日 ４時限 遠隔授業

データで比べる戦後ドイツと日本（１）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

再生可能エネルギー先進国、残業ゼロの国、移民・難民に寛容な国、過去に対して真剣に責任を取る国、としばしば理想郷のよう
に語られるドイツ。その一方で、実はドイツはうまくいっていないと揶揄する声も聞かれます。現実はどこにあるのでしょうか。国際比
較は容易ではありませんが、データを用いてファクトチェックを行いながら可能な限り現実に迫り、さらには日本との比較を試みま
す。1学期はエネルギー政策と労働政策を主な対象とします。

到達目標

専門的なドイツ語で書かれた統計書を、用語を理解しまた文法的に正確に理解しながら読めるようになること。
日独のエネルギー政策・労働政策について基礎的な知識を得るとともに、この分野の諸問題について自分の意見を持つことができ
るようになること。

第1回 イントロダクション

授業内容

実施回 内容

第2回 エネルギー政策：気候変動・CO2排出

第3回 エネルギー政策：原子力発電

第4回 エネルギー政策：再生可能エネルギー

第5回 エネルギー政策：電気料金

第6回 エネルギー政策：輸出入

第7回 エネルギー政策：学生発表

第8回 労働政策：労働時間

第9回 労働政策：残業

第10回 労働政策：育児休業

第11回 労働政策：賃金

第12回 労働政策：社会保障

第13回 労働政策：学生発表

第14回 総括

第15回 理解度確認

準備学習（予習・復習）
毎週ドイツ語のテキストを精読してきてもらいます。その際、そのテキストに含まれた専門用語を調べるとともに、同様の内容の日本
及び世界の状況を調査してきてもらいます。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
演習形式で、グループワークを重視します。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom使用）で、LMS（WebClass）で教材や資料を配信・配布します。
全面的に対面式授業が実施されるようになった場合は、対面式で行います。
演習形式で、グループワークを重視します。

中間テスト

レポート 40

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 60

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートにはコメントを付けて返却します。

その他(備考欄を参照)

授業中に指示します。

第１回目の授業に出席すること。
履修上の注意

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350302104 科目ナンバリング 035B331

講義名 現代地域事情コース　専門演習（４）

英文科目名 Advanced Seminar in Contemporary Area Studies

担当者名 伊藤　白

時間割 第２学期 金曜日 ４時限 遠隔授業

データで比べる戦後ドイツと日本（2）

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

再生可能エネルギー先進国、残業ゼロの国、移民・難民に寛容な国、過去に対して真剣に責任を取る国、としばしば理想郷のよう
に語られるドイツ。その一方で、実はドイツはうまくいっていないと揶揄する声も聞かれます。現実はどこにあるのでしょうか。国際比
較は容易ではありませんが、データを用いてファクトチェックを行いながら可能な限り現実に迫り、さらには日本との比較を試みま
す。２学期は移民政策と「過去の克服」をめぐる政策を主な内容とします。

到達目標

専門的なドイツ語で書かれた統計書を、用語を理解しまた文法的に正確に理解しながら読めるようになること。
日独の移民政策、「過去の克服」をめぐる諸政策について基礎的な知識を得るとともに、この分野の諸問題について自分の意見を
持つことができるようになること。

第1回 イントロダクション

授業内容

実施回 内容

第2回 移民・難民：人口・家族政策

第3回 移民・難民：ガストアルバイター

第4回 移民・難民：難民

第5回 移民・難民：犯罪

第6回 移民・難民：移民・難民をめぐる世論

第7回 移民・難民：学生発表

第8回 「過去の克服」をめぐる政策：数字で見る第二次世界大戦

第9回 「過去の克服」をめぐる政策：国交回復

第10回 「過去の克服」をめぐる政策：戦後賠償

第11回 「過去の克服」をめぐる政策：教育・記憶の文化

第12回 「過去の克服」をめぐる政策：「過去の克服」をめぐる世論

第13回 「過去の克服」をめぐる政策：学生発表

第14回 総括

第15回 理解度確認

準備学習（予習・復習）
毎週ドイツ語のテキストを精読してきてもらいます。その際、そのテキストに含まれた専門用語を調べるとともに、同様の内容の日本
及び世界の状況を調査してきてもらいます。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
演習形式で、グループワークを重視します。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
同時配信型（Zoom使用）で、LMS（WebClass）で教材や資料を配信・配布します。
全面的に対面式授業が実施されるようになった場合は、対面式で行います。
演習形式で、グループワークを重視します。

中間テスト

レポート 40

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 60

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートにはコメントを付けて返却します。

その他(備考欄を参照)

授業中に指示します。

第１回目の授業に出席すること。
履修上の注意

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350302105 科目ナンバリング 035B331

講義名 現代地域事情コース　専門演習（５）

英文科目名 Advanced Seminar in Contemporary Area Studies

担当者名 島村　賢一

時間割 第１学期 水曜日 １時限 遠隔授業

グローバル時代における現代ドイツ社会と時事問題のドイツ語

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

この授業では現代ドイツ社会の特質をグローバル化との関連で考察する。ドイツの社会学者ウルリッヒ・ベックの邦訳書『世界リスク
社会論』から理論的示唆を得て、グローバル社会における国民国家とその社会の変容のもつ意味を洞察する。さらにドイツの代表
的なメディアに掲載された記事（独語）を講読し、ドイツの政治や経済や社会や文化の基本的な知識を習得し、時事問題のドイツ語
理解を深める。これらを踏まえ、受講生各自が興味をもったドイツ語圏の問題についてリサーチし、各自が報告を行う。各報告の後
には質疑応答の時間を設け、ディスカッションを行う。

到達目標

1.現代ドイツ社会を理解する上で必要となるグローバル化についての基本的な社会学的概念を把握し、駆使できるようになる。 2.
時事問題に関するドイツ語に習熟し、ドイツの各種メディアに用いられている文章を正確に迅速に読めるようになる。3.自分の興味
をもった時事問題に関して、情報を収集し、分析し、適切に報告ができるようになる。

第1回 ガイダンス、現代ドイツ社会とグローバル化に関する基礎論

授業内容

実施回 内容

第2回 ウルリッヒ・ベックのリスク社会論(1) リスクと危険

第3回 ウルリッヒ・ベックのリスク社会論(2)第1の近代と第2の近代、個人化

第4回 ウルリッヒ・ベックのリスク社会論(3)世界開放国家と監視国家、テロと戦争

第5回 ウルリッヒ・ベックのリスク社会論(4)生態系の危機と環境破壊

第6回 現代ドイツの時事問題に関する記事の講読(1)

第7回 現代ドイツの時事問題に関する記事の講読(2)

第8回 現代ドイツの時事問題に関する記事の講読(3)

第9回 現代ドイツの時事問題に関する記事の講読(4)

第10回 現代ドイツの時事問題に関する記事の講読(5)

第11回 現代ドイツの時事問題に関する記事の講読(6)

第12回 受講生による時事問題に関するレポート発表(1)

第13回 受講生による時事問題に関するレポート発表(2)

第14回 授業のまとめ、テスト

第15回 振り返り

準備学習（予習・復習）
・授業前に予め教科書や講読予定文章の該当箇所を読み、不明な点をまとめておくこと（1～2時間）。・授業時に受けた指摘事項
を復習すること（1～2時間）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
第1回～第5回の授業は講義、第6回以降は演習。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
第1回～第5回の授業はWebClassによるオンデマンド授業、第6回以降はzoomによるオンライン授業。

