
【文学部ドイツ語圏文化学科】
講義コード 講義科目名（正式） 副題 単位 講義期間 担当教員名（代表者のみ） 備考

U350100101 コミュニケーション演習（初級）１Ａ Studio 21 (A1) 2 通年 ＫＲＡＵＳ，　Ｍａｎｕｅｌ　　　Ｐｈｉｌｉｐｐ

U350100102 コミュニケーション演習（初級）１Ｂ Studio 21 (A1) 2 通年 ＫＲＡＵＳ，　Ｍａｎｕｅｌ　　　Ｐｈｉｌｉｐｐ

U350101101 コミュニケーション演習（初級）２Ａ Studio 21 (A1) 2 通年 ＫＥＲＮ，　Ｄａｎｉｅｌ

U350101102 コミュニケーション演習（初級）２Ｂ Studio 21 (A1) 2 通年 ＫＥＲＮ，　Ｄａｎｉｅｌ

U350102101 コミュニケーション演習（中級）１Ａ Studio 21 (A2) 2 通年 ＰＥＫＡＲ，　Ｔｈｏｍａｓ

U350102102 コミュニケーション演習（中級）１Ｂ Studio 21 (A2) 2 通年 ＰＥＫＡＲ，　Ｔｈｏｍａｓ

U350103101 コミュニケーション演習（中級）２Ａ Studio 21 (A2) 2 通年 ＫＥＲＮ，　Ｄａｎｉｅｌ

U350103102 コミュニケーション演習（中級）２Ｂ Studio 21 (A2) 2 通年 ＫＥＲＮ，　Ｄａｎｉｅｌ

U350104101 コミュニケーション演習（中級）３Ａ Studio 21 (A2) 2 通年 白井　宏美

U350104102 コミュニケーション演習（中級）３Ｂ Studio 21 (A2) 2 通年 白井　宏美

U350105101 現代地域事情　入門ゼミナール１ 2 第１学期 伊藤　白

U350106101 現代地域事情　入門ゼミナール２ 2 第２学期 伊藤　白

U350107101 言語・情報　入門ゼミナールＡ
ドイツ語を学問的に観察する
方法

2 第１学期 高田　博行

U350107102 言語・情報　入門ゼミナールＢ
ドイツ語を学問的に観察する
方法

2 第２学期 高田　博行

U350108101 文学・文化　入門ゼミナールＡ 2 第２学期 大貫　敦子

U350108102 文学・文化　入門ゼミナールＢ 2 第１学期 大貫　敦子

U350109101 言語・情報コース　ゼミナール（１）
ドイツ語における思考・記憶動
詞

2 第１学期 岡本　順治

U350109102 言語・情報コース　ゼミナール（２） ドイツ語における感情表現 2 第２学期 岡本　順治

U350109103 言語・情報コース　ゼミナール（３） ことばの力（方法論編） 2 第１学期 高田　博行

U350109104 言語・情報コース　ゼミナール（４） ことばの力（実践編） 2 第２学期 高田　博行

U350109105 言語・情報コース　ゼミナール（５） ドイツ語コーパス言語学入門 2 第１学期 清野　智昭

U350109106 言語・情報コース　ゼミナール（６） ドイツ語コーパス言語学発展 2 第２学期 清野　智昭

U350110101 文学・文化コース　ゼミナール（１）
「過去の克服」とドイツ文学
（１）

2 第１学期 伊藤　白

U350110102 文学・文化コース　ゼミナール（２）
「過去の克服」とドイツ文学
（２）

2 第２学期 伊藤　白

U350110103 文学・文化コース　ゼミナール（３）
「物語」を読み解く　ー　ナラト
ロジー入門

2 第１学期 大貫　敦子

U350110104 文学・文化コース　ゼミナール（４） ロマン派の「物語」を読み解く 2 第２学期 大貫　敦子

U350110105 文学・文化コース　ゼミナール（５） Lyrik (Gedichte) bis heute 2 第１学期 ＰＥＫＡＲ，　Ｔｈｏｍａｓ

U350110106 文学・文化コース　ゼミナール（６） Lyrik (Gedichte) bis heute 2 第２学期 ＰＥＫＡＲ，　Ｔｈｏｍａｓ

U350111101
現代地域事情コース　ゼミナール
（１）

ライプツィヒからドイツを見る 2 第１学期 清野　智昭

U350111102
現代地域事情コース　ゼミナール
（２）

ドイツワイン学 2 第２学期 清野　智昭

U350111103
現代地域事情コース　ゼミナール
（３）

ドイツ語圏の環境問題：原子
力発電所

2 第１学期 岡本　順治

U350111104
現代地域事情コース　ゼミナール
（４）

ドイツ語圏の環境問題：環境
汚染

2 第２学期 岡本　順治

U350111105
現代地域事情コース　ゼミナール
（５）

ドイツの労働政策（１） 2 第１学期 伊藤　白

U350111106
現代地域事情コース　ゼミナール
（６）

ドイツの労働政策（２） 2 第２学期 伊藤　白

U350200101 言語・情報　講義（１） ヨーロパの言語と諺 2 第１学期 瀬川　真由美

U350200102 言語・情報　講義（２） ドイツ語の多様性をみる 2 第２学期 田中　雅敏

U350200103 言語・情報　講義（３） レトリックの力 2 第１学期 高田　博行

U350200104 言語・情報　講義（４） ヒトラー演説の実像に迫る 2 第２学期 高田　博行
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U350201101 文学・文化　講義（１） 戦後ドイツの文化と社会 2 第１学期 初見　基

