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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習１Ａ 

(Seminars in German  1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論１ 

担当者名 

（Instructor） 
ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「思い出」「旅行」「人間関係」などのテーマについ

て学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをどんどん使える

ようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “memories”, “travels”, and “human relationships”, while practicing 

their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

6. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

7. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

8. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

9. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

10. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

11. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

12. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

13. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

14. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

 

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

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 



1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