中間テスト

レポート 40

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 30

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期) 30

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートについては各自発表時にこちらからコメントをする。テストについては、テスト後にこちらから模範解答を呈示し、解説をす
る。

レポートはレポートとしての形式を踏まえているかということをチェックする（詳細については授業時に指摘する）。小テストは授業時
に習得した基本的知識を確認するためのものである。遠隔授業になった場合はWebClassによるレポート提出と期末小テストを行う。

成績評価コメント

その他(備考欄を参照)

世界リスク社会論：ちくま学芸文庫,ウルリッヒ・ベック,筑摩書房,第3,2010,978-4-480-09310-3

上記の本以外は、授業時に逐次、プリントを配布する。

授業時に逐次、紹介する。
参考文献コメント

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350302106 科目ナンバリング 035B331

講義名 現代地域事情コース　専門演習（６）

英文科目名 Advanced Seminar in Contemporary Area Studies

担当者名 島村　賢一

時間割 第２学期 水曜日 １時限 遠隔授業

欧州統合とEUの歴史から見た戦後ドイツの歩み

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

この授業では欧州統合とEUの歴史との関連でドイツの戦後史を考察する。最初に戦後の独仏の和解に焦点をあて、さらにEUの母
体であるECSC、前身であるEEC、ECについても考察する。また戦後ドイツの過去の克服の歴史についても日本と比較しながら学
習する。そしてドイツの社会学者ウルリッヒ・ベックの邦訳書『ユーロ消滅？』を講読し、EUにおける支配力を強めるドイツの位置づ
けについて社会学的な分析をする。さらにドイツの各メディアに掲載された記事（独語）を講読し、時事問題のドイツ語の基本知識
を習得する。これらを踏まえ、受講生各自が興味をもった問題についてリサーチし、各自が報告を行う。各報告の後には質疑応答
の時間を設け、ディスカッションを行う。

到達目標

1.欧州におけるドイツの位置付けを理解する上で必要となる戦後独仏の関係史、欧州統合の歴史の基本的知識を習得する。2.EU
とドイツとの関係を社会学的に分析できるようになる。 3.時事問題に関するドイツ語に習熟し、ドイツの各種メディアに用いられてい
る文章を正確に迅速に読めるようになる。4.自分の興味をもった時事問題に関して、情報を収集し、分析し、適切に報告ができるよ
うになる。

第1回 ガイダンス、後欧州の統合の歴史ーECSC、EEC、EC、EU

授業内容

実施回 内容

第2回 ベックの『ユーロ消滅？』(1)ユーロ危機と欧州分断

第3回 ベックの『ユーロ消滅？』(2)欧州の新たな権力構造、欧州のための社会契約

第4回 第2次大戦後のドイツの過去の克服

第5回 現代ドイツと欧州の時事問題に関する記事の講読(1)

第6回 現代ドイツと欧州の時事問題に関する記事の講読(2)

第7回 現代ドイツと欧州の時事問題に関する記事の講読(3)

第8回 現代ドイツと欧州の時事問題に関する記事の講読(4)

第9回 現代ドイツと欧州の時事問題に関する記事の講読(5)

第10回 現代ドイツと欧州の時事問題に関する記事の講読(6)

第11回 現代ドイツと欧州の時事問題に関する記事の講読(7)

第12回 受講生による時事問題に関するレポート発表(1)

第13回 受講生による時事問題に関するレポート発表(2)

第14回 授業のまとめ、テスト

第15回 振り返り

準備学習（予習・復習）
・授業前に予め教科書や講読予定文章の該当箇所を読み、不明な点をまとめておくこと（1～2時間）。・授業時に受けた指摘事項
を復習すること（1～2時間）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
第1回～第4回授業は講義、第5回以降は演習。

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
第1回～第4回授業はWebClassによるオンデマンド、第5回以降はzoomによるオンライン授業。

中間テスト

レポート 40

小テスト

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期) 30

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートについては各自発表時にこちらからコメントをする。小テストについては、テスト後にこちらから模範解答を呈示し、解説をす
る。

レポートはレポートとしての形式を踏まえているかということをチェックする（詳細については授業時に指摘する）。テストは授業時に
習得した基本的知識を確認するためのものである。遠隔授業の場合にはWebClassによるレポート提出と小テストを行う。

成績評価コメント

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 30

その他(備考欄を参照)

％

ユーロ消滅？,ウルリッヒ・ベック,岩波書店,第1,2013,978-4-00-025418-2

上記の本以外は、授業時に逐次、プリントを配布する。

授業時に逐次、紹介する。
参考文献コメント

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350303101 科目ナンバリング 035B501

講義名 通訳・翻訳者養成演習（基礎）（１）

英文科目名 Training Seminar: for Interpreter and Translator (Basic Class)

担当者名 BEIER－TAGUCHI　Diana

時間割 第１学期 火曜日 ２時限 遠隔授業

Deutsch kommunikativ

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

Im Mittelpunkt des Kurses stehen die Themen "Zeit und Zeitgefühl", "Männer - Frauen - Paare" und "Schule". Es wird geübt, 
sich zu diesen Texten mündlich und schriftlich auszudrücken.

到達目標

Geübt wird der mündliche und schriftliche Ausdruck. Außerdem werden Texte gehört und gelesen. Nach Möglichkeit werden 
Vergleiche zwischen Japan und den deutschsprachigen Ländern gezogen. Weiterhin geht es darum zu lernen, wie man Lücken in 
einer Fremdsprache schließt.

第1回 Einführung Themenkreis "Zeit und Zeitgefühl"

授業内容

実施回 内容

第2回 Fortführung Themenkreis "Zeit und Zeitgefühl"  (Zeit und Lebenszeit)

第3回 Fortführung Themenkreis "Zeit und Zeitgefühl" (Die Geschichte des  Brandenburgertors)

第4回 Fortführung Themenkreis "Zeit und Zeitgefühl" (Reiseführer)

第5回 Fortführung Themenkreis "Zeit und Zeitgefühl" (Zeitungstext)

第6回 Fortführung Themenkreis "Zeit und Zeitgefühl"  (Gedicht von Goethe)

第7回 Einführung Themenkreis "Männer - Frauen - Paare"

第8回 Fortführung Themenkreis  "Männer - Frauen - Paare" (Rollenklischees)

第9回 Fortführung Themenkreis  "Männer - Frauen - Paare" (Partnerschaft)

第10回 Fortführung Themenkreis  "Männer - Frauen - Paare" (Das 4 -Ohren-Modell der Kommunikation)

第11回 Fortführung Themenkreis "Männer - Frauen - Paare" (Zeitschriftenartikel)

第12回 Einführung Themenkreis "Schule und lernen"

第13回 Fortführung Themenkreis  "Schule und lernen" (Schule und Schulsystem in Deutschland)

第14回 Klausur (Summing up)

第15回 Zusatzübung (Independent research)

準備学習（予習・復習）
Vokabeln müssen immer gelernt werden. Hausaufgaben.

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
Seminar im Klassenzimmer

成績評価の方法・基準

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
Online-Teaching

中間テスト 40

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 20

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期) 40

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Bei der Rückgabe wird kommentiert.