U350201102 文学・文化　講義（２） スポーツ文化史概説 2 第２学期 粂川　麻里生

U350201103 文学・文化　講義（３） オーストリアの歴史と文化 2 第１学期 関根　裕子

U350201104 文学・文化　講義（４）
オーストリア　音楽の都ウィー
ンの歴史と文化

2 第２学期 関根　裕子

U350202101 現代地域事情　講義（１） 現代スイス 2 第１学期 佐藤　るみ子

U350202102 現代地域事情　講義（２） スイス文化史 2 第２学期 佐藤　るみ子

U350202103 現代地域事情　講義（３）
ナチ時代のドイツとホロコース
ト

2 第１学期 川喜田　敦子

U350202104 現代地域事情　講義（４） 戦後ドイツ外交史 2 第２学期 板橋　拓己

U350300101 言語・情報コース　専門演習（１） 「よい」ドイツ語とは？ 2 第１学期 芹澤　円 注１）

U350300102 言語・情報コース　専門演習（２） 「わかりやすい」ドイツ語とは？ 2 第２学期 芹澤　円 注１）

U350300103 言語・情報コース　専門演習（３）
ドイツ語のイントネーション（基
礎）

2 第１学期 岡本　順治 注１）

U350300104 言語・情報コース　専門演習（４）
ドイツ語のイントネーション（応
用）

2 第２学期 岡本　順治 注１）

U3503001Z1 ◇言語・情報コース　専門演習 Aktuell gesprochenes Deutsch 2 第１学期 ＳＴＲＡＳＳＨＥＩＭ，　Ｊａｎ

U3503001Z2 ◇言語・情報コース　専門演習 Aktuell gesprochenes Deutsch 2 第２学期 ＳＴＲＡＳＳＨＥＩＭ，　Ｊａｎ

U3503001Z3 ◇言語・情報コース　専門演習 中世ドイツ語学・文学入門 2 第１学期 平井　敏雄

U3503001Z4 ◇言語・情報コース　専門演習 中世ドイツ語学・文学入門 2 第２学期 平井　敏雄

U350301101 文学・文化コース　専門演習（１）
フランツ・カフカの中短編を読
む

2 第１学期 木村　裕一

U350301102 文学・文化コース　専門演習（２）
フランツ・カフカの中短編を読
む

2 第２学期 木村　裕一

U350301103 文学・文化コース　専門演習（３） 暗黒映画の系譜 2 第１学期 荒井　泰

U350301104 文学・文化コース　専門演習（４） W.ヘルツォークのふたつの顔 2 第２学期 荒井　泰

U350301105 文学・文化コース　専門演習（５） 多和田葉子と／の翻訳 2 第１学期 遠藤　浩介

U350301106 文学・文化コース　専門演習（６）
カフカの"Die Verwandlung"の
翻訳比較

2 第２学期 遠藤　浩介

U3503011Z1 ◇文学・文化コース　専門演習 文化とアイデンティティ形成 2 第１学期 大貫　敦子

U3503011Z2 ◇文学・文化コース　専門演習 文化学と文学・文化研究 2 第２学期 大貫　敦子

U350302101 現代地域事情コース　専門演習（１）
日独比較環境問題・環境政策
１（地域環境問題）

2 第１学期 岡村　りら

U350302102 現代地域事情コース　専門演習（２）
日独比較環境問題・環境政策
２　（地球環境問題）

2 第２学期 岡村　りら

U350302103 現代地域事情コース　専門演習（３） 1990年代のドイツ 2 第１学期 木村　裕一

