
■AL353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL353／ドイツ語文献講読 １ 

(Reading German Texts 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小林 大志(KOBAYASHI TAISHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・ドイツ語の文献を読んで大筋の内容を把握することができるようになる。 

・辞書を引きながら，ドイツ語の文章の内容を詳しく理解し，必要な情報を抽出・整理することができるようになる。 

・ドイツ語の文章を読み解くために必要となる文法能力，語彙，ドイツ語圏の文化・社会に関する知識を身につける。 

 

・To be able to read and understand the main points of German texts.  

・To be able to understand the content of German texts in detail and to extract and organize the necessary information using a 

dictionary.  

・To acquire the grammatical skills, vocabulary, and knowledge of the culture and society of the German-speaking region 

necessary to read and understand German texts.  

 

授業の内容（Course Contents） 

「ベルリン・ブランデンブルク国際空港の開業」，「コロナ禍での学校教育」，「2021 年の水害」といった，ドイツ・オーストリア・スイス

の最新事情を扱ったドイツ語のテキストを読み，「読むこと」に関するドイツ語能力を養う。同時に，ドイツ語の文章を読むうえで必

要な文化・社会に関する背景知識を身につける。 

 

Students develop their German reading skills by reading texts in German about the latest developments in Germany, Austria, 

and Switzerland, such as 'The opening of Berlin-Brandenburg International Airport'; 'Schooling in the COVID-19 pandemic'; and 

'The floods of 2021'. At the same time, students will acquire the necessary cultural and social background knowledge for reading 

German texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・授業の説明 

2. Wir begrüßen Sie recht herzlich am Flughafen BER!  

3. Ungenügend für Schulen und Lehrende? – Schulen im Lockdown  

4. „Ich halte die Kinder für viel intelligenter als die Eltern“  

5. Hat das Ende der Zeitumstellung noch Zeit?  

6. Fast vergessen – Menschen mit Behinderung während der Corona-Pandemie  

7. „In Zeiten der Not steht unser Land zusammen!“ – Die Hochwasserkatastrophe 2021  

8. Zucker – der süße Feind  

9. „Wir brauchen kein Mitleid!“ – Leben mit Trisomie 21  

10. Traumwinter? Frust statt Hüttengaudi  

11. „Jede Freiheit wird als Angriff auf die Regierung gewertet.“  

12. 予備日（教科書の進度に応じて教科書・または教科書外のテキストを読む） 

13. 予備日（教科書の進度に応じた教科書・または教科書外のテキストを読む） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：各課の文章に目を通し，以下 (1)-(3) をまとめ，授業前までに Blackboard を通じて投稿する：(1) テキスト全体のテーマ；

(2) 段落毎のテーマと一文要約；③練習問題の答え 

復習：(4) 授業で読んだテキストの内容について問う疑問文（テキストを読めば答えられるような疑問文）を作り，Blackboard に投

稿する。また，(5) 他の参加者が Blackboard に投稿した疑問文に答えをコメントする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/予習 (1)-(3) への取り組み(40%)/復習 (4)-(5) への取り組み(20%) 

正当な理由なしに 3 回欠席した場合は成績評価の対象にならない。 

 



テキスト（Textbooks） 

1. Diana Beier-Taguchi・田中雅敏、2022、『DACH・トピックス 10 2022 年度版』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25454-8) 

 

参考文献（Readings） 

任意の独和辞典・文法書 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