Aktive Teilnahme, Hausaufgaben

studio [21] B1,Hermann Funk / Christina Kuhn u. a.,Cornelsen,2015,978-3-06-520599-3

教科書は、学年始めのガイダンスでの学科の指示に従って購入してください。

通訳・翻訳者養成演習（基礎）３とセットで履修すること。
第１回目の授業に必ず出席すること。
受講条件を満たさない場合には、受講できません。ガイダンスの際に行う説明に従って、必ず指定期日までに申込みを行ってくだ
さい。

履修上の注意

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350303102 科目ナンバリング 035B501

講義名 通訳・翻訳者養成演習（基礎）（２）

英文科目名 Training Seminar: for Interpreter and Translator (Basic Class)

担当者名 BEIER－TAGUCHI　Diana

時間割 第２学期 火曜日 ２時限 遠隔授業

Deutsch kommunikativ

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

Im Mittelpunkt des Kurses stehen die Themen "Schule", "Verhaltensregeln" und "Migration". Es wird geübt, sich zu diesen 
Texten mündlich und schriftlich auszudrücken.

到達目標

Geübt wird der mündliche und schriftliche Ausdruck. Außerdem werden Texte gehört und gelesen. Nach Möglichkeit werden 
Vergleiche zwischen Japan und den deutschsprachigen Ländern gezogen. Weiterhin geht es darum zu lernen, wie man Lücken in 
einer Fremdsprache schließt.

第1回 Fortführung Themenkreis  "Schule und lernen" (Berufe in der Schule)

授業内容

実施回 内容

第2回 Fortführung Themenkreis  "Schule und lernen" (Bildungswege)

第3回 Fortführung Themenkreis  "Schule und lernen" (Lernnote)

第4回 Einführung Themenkreis "Verhaltensregeln"

第5回 Fortführung Themenkreis "Verhaltensregeln" (Pleiten, Pech und Pannen 1)

第6回 Fortführung Themenkreis "Verhaltensregeln" (Pleiten, Pech und Pannen 2)

第7回 Fortführung Themenkreis "Verhaltensregeln" (Knigge interkulturell)

第8回 Fortführung Themenkreis "Verhaltensregeln" (Konflikte)

第9回 Einführung Themenkreis "Migration"

第10回 Fortführung Themenkreis  "Migration" (Ein- und Auswanderungsland Deutschland)

第11回 Fortführung Themenkreis  "Migration" (Migrationsgründe)

第12回 Fortführung Themenkreis  "Migration" (Auswanderungsgeschichten)

第13回 Fortführung Themenkreis "Migration" (Film "Solino")

第14回 Klausur (Summing up)

第15回 Zusatzübung (Independent research)

準備学習（予習・復習）
Vokabeln müssen immer gelernt werden. Hausaufgaben.

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
Seminar im Klassenzimmer

成績評価の方法・基準

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
Online-Teaching

中間テスト 40

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 20

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期) 40

学期末試験(第１学期)

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Bei der Rückgabe wird kommentiert.

Aktive Teilnahme, Hausaufgaben

studio [21] B1,Hermann Funk / Christina Kuhn u. a.,Cornelsen,2015,978-3-06-520599-3

教科書は、学年始めのガイダンスでの学科の指示に従って購入してください。

通訳・翻訳者養成演習（基礎）４とセットで履修すること。
第１回目の授業に必ず出席すること。
受講条件を満たさない場合には、受講できません。ガイダンスの際に行う説明に従って、必ず指定期日までに申込みを行ってくだ
さい。

履修上の注意

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350303103 科目ナンバリング 035B501

講義名 通訳・翻訳者養成演習（基礎）（３）

英文科目名 Training Seminar: for Interpreter and Translator (Basic Class)

担当者名 IHLOW，　Uwe

時間割 第１学期 木曜日 ２時限 遠隔授業

Deutsch kommunikativ

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

Im Mittelpunkt des Kurses stehen die Themen "Alltagsprobleme", "Arbeit im Wandel" und "Klima und Umwelt". Es wird geübt, 
sich zu diesen Texten mündlich und schriftlich auszudrücken.

到達目標

Geübt wird der mündliche und schriftliche Ausdruck. Außerdem werden Texte gehört und gelesen. Nach Möglichkeit werden 
Vergleiche zwischen Japan und den deutschsprachigen Ländern gezogen. Weiterhin geht es darum zu lernen, wie man Lücken in 
einer Fremdsprache schließt.

第1回 Einführung Themenkreis "Alltag"

授業内容

実施回 内容

第2回 Fortführung Themenkreis "Alltag"  (auf der Bank / bei der Polizei)

第3回 Fortführung Themenkreis "Alltag" (Stress im Beruf: Ursachen)

第4回 Fortführung Themenkreis "Alltag" (Stress im Beruf: Strategien)

第5回 Fortführung Themenkreis "Alltag" (Lachen ist gesund)

第6回 Fortführung Themenkreis "Alltag" (Zeitschriftenartikel / Sprichwörter)

第7回 Einführung Themenkreis "Arbeit im Wandel"

第8回 Fortführung Themenkreis "Arbeit im Wandel" (Geschichte einer Region kennenlernen)

第9回 Fortführung Themenkreis "Arbeit im Wandel" (Ruhrgebiet)

第10回 Fortführung Themenkreis "Arbeit im Wandel" (Arbeitsunfälle)

第11回 Fortführung Themenkreis "Arbeit im Wandel" (Zeitschriftenartikel)

第12回 Einführung Themenkreis "Klima und Umwelt"

第13回 Fortführung Themenkreis "Klima und Umwelt" (Klimawandel)

第14回 Klausur (Summing up)

第15回 Zusatzübung (Independent research)

準備学習（予習・復習）
Vokabeln müssen immer gelernt werden. Hausaufgaben.

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
Seminar im Klassenzimmer

成績評価の方法・基準

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
Online-Teaching

中間テスト 40

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 20

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期) 40

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Bei der Rückgabe wird kommentiert.

Aktive Teilnahme, Hausaufgaben

studio [21] B1,Hermann Funk / Christina Kuhn u. a.,Cornelsen,2015,978-3-06-520599-3

教科書は、学年始めのガイダンスでの学科の指示に従って購入してください。

通訳・翻訳者養成演習（基礎）１とセットで履修すること。
第１回目の授業に必ず出席すること。
受講条件を満たさない場合には、受講できません。ガイダンスの際に行う説明に従って、必ず指定期日までに申込みを行ってくだ
さい。

履修上の注意

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350303104 科目ナンバリング 035B501

講義名 通訳・翻訳者養成演習（基礎）（４）

英文科目名 Training Seminar: for Interpreter and Translator (Basic Class)

担当者名 IHLOW，　Uwe

時間割 第２学期 木曜日 ２時限 遠隔授業

Deutsch kommunikativ

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

副題

授業概要

Im Mittelpunkt des Kurses stehen die Themen ”Klima", "Generation" und "Europa". Es wird geübt, sich zu diesen Texten 
mündlich und schriftlich auszudrücken.

到達目標

Geübt wird der mündliche und schriftliche Ausdruck. Außerdem werden Texte gehört und gelesen. Nach Möglichkeit werden 
Vergleiche zwischen Japan und den deutschsprachigen Ländern gezogen. Weiterhin geht es darum zu lernen, wie man Lücken in 
einer Fremdsprache schließt.

第1回 Fortführung Themenkreis "Klima" (Umweltprobleme)

授業内容

実施回 内容

第2回 Fortführung Themenkreis "Klima" (UN-Klimareport)

第3回 Fortführung Themenkreis "Klima" (Zeitungs- und Onlineartikel)

第4回 Einführung Themenkreis "Generationen"

第5回 Fortführung Themenkreis "Generationen" (Kindheit, Jugend, Alter)

第6回 Fortführung Themenkreis "Generationen" (Wohnformen im Alter)

第7回 Einführung Themenkreis "Generationen" (Kinderträume)

第8回 Fortführung Themenkreis "Generationen" (Romanauszug: "Die blauen und die grauen Tage")

第9回 Einführung Themenkreis "Europa"

第10回 Fortführung Themenkreis "Europa" (Wir sind Europa!)