U350302104 現代地域事情コース　専門演習（４） 1990年代のドイツ 2 第２学期 木村　裕一

U350302105 現代地域事情コース　専門演習（５）
現代ドイツ社会とグローバル
化

2 第１学期 島村 賢一

U350302106 現代地域事情コース　専門演習（６） ヨーロッパにおけるドイツ 2 第２学期 島村 賢一

U350303101 通訳・翻訳者養成演習（基礎）（１） Deutsch kommunikativ 2 第１学期 ＳＯＭＭＥＲ，　Ｅｋａｔｅｒｉｎａ　Ｖｉｋｔｏｒｏ

U350303102 通訳・翻訳者養成演習（基礎）（２） Deutsch kommunikativ 2 第２学期 ＳＯＭＭＥＲ，　Ｅｋａｔｅｒｉｎａ　Ｖｉｋｔｏｒｏ

U350303103 通訳・翻訳者養成演習（基礎）（３） Deutsch kommunikativ 2 第１学期 ＩＨＬＯＷ，　Ｕｗｅ

U350303104 通訳・翻訳者養成演習（基礎）（４） Deutsch kommunikativ 2 第２学期 ＩＨＬＯＷ，　Ｕｗｅ

U350304101 通訳・翻訳者養成演習（実践）（１） 2 第１学期 ＩＨＬＯＷ，　Ｕｗｅ

U350304102 通訳・翻訳者養成演習（実践）（２） 2 第２学期 ＩＨＬＯＷ，　Ｕｗｅ

U350304103 通訳・翻訳者養成演習（実践）（３） 2 第１学期 大貫　敦子

U350304104 通訳・翻訳者養成演習（実践）（４） 2 第２学期 大貫　敦子
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U350305101 コミュニケーション演習（上級）（１）
ドイツ語の発音・アクセント・イ
ントネーション（実践）

2 第１学期 遠藤　浩介

U350305102 コミュニケーション演習（上級）（２） 議論のためのドイツ語 2 第２学期 遠藤　浩介

U350305103 コミュニケーション演習（上級）（３） 2 第１学期 ＳＴＲＡＳＳＨＥＩＭ，　Ｊａｎ

U350305104 コミュニケーション演習（上級）（４） 2 第２学期 ＳＴＲＡＳＳＨＥＩＭ，　Ｊａｎ

U350305105 コミュニケーション演習（上級）（５） 正しいドイツ語を書く訓練 2 第１学期 清野　智昭

U350305106 コミュニケーション演習（上級）（６）
正しく論理的なドイツ語を書く
訓練

2 第２学期 清野　智昭

U350306101 アカデミック・ライティング演習（１） Akademisches Schreiben I 2 第１学期 ＰＥＫＡＲ，　Ｔｈｏｍａｓ

U350306102 アカデミック・ライティング演習（２） Akademisches Schreiben II 2 第２学期 ＰＥＫＡＲ，　Ｔｈｏｍａｓ

U350307101
ドイツ語圏インターンシップ・プログ
ラム

2 集中（通年） 大貫　敦子

U350112101
卒業論文・卒業論文指導（ドイツ語
圏文化学科）

12 集中（通年） 大貫　敦子

U350113101 卒業研究（ドイツ語圏文化学科） 4 集中（通年） 大貫　敦子

◇印は大学院授業科目であるが、学部生が履修する場合もある。
注１）他学科学生が履修した場合、「外国語講読」の単位となる。
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