第11回 Fortführung Themenkreis "Europa"  (Die Europäische Union)

第12回 Einführung Themenkreis "Europa" (Euro-Krise)

第13回 Fortführung Themenkreis "Europa" (Europa-Quiz)

第14回 Klausur (Summing up)

第15回 Zusatzübung (Independent research)

準備学習（予習・復習）
Vokabeln müssen immer gelernt werden. Hausaufgaben.

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
Seminar im Klassenzimmer

成績評価の方法・基準

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
Online-Teaching

中間テスト 40

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 20

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期) 40

学期末試験(第１学期)

％

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Bei der Rückgabe wird kommentiert.

Aktive Teilnahme, Hausaufgaben

studio [21] B1,Hermann Funk / Christina Kuhn u. a.,Cornelsen,2015,978-3-06-520599-3

教科書は、学年始めのガイダンスでの学科の指示に従って購入してください。

通訳・翻訳者養成演習（基礎）（２）とセットで履修すること。
第１回目の授業に必ず出席すること。
受講条件を満たさない場合には、受講できません。ガイダンスの際に行う説明に従って、必ず指定期日までに申込みを行ってくだ
さい。

履修上の注意

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350304101 科目ナンバリング 035B502

講義名 通訳・翻訳者養成演習（実践）（１）

英文科目名 Training Seminar: for Interpreter and Translator (Advanced Class)

担当者名 IHLOW，　Uwe

時間割 第１学期 木曜日 ３時限 遠隔授業

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

授業概要

この授業はヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)の評価基準B1の試験に合格している学生、あるいはそれと同程度のドイツ語力のあ
る学生を対象とします。通訳・翻訳者養成演習（実践）(3)の授業と連動して週2回の授業で共通のテクストを使用して進めていきま
すので、できるだけ通訳・翻訳者養成演習（実践）(3)の授業とセットで受講してください。通訳・翻訳者養成演習（実践）(1)では教科
書の奇数課を、通訳・翻訳者養成演習（実践）(3)では偶数課を扱います。受講に関する注意事項については、2年生以上対象のガ
イダンスの際に説明を行いますので、必ずガイダンスに出席し、事前に申し込みを行ってください。

到達目標

ヨーロッパ言語共通参照枠(GER)の評価基準B２試験に合格できるドイツ語力の習得を目指します。B2レベルの試験で必要とされ
るドイツ語力（読解力、文法知識、文章表現力、ヒアリング力の４分野）を、各テーマごとに練習し、各課の最後には理解力のチェッ
クを行います。

第1回 Einführung

授業内容

実施回 内容

第2回 Lektion 1 : Freunde (Lesen)

第3回 Lektion 1 : Freunde (Grammatik)

第4回 Lektion 1 : Freunde (Hören)

第5回 Lektion 1 : Freunde (Schreiben)

第6回 Lektion 3 : Medien (Lesen)

第7回 Lektion 3 : Medien (Grammatik)

第8回 Lektion 3 : Medien (Hören)

第9回 Lektion 3 : Medien (Schreiben)

第10回 Lektion 5 : Körperbewusstsein (Lesen)

第11回 Lektion 5 : Körperbewusstsein (Grammatik)

第12回 Lektion 5 : Körperbewusstsein (Hören)

第13回 Lektion 5 : Körperbewusstsein (Schreiben)

第14回 Referate zu selbst gewählten Themen

第15回 Evaluation

準備学習（予習・復習）
毎回の授業で課題を出しますので、それを次回の授業までに必ず準備しておいてください。（１〜２時間）　

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
Seminar im Klassenzimmer

成績評価の方法・基準

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
Online-Teaching

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照) 50

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％ Hausaufgaben

％ aktive Teilnahme

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出された課題についてはチェックをし、コメントを付記して返却します。

授業への積極的な参加、課題、および各課の最後の理解度チェック課題により評価します。

Sicher ! aktuell B2.1. Kursbuch- und Arbeitsbuch.,Michaela Perlmann-Balme / Susanne Schwalb,Hueber Verlag,2018,978-3-
19-601207-1

教科書は、学年始めのガイダンスでの学科の指示に従って購入してください。

第１回目の授業に必ず出席すること。
受講条件を満たさない場合には、受講できません。ガイダンスの際に行う説明に従って、必ず指定期日までに申込みを行ってくだ
さい。

履修上の注意

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350304102 科目ナンバリング 035B502

講義名 通訳・翻訳者養成演習（実践）（２）

英文科目名 Training Seminar: for Interpreter and Translator (Advanced Class)

担当者名 IHLOW，　Uwe

時間割 第２学期 木曜日 ３時限 遠隔授業

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

授業概要

この授業はヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)の評価基準B1の試験に合格している学生、あるいはそれと同程度のドイツ語力のあ
る学生を対象とします。通訳・翻訳者養成演習（実践）(4)の授業と連動して週2回の授業で共通のテクストを使用して進めていきま
すので、できるだけ通訳・翻訳者養成演習（実践）(4)の授業とセットで受講してください。通訳・翻訳者養成演習（実践）(2)では教科
書の奇数課を、通訳・翻訳者養成演習（実践）(4)では偶数課を扱います。受講に関する注意事項については、2年生以上対象のガ
イダンスの際に説明を行いますので、必ずガイダンスに出席し、事前に申し込みを行ってください。

到達目標

ヨーロッパ言語共通参照枠(GER)の評価基準B２試験に合格できるドイツ語力の習得を目指します。B2レベルの試験で必要とされ
るドイツ語力（読解力、文法知識、文章表現力、ヒアリング力の４分野）を、各テーマごとに練習し、各課の最後には理解力のチェッ
クを行います。

第1回 Einführung

授業内容

実施回 内容

第2回 Lektion 7 : Beziehungen (Lesen)

第3回 Lektion 7 : Beziehungen (Grammatik)

第4回 Lektion 7 : Beziehungen (Hören)

第5回 Lektion 7 : Beziehungen (Schreiben)

第6回 Lektion 9 : An der Uni (Lesen)

第7回 Lektion 9 : An der Uni (Grammatik)

第8回 Lektion 9 : An der Uni (Hören)

第9回 Lektion 9 : An der Uni (Schreiben)

第10回 Lektion 11 : Gesundheit (Lesen)

第11回 Lektion 11 : Gesundheit (Grammatik)

第12回 Lektion 11 : Gesundheit (Hören)

第13回 Lektion 11 : Gesundheit (Schreiben)

第14回 Referate zu selbst gewählten Themen

第15回 Evaluation

準備学習（予習・復習）
毎回の授業で課題を出しますので、それを次回の授業までに必ず準備しておいてください。（１〜２時間）

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
Seminar im Klassenzimmer

成績評価の方法・基準

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
Online-Teaching

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照) 50

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％ Hausaufgaben

％ aktive Teilnahme

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出された課題についてはチェックをし、コメントを付記して返却します。

授業への積極的な参加、課題、および各課の最後の理解度チェック課題により評価します。

Sicher ! aktuell B2.2. Kursbuch- und Arbeitsbuch.,Michaela Perlmann-Balme / Susanne Schwalb,Hueber Verlag,2018,978-3-
19-621207-5

教科書は、学年始めのガイダンスでの学科の指示に従って購入してください。

第１回目の授業に必ず出席すること。
受講条件を満たさない場合には、受講できません。ガイダンスの際に行う説明に従って、必ず指定期日までに申込みを行ってくだ
さい。

履修上の注意

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350304103 科目ナンバリング 035B502

講義名 通訳・翻訳者養成演習（実践）（３）

英文科目名 Training Seminar: for Interpreter and Translator (Advanced Class)

担当者名 大貫　敦子

時間割 第１学期 金曜日 ３時限 遠隔授業

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

授業概要

この授業はヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)の評価基準B1の試験に合格している学生、あるいはそれと同程度のドイツ語力のあ
る学生を対象とします。通訳・翻訳者養成演習（実践）（1）の授業と連動して週2回の授業で共通のテクストを使用して進めていきま
すので、できるだけ通訳・翻訳者養成演習（実践）（1）の授業とセットで受講してください。通訳・翻訳者養成演習（実践）（1）では教
科書の奇数課を、通訳・翻訳者養成演習（実践）（3）では偶数課を扱います。受講に関する注意事項については、2年生以上対象
のガイダンスの際に説明を行いますので、必ずガイダンスに出席し、事前に申し込みを行ってください。

到達目標

ヨーロッパ言語共通参照枠(GER)の評価基準B２試験に合格できるドイツ語力の習得を目指します。B2レベルの試験で必要とされ
るドイツ語力（読解力、文法知識、文章表現力、ヒアリング力の４分野）を、各テーマごとに練習し、各課の最後には理解力のチェッ
クを行います。

第1回 Einführung

授業内容

実施回 内容

第2回 Lektion 2 : In der Firma (Lesen)

第3回 Lektion 2 : In der Firma (Grammatik)

第4回 Lektion 2 :  In der Firma (Hören)

第5回 Lektion 2 : In der Firma (Schreiben)

第6回 Lektion 4 : Nach der Schule (Lesen)

第7回 Lektion 4 : Nach der Schule (Grammatik)

第8回 Lektion 4 : Nach der Schule (Hören)

第9回 Lektion 4 : Nach der Schule (Schreiben)

第10回 Lektion 6 : Städte erleben (Lesen)

第11回 Lektion 6 : Städte erleben (Grammatik)

第12回 Lektion 6 : Städte erleben (Hören)

第13回 Lektion 6 : Städte erleben (Schreiben)

第14回 Referate zu selbst gewählten Themen

第15回 Evaluation

準備学習（予習・復習）
毎回の授業で課題を出しますので、それを次回の授業までに必ず準備しておいてください。（１〜２時間）

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
Seminar im Klassenzimmer

成績評価の方法・基準

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
Online-Teaching

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照) 50

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％ Hausaufgaben

％ aktive Teilnahme

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出された課題についてはチェックをし、コメントを付記して返却します。

授業への積極的な参加、課題、および各課の最後の理解度チェック課題により評価します。

Sicher ! aktuell B2.1, Kurs- und Arbeitsbuch,Michaela Perlmann-Balme / Susanne Schwalb,Hueber Verlag,2018,978-3-19-
601207-1

教科書は、学年始めのガイダンスでの学科の指示に従って購入してください。

第１回目の授業に必ず出席すること。
受講条件を満たさない場合には、受講できません。ガイダンスの際に行う説明に従って、必ず指定期日までに申込みを行ってくだ
さい。

履修上の注意

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350304104 科目ナンバリング 035B502

講義名 通訳・翻訳者養成演習（実践）（４）

英文科目名 Training Seminar: for Interpreter and Translator (Advanced Class)

担当者名 大貫　敦子

時間割 第２学期 金曜日 ３時限 遠隔授業

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

授業概要

この授業はヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)の評価基準B1の試験に合格している学生、あるいはそれと同程度のドイツ語力のあ
る学生を対象とします。通訳・翻訳者養成演習（実践）(2)の授業と連動して週2回の授業で共通のテクストを使用して進めていきま
すので、できるだけ通訳・翻訳者養成演習（実践）(2)の授業とセットで受講してください。通訳・翻訳者養成演習（実践）(2)では教科
書の奇数課を、通訳・翻訳者養成演習（実践）(4)では偶数課を扱います。受講に関する注意事項については、2年生以上対象のガ
イダンスの際に説明を行いますので、必ずガイダンスに出席し、事前に申し込みを行ってください。

到達目標

ヨーロッパ言語共通参照枠(GER)の評価基準B２試験に合格できるドイツ語力の習得を目指します。B2レベルの試験で必要とされ
るドイツ語力（読解力、文法知識、文章表現力、ヒアリング力の４分野）を、各テーマごとに練習し、各課の最後には理解力のチェッ
クを行います。

第1回 Einführung

授業内容

実施回 内容

第2回 Lektion 8 : Ernährung (Lesen)

第3回 Lektion 8 : Ernährung (Grammatik)

第4回 Lektion 8 : Ernährung (Hören)

第5回 Lektion 8 : Ernährung (Schreiben)

第6回 Lektion 10 : Service (Lesen)

第7回 Lektion 10 : Service (Grammatik)

第8回 Lektion 10 : Service (Hören)

第9回 Lektion 10 : Service (Schreiben)

第10回 Lektion 12 : Sprache und Regionen (Lesen)

第11回 Lektion 12 : Sprache und Regionen (Grammatik)

第12回 Lektion 12 : Sprache und Regionen (Hören)

第13回 Lektion 12 : Sprache und Regionen (Schreiben)

第14回 Referate zu selbst gewählten Themen

第15回 Evaluation

準備学習（予習・復習）
毎回の授業で課題を出しますので、それを次回の授業までに必ず準備しておいてください。（１〜２時間）

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
Seminar im Klassenzimmer

成績評価の方法・基準

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
Online-Teaching

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照) 50

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％ Hausaufgaben

％ aktive Teilnahme

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出された課題についてはチェックをし、コメントを付記して返却します。

授業への積極的な参加、課題、および各課最後の理解度チェック課題により評価します。

Sicher ! aktuell B2.2. Kursbuch- und Arbeitsbuch.,Michaela Perlmann-Balme / Susanne Schwalb,Hueber Verlag,2018,978-3-
19-621207-5

教科書は、学年始めのガイダンスでの学科の指示に従って購入してください。

第１回目の授業に必ず出席すること。
受講条件を満たさない場合には、受講できません。ガイダンスの際に行う説明に従って、必ず指定期日までに申込みを行ってくだ
さい。

履修上の注意

教科書コメント

教科書

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350305101 科目ナンバリング 035A301

講義名 コミュニケーション演習（上級）（１）

英文科目名 German Communication (Advanced Class)

担当者名 小林　和貴子

時間割 第１学期 木曜日 １時限 遠隔授業

ドイツ語力の向上を目指して

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

ドイツ語でコミュニケーションするためには、話す・聞く練習も大切ですが、話せる・聞けるようになるためには、基礎的な読解力や作
文力がなくてはなりません。この授業ではB1レベルのテクスト（E. T. A. ホフマン『砂男』）を題材に、テクストを効率よく読む技術を
身に着けることが第一の目標です。テクストを読んだら、その内容を４～５文のドイツ語に要約してみます。その作業を通じて、ドイツ
語作文力も鍛えます。

到達目標

・B１レベルのテクストを効率よく読めるようになる。
・テクストの内容を簡単なドイツ語で説明することができるようになる。
・単語・表現リストの作り方を学び、自らの語彙を広げることができるようになる。

第1回 イントロダクション

授業内容

実施回 内容

第2回 Kapitel 1: Wer ist der Sandmann?

第3回 Kapitel 2: Im Zimmer mit dem Sandmann

第4回 Kapitel 3: Es ist doch nicht so schlimm!

第5回 ミニテスト①

第6回 Kapitel 4: Zu Hause

第7回 Kapitel 5: In der neuen Wohnung

第8回 Kapitel 6: Fest bei Spalanzani

第9回 ミニテスト②

第10回 Kapitel 7: Verliebt!

第11回 Kapitel 8 Räderwerk!

第12回 Kapitel 9 Auf dem Turm

第13回 Homunchlus - Cyborg - Replikant

第14回 ミニテスト③

第15回 自主研究

準備学習（予習・復習）
毎回、ドイツ語のテクストを事前に読んでもらいます（30～60分）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
遠隔授業を考えていますが、仮に対面授業が可能になった場合はグループワークを中心に授業を進めます。

成績評価の方法・基準

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
Zoomを使った同時配信型の授業を行います。授業資料や課題は WebClass を通して行います。

中間テスト 50

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
試験後、授業時にコメントします。

積極的な授業参加を評価します。毎回、予習をしているかも重視します。

資料を配布します。
教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350305102 科目ナンバリング 035A301

講義名 コミュニケーション演習（上級）（２）

英文科目名 German Communication (Advanced Class)

担当者名 小林　和貴子

時間割 第２学期 木曜日 １時限 遠隔授業

ドイツ語力の向上を目指して

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

ドイツ語でコミュニケーションするためには、話す・聞く練習も大切ですが、話せる・聞けるようになるためには、基礎的な読解力や作
文力がなくてはなりません。この授業ではB1レベルのテクスト（F. カフカ『変身』）を題材に、テクストを効率よく読む技術を身に着け
ることが第一の目標です。テクストを読んだら、その内容を４～５文のドイツ語に要約してみます。その作業を通じて、ドイツ語作文
力も鍛えます。

到達目標

・B１レベルのテクストを効率よく読めるようになる。
・テクストの内容を簡単なドイツ語で説明することができるようになる。
・単語・表現リストの作り方を学び、自らの語彙を広げることができるようになる。

第1回 イントロダクション

授業内容

実施回 内容

第2回 Ⅰ　Kapitel 1

第3回 Ⅰ　Kapitel 2

第4回 Ⅰ　Kapitel 3

第5回 Ⅰ　Kapitel 4

第6回 ミニテスト①

第7回 Ⅱ　Kapitel 1

第8回 Ⅱ　Kapitel 2

第9回 Ⅱ　Kapitel 3

第10回 ミニテスト②

第11回 Ⅲ　Kapitel 1

第12回 Ⅲ　Kapitel 2

第13回 Ⅲ　Kapitel 3

第14回 ミニテスト③

第15回 自主研究

準備学習（予習・復習）
毎回、ドイツ語のテクストを事前に読んでもらいます（30～60分）。

日本語

授業方法(対面授業の場合)
遠隔授業を考えていますが、仮に対面授業が可能になった場合はグループワークを中心に授業を進めます。

成績評価の方法・基準

使用言語

成績評価コメント

授業方法(遠隔授業の場合)
Zoomを使った同時配信型の授業を行います。授業資料や課題は WebClass を通して行います。

中間テスト 50

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
試験後、授業時にコメントします。

積極的な授業参加を評価します。毎回、予習をしているかも重視します。

資料を配布します。
教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350305103 科目ナンバリング 035A301

講義名 コミュニケーション演習（上級）（３）

英文科目名 German Communication (Advanced Class)

担当者名 MEYER，　Thomas　Horst

時間割 第１学期 金曜日 ２時限 遠隔授業

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

授業概要

Der Kurs richtet sich an Studierende mit fortgeschrittenen Kenntnissen der deutschen Sprache und bietet ihnen die Möglichkeit, 
ihre Sprechfähigkeiten zu konsolidieren und zu erweitern. Der Unterricht wird auf Deutsch abgehalten, kurze Interventionen auf 
Japanisch sind jedoch möglich.

到達目標

Die Teilnehmer sollen in Partner- und Gruppenarbeit Funktion und Einsatz von Redemitteln erlernen und ihre variablen 
Anwendungsmöglichkeiten ausprobieren können. Die Studenten erhalten jeweils ausreichend Zeit, das Erlernte praktisch 
anzuwenden und je nach Leistungsstärke und Eigeninteresse in Partner- und Gruppenarbeit zu variieren. Ziel ist es, die 
allgemeine Sprech- und Kommunikationsfähigkeit der Teilnehmer zu verbessern. 
Die Beherrschung des Grundwortschatzes wird vorausgesetzt!

第1回 Einführung/Bildbeschreibung I

授業内容

実施回 内容

第2回 Bildbeschreibung II

第3回 Wegbeschreibung und Orientierung

第4回 Personenbeschreibung I

第5回 Personenbeschreibung II + Hypothesen

第6回 Sachbeschreibung (Formen, Farben, Materialien)

第7回 Abstrakte Bilder (Relativsätze, Vergleiche, Konjunktiv)

第8回 Schaubilder – Diagramme – Statistiken I

第9回 Schaubilder – Diagramme – Statistiken II

第10回 TestDAF Mündliche Prüfung I

第11回 TestDAF Mündliche Prüfung II

第12回 Themenerörterung I

第13回 Themenerörterung II

第14回 Diskussion und Fragen I

第15回 Diskussion und Fragen II

準備学習（予習・復習）
Neben der üblichen Vor- und Nachbereitung des Unterrichts werden die Teinehmer gelegentlich dazu angehalten, eigenständig 
Übungsmaterial für die nächste Sitzung zu beschaffen.

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
Die Arbeitsmaterialien und Aufgaben werden vom Kursleiter bereitgestellt und erläutert. Häufig gibt es eine kleinere Vorübungen 
oder schriftliche Aufgaben, die in Einzel- oder Partnerarbeit erledigt werden, bevor die Teilnehmer dann in Partner- oder 
Gruppenarbeit den Einsatz bestimmter Redemittel jeweils bezogen auf konkrete Aufgabenstellungen (etwa Bildbeschreibung oder 
Erläuterung einer Statistik) einüben können. Das Einüben der Redemittel wird gelegentlich mit wechselnden Sprechpartnern 
wiederholt.

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Zu Beginn des Unterrichts erläutert der Kursteilnehmer in den Instruktionen (auf manaba!) die Aufgabenstellung sowie ggf. 
Grammatiken und Redemittel, die für die Bearbeitung der Aufgaben notwendig sind. Die Teilnehmer machen kleinere Vorübungen 
und schriftliche Aufgaben, die später in der Zoom Sitzung oder gleich in Breakout Sessions besprochen und korrigiert werden. 
Die Zoom Sitzung besteht in der Regel aus zwei oder drei Arbeitsschritten, die die Teilnehmer in Breakout Sessions in der 
Gruppe in wechselnder Zusammensetzung bearbeiten. Die Besprechung der Ergebnisse erfolgt entweder am Ende mit allen 
Teilnehmern oder über Lösungsskizzen direkt in den Breakout Räumen, die vom Kursleiter regelmäßig aufgesucht werden.

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期) 40 ％ mündliche Prüfung

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
mündliches Feedback

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 60

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

％

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350305104 科目ナンバリング 035A301

講義名 コミュニケーション演習（上級）（４）

英文科目名 German Communication (Advanced Class)

担当者名 MEYER，　Thomas　Horst

時間割 第２学期 金曜日 ２時限 遠隔授業

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

授業概要

Der Kurs richtet sich an Studierende mit fortgeschrittenen Kenntnissen der deutschen Sprache und bietet ihnen die Möglichkeit, 
ihre Sprechfähigkeiten zu konsolidieren und zu erweitern. 
Während im Sommersemester eher bestimmte Strukturen und Aufgabentypen im Vordergrund stehen, die Bestandteil von 
üblichen Deutschprüfungen sind (TestDAF, 独検 etc.), liegt der Fokus im Wintersemester auf diversen Themenfeldern, die 
teilweise von der Teilnehmern selbst bestimmt werden können.
Der Unterricht wird auf Deutsch abgehalten, kurze Interventionen auf Japanisch sind jedoch möglich.

到達目標

Die Teilnehmer sollen in Partner- und Gruppenarbeit Funktion und Einsatz von Redemitteln erlernen und ihre variablen 
Anwendungsmöglichkeiten ausprobieren können. Die Studenten erhalten jeweils ausreichend Zeit, das Erlernte praktisch 
anzuwenden und je nach Leistungsstärke und Eigeninteresse in Partner- und Gruppenarbeit zu variieren. Ziel ist es, die 
allgemeine Sprech- und Kommunikationsfähigkeit der Teilnehmer zu verbessern.
Die Beherrschung des Grundwortschatzes wird vorausgesetzt!

第1回 Einführung/Ferien (Reden über die Vergangenheit)

授業内容

実施回 内容

第2回 Familie (Familienbezeichnungen; Possessivartikel)

第3回 Gegenstände (Adjektive; Materialbezeichnungen)

第4回 Hobbys, Talente (Graduierungen)

第5回 Musik (Kritik)

第6回 Träume, Trauma (Vorgangsbeschreibungen)

第7回 Medien (Biografien)

第8回 Erziehung (erklären - konkretisieren - eingrenzen)

第9回 Geld, Wirtschaft (Bildanalyse und Statistik)

第10回 Freie Themen I

第11回 Freie Themen II

第12回 Freie Themen III

第13回 Freie Themen IV

第14回 Freie Themen V

第15回 Diskussion und Fragen

準備学習（予習・復習）
Neben der üblichen Vor- und Nachbereitung des Unterrichts werden die Teilnehmer gelegentlich dazu angehalten, eigenständig 
Übungsmaterial für die nächste Sitzung zu beschaffen.

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
Die Arbeitsmaterialien und Aufgaben werden in den Stunden 1-10 vom Kursleiter bereitgestellt und erläutert. Die Teilnehmer 
sind jedoch an der Vorbereitung beteiligt, indem sie eigenständig oder in Partnerarbeit Fragen, Redemittel und themenbezogenes 
Vokabular erarbeiten, die sie später im Unterricht einsetzen.
Die Gesprächsübungen teilen sich im Wesentlichen in Partnerinterviews und Gruppendiskussionen auf. Dies überlässt den 
Teilnehmern ein hohes Maß an Selbststeuerung (auch in Bezug auf Korrektur und Feedback des Kursleiters). Die Teilnehmer 
wählen selbst die Themen der Stunde 11-14 und bereiten entsprechende Arbeitsmaterialien vor.

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Die Arbeitsmaterialien und Aufgaben werden in den Stunden 1-10 vom Kursleiter bereitgestellt und erläutert. Die Teilnehmer 
sind jedoch an der Vorbereitung beteiligt, indem sie eigenständig oder in Partnerarbeit Fragen, Redemittel und themenbezogenes 
Vokabular erarbeiten, die sie später in den Gesprächsübungen in Breakout Räumen der Zoom Sitzung einsetzen.
Die Gesprächsübungen teilen sich im Wesentlichen in Partnerinterviews und Gruppendiskussionen auf. Dies überlässt den 
Teilnehmern ein hohes Maß an Selbststeuerung (auch in Bezug auf Korrektur und Feedback des Kursleiters). Die Teilnehmer 
wählen selbst die Themen der Stunde 11-14 und bereiten entsprechende Arbeitsmaterialien vor.



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
mündliches Feedback

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 60

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期) 40

学期末試験(第１学期)

％

％ mündliche Prüfung

評価配分（％） 備考評価項目

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350306101 科目ナンバリング 035B302

講義名 アカデミック・ライティング演習（１）

英文科目名 Seminar of Academic Writing

担当者名 PEKAR，　Thomas

時間割 第１学期 金曜日 １時限 遠隔授業

Akademisches Schreiben

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

Dieser Kurs gibt den Studierenden, die eine Abschlussarbeit schreiben, eine Einführung sowohl in das akademische bzw. 
wissenschaftliche als auch das dafür grundlegende kreative Schreiben. Es werden weiter Techniken des wissenschaftlichen 
Arbeitens, der Seminarpräsentation und der Rhetorik vermittelt sowie Hinweise zur Diskussionsführung und Argumentation 
gegeben. Die Studierenden haben die Gelegenheit, die Arbeitsprojekte ihrer Abschlussarbeiten ausführlich darzustellen und mit 
den anderen Studierenden und dem Seminarleiter zu diskutieren.

到達目標

Der Kurs vermittelt Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens unter Berücksichtigung kreativer 
Schreibprozesse. Es werden grundlegende Diskussions- und Präsentationstechniken vermittelt. Es sollen zudem 
Reflexionsprozesse über die eigene wissenschaftliche Arbeit ausgelöst werden.

第1回 Einführung in die Thematik

授業内容

実施回 内容

第2回 Wissenschaftliches und kreatives Schreiben I

第3回 Wissenschaftliches und kreatives Schreiben II

第4回 Interpretationscluster

第5回 Bibliografie und Recherche

第6回 Wissenschaftliches Arbeiten I

第7回 Wissenschaftliches Arbeiten II

第8回 Wissenschaftliches Arbeiten III

第9回 Titelgebung

第10回 Argumentation

第11回 Grundlagen der Rhetorik I

第12回 Grundlagen der Rhetorik II

第13回 Anwendungen der Rhetorik

第14回 Test

第15回 Nachbereitung

準備学習（予習・復習）
Eigene Lektüre, Vorbereitung und Erledigung von Arbeitsaufträgen sind im Umfang von ca. 60 Minuten wöchentlich zur 
Seminarvorbereitung notwendig.

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
Gruppendiskussionen, Gruppenarbeit, Impulsanregungen durch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen (Referate) und den 
Seminarleiter, Mediennutzung

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Gruppendiskussionen, Gruppenarbeit (in Break out rooms), Impulsanregungen durch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
(Referate) und den Seminarleiter, Mediennutzung

中間テスト

レポート 40

小テスト

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期) 30

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Der Seminarleiter spricht mit jedem Teilnehmer bzw. jeder Teilnehmerin über sein bzw. ihr Referat, vor und nach der 
Präsentation. Weiter kann jederzeit über das Diskussionsverhalten und das Testergebnis gesprochen werden. Dies kann nach 
den Unterrichtsstunden oder in der Sprechstunde geschehen.

Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin soll eine Kurzpräsentation halten, regelmäßig am Seminar teilnehmen und sich an der 
Diskussion beteiligen. Am Ende des Semesters wird ein Test geschrieben. Die Leistungsbewertung setzt sich zusammen aus dem 
Referat (30%), der Dikussionsbeteiligung (30%) und dem Abschlusstest (40%).

成績評価コメント

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 30

その他(備考欄を参照)

％

Alle Texte und Arbeitsmaterialien werden als Kopien zur Verfügung gestellt.

Alle Texte und Arbeitsmaterialien werden als Kopien zur Verfügung gestellt.
参考文献コメント

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350306102 科目ナンバリング 035B302

講義名 アカデミック・ライティング演習（２）

英文科目名 Seminar of Academic Writing

担当者名 PEKAR，　Thomas

時間割 第２学期 金曜日 １時限 遠隔授業

Akademisches Schreiben II

単位 2 配当年次 学部 ３年～４年

副題

授業概要

Dieser Kurs gibt den Studierenden, die eine Abschlussarbeit schreiben, eine Einführung sowohl in das akademische bzw. 
wissenschaftliche als auch das dafür grundlegende kreative Schreiben. Es werden weiter Techniken des wissenschaftlichen 
Arbeitens, der Seminarpräsentation und der Rhetorik vermittelt sowie Hinweise zur Diskussionsführung und Argumentation 
gegeben. Die Studierenden haben die Gelegenheit, die Arbeitsprojekte ihrer Abschlussarbeiten ausführlich darzustellen und mit 
den anderen Studierenden und dem Seminarleiter zu diskutieren.

到達目標

Der Kurs vermittelt Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens unter Berücksichtigung kreativer 
Schreibprozesse. Es werden grundlegende Diskussions- und Präsentationstechniken vermittelt. Es sollen zudem 
Reflexionsprozesse über die eigene wissenschaftliche Arbeit ausgelöst werden.

第1回 Wiederholung der Ergebnisse vom ersten Halbjahr

授業内容

実施回 内容

第2回 Grundlagen der Seminarpräsentation I

第3回 Grundlagen der Seminarpräsentation II

第4回 Präsentation der Abschlussarbeit durch Seminarteilnehmer bzw. -teilnehmerinnen

第5回 Präsentation der Abschlussarbeit durch Seminarteilnehmer bzw. -teilnehmerinnen

第6回 Präsentation der Abschlussarbeit durch Seminarteilnehmer bzw. -teilnehmerinnen

第7回 Präsentation der Abschlussarbeit durch Seminarteilnehmer bzw. -teilnehmerinnen

第8回 Präsentation der Abschlussarbeit durch Seminarteilnehmer bzw. -teilnehmerinnen

第9回 Präsentation der Abschlussarbeit durch Seminarteilnehmer bzw. -teilnehmerinnen

第10回 Präsentation der Abschlussarbeit durch Seminarteilnehmer bzw. -teilnehmerinnen

第11回 Präsentation der Abschlussarbeit durch Seminarteilnehmer bzw. -teilnehmerinnen

第12回 Präsentation der Abschlussarbeit durch Seminarteilnehmer bzw. -teilnehmerinnen

第13回 Präsentation der Abschlussarbeit durch Seminarteilnehmer bzw. -teilnehmerinnen

第14回 Abschlussdiskussion

第15回 Nachbereitung

準備学習（予習・復習）
Eigene Lektüre, Vorbereitungen und Erledigungen von Arbeitsaufträgen sind im Umfang von ca. 60 Minuten wöchentlich zur 
Seminarvorbereitung notwendig.

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
Gruppendiskussionen, Gruppenarbeit, Impulsanregungen durch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen (Referate) und den 
Seminarleiter, Mediennutzung

成績評価の方法・基準

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
Gruppendiskussionen, Gruppenarbeit (in Break out rooms), Impulsanregungen durch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
(Referate) und den Seminarleiter, Mediennutzung

中間テスト

レポート 50

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 50

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

％

評価配分（％） 備考評価項目



課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Der Seminarleiter spricht ausführlich mit jedem Teilnehmer bzw. jeder Teilnehmerin über sein bzw. ihr Referat, vor und nach der 
Präsentation. Weiter kann über das Diskussionsverhalten und das Testergebnis gesprochen werden. Dies kann nach den 
Unterrichtsstunden oder in der Sprechstunde geschehen.

Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin soll seine bzw. ihre Abschlussarbeit in einem ausführlichen Referat (mit Handout, unter 
Umständen auch einer Power Point Presentation) vorstellen, über das eingehenden diskutiert wird. Weiter ist die regelmäßige 
Seminarteilnahme und die Beteiligung an den Diskussionen Voraussetzung. Die Leistungsbewertung setzt sich aus dem Referat 
(50%) und der Diskussionsbeteiligung (50%) zusammen.

成績評価コメント

その他(備考欄を参照)

Alle Texte und Materialien werden als Kopien zur Verfügung gestellt.

Alle Texte und Materialien werden als Kopien zur Verfügung gestellt.
参考文献コメント

教科書コメント

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ



講義コード U350307101 科目ナンバリング 035B503

講義名 ドイツ語圏インターンシップ・プログラム

英文科目名 Intenrship Program in German speaking Countries

担当者名 岡本　順治

時間割 集中（通年） その他 集中講義 遠隔授業

単位 2 配当年次 学部 １年～４年

授業概要

ドイツ語圏の都市で、インターンシップを行う。

到達目標

・ドイツ語圏の社会において、実際にドイツ語を使って意思疎通ができるようになる。
・仕事においてドイツ語を使えるようになる。

第1回 オリエンテーション

授業内容

実施回 内容

第2回 現地でのインターンシップ実習

第3回 現地でのインターンシップ実習

第4回 現地でのインターンシップ実習

第5回 現地でのインターンシップ実習

第6回 現地でのインターンシップ実習

第7回 現地でのインターンシップ実習

第8回 現地でのインターンシップ実習

第9回 現地でのインターンシップ実習

第10回 現地でのインターンシップ実習

第11回 現地でのインターンシップ実習

第12回 現地でのインターンシップ実習

第13回 現地でのインターンシップ実習

第14回 現地でのインターンシップ実習

第15回 中間報告

現地でのインターンシップ実習

現地でのインターンシップ実習

現地でのインターンシップ実習

現地でのインターンシップ実習

現地でのインターンシップ実習

現地でのインターンシップ実習

現地でのインターンシップ実習

現地でのインターンシップ実習

現地でのインターンシップ実習

現地でのインターンシップ実習

現地でのインターンシップ実習

現地でのインターンシップ実習

現地でのインターンシップ実習

現地でのインターンシップ実習

総括

第16回

第17回

第18回

第19回

第20回

第21回

第22回

第23回

第24回

第25回

第26回

第27回

第28回

第29回

第30回

日本語・英語以外

授業方法(対面授業の場合)
現地で実践的に行われる。

使用言語

授業方法(遠隔授業の場合)
遠隔では行われない。



準備学習（予習・復習）
実際に行う仕事の内容についてよく考えて、あらかじめドイツ語表現を調べておく(1時間)。

課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
実際にインターンシップを行うにあたり生じた疑問に関して、その都度フィードバックを行う。

成績評価の方法・基準

中間テスト

レポート

小テスト

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等) 100

その他(備考欄を参照)

学年末試験(第2学期)

学期末試験(第１学期)

％

評価配分（％） 備考評価項目

受講希望者は、学科の指定するガイダンスに必ず出席し、受講登録をする前に必ず相談をすること。インターンシップを行うために
は、最低でも Zertifikat Deutsch (ヨーロッパ言語共通参照枠 B1)の試験に合格しているか、あるいはそれ以上のドイツ語力が必要
とされる。したがって、受講登録してもドイツ語能力が不足する場合にはインターンシップが許可されない場合がある。

履修上の注意

右記URLを参照：　https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/curriculummap.html
カリキュラムマップ


