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本書は『郁文堂　ドイツ語教科書目録 2021』を電子化したもの

です。各ページの教科書のタイトル部分をクリックすることで、

各タイトルの詳細ページを開くことができます（外部リンク）。

採用見本のご請求、遠隔授業でのご利用のお問い合わせ等につき

ましては、リンク先の各教科書のページよりお願いいたします。

丸囲みの部分をク

リックしてくださ

い。外部リンクが

開きます。



◆地図上のお店を回って買い物をするすごろくゲームです．各自

の買い物リストに載っている 10 の品物のうち 6 つを買い揃え，

最初にスタート地点に戻ってきたプレイヤーが勝ちです．

◆途中でドイツ語の問題が出題されます．運と知識の両方が必要な

ゲームです．

●  地図  買い物リスト 20枚  さいころ他一式セット  ￥6,290【レベル A1-B1】

◆カードをめくりながら，ドイツ語単語の早押しクイズに挑戦．楽し

く学んで新しい語彙を習得できます．

◆まだ語彙が少ない学習者もゲームに勝つことが出来るように設計さ

れています．

●  解答用ベル カード 250 枚   語彙リスト  一式セット￥4 190

【レベル A1+】

◆表にはイラスト，裏には対応するドイツ語が書かれた単語

カードゲームです．フルカラーのイラストを見て，ドイツ語

で何と言うかを当てましょう．

◆単語は「ズボン」「りんご」「救急車」等，日常生活で使用

する基礎的で重要なものばかりです．

● カード 200 枚ケース入り 一式セット  ￥3 140【レベル A1】

◆それぞれの目的地をめざして世界を旅するボードゲームで

す。指定された地点を回ってアイテムを獲得し，目的地に到着

したプレイヤーが勝ちです．

◆世界各地の観光地を訪ね，与えられる課題に答えながらゴー

ルを目指します．

●  地図  旅行プラン 20枚  観光地カード 69枚他  一式セット￥8,370【レベル A2】

■審査用見本は，同封の見本請求ハガキで直接小社あてにご請求願います。
■ご採用が決まりましたなら，お手数ですが在庫確保のため，書名・採用部数
および採用校をご記入のうえお知らせいただければ幸いに存じます。なお，
CD・カセットテープの要・不要欄にもご記入願います。
■ご注文は，著者名・書名（日本語）・部数をご明示のうえ，生協・書店にお申
しつけください。
■この目録の表示価格には消費税は含まれていません。
■重版に際しては価格が変更されることがありますのでご了承下さい。

　 Nr.＝書籍番号　Ⓒ＝Copyright  　　＝カセットテープ（別売）  　　＝ビデオテープ（別売）

●書籍・教授用資料等の全部又は一部をWEB上で無断転載（写真・イラスト・音声を含む）するこ

とは法律で禁じられています。また，テキスト本文の和訳，練習問題の解答および録音内容を

文字化したものを掲載することも禁じられています。

●CD・カセットテープ等の音声教材を無断でテープその他に録音することは禁じられています。

　平素は，小社の出版物に対し格別のご厚情を賜り，誠にあ
りがたく深く感謝申し上げます。
　ここに2021年度用教科書カタログを作成いたしましたので
お届けいたします。
　本年度も先生方のご期待にそえるべく，教えやすく使いや
すい新刊を用意いたしました。既刊本ともどもご高覧頂きた
く，お願い申し上げます。
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新　　刊

練習問題の形式
和訳 独訳 書き換え 並べ替え

穴埋め発音練習 ペアワーク独作文
語彙選択
リスニング

菅利恵／大喜祐太／大河内朋子／井口靖／鶴田涼子／Sebastian Bartholome／稲葉瑛志／籠碧 共著

Dreiklang
ISBN 978-4-261-01273-6

◆全12課．各課はキーセンテンス，基礎文法，簡単な
会話練習からなる前半と，ペアアクティビティ，ラ
ンデスクンデ，短い読み物からなる後半から構成． 

◆各課には50語の語彙リストを掲載．コーパスを基
に頻度が高いものから，課のテーマに沿うものを
選出．重要な単語は色付けして覚えやすくしました．

◆①学習者が基礎的な文法を理解して使えるように
なること，②基本語彙を身に付けること，③ドイ
ツ語圏の文化を理解することを目指しています．

◆復習に便利な別冊問題集，ダウンロード式問題集付．

ドライクラング 異文化理解のドイツ語

カラー　A4判
124頁＋別冊練習帳
ダウンロード式追加問題付
音声ダウンロード式
￥2,800　教授用資料あり

多様なペアアクティビティで基礎を習得、
ドイツ文化への理解が深まる！

初級総合教材

アルファベット・発音・数字
0  あいさつ・ドイツってどんな国？
1  動詞の規則変化（単数と複数）・ sein　
2  動詞の不規則変化・名詞の格変化（導入）
3  haben・3/4 格と結びつく動詞・否定冠詞
4  2格の用法・複数形・人称代名詞
5  所有冠詞・定冠詞類・命令形
6  前置詞
7  分離・非分離動詞
8   話法の助動詞・非人称表現・未来形
9  再帰代名詞・従属接続詞・zu不定詞句

10  現在完了形・過去形
11  形容詞・序数・ 日付の表現・比較級
12  関係代名詞・関係副詞・指示代名詞

文法補足

索引

不規則動詞変化表

■構成■

i i

https://www.ikubundo.com/book/9784261012736


好評既刊

練習問題の形式
和訳 独訳 書き換え

穴埋め ペアワーク独作文 リスニング発音練習
語彙選択並べ替え

前田良三／髙木葉子 共著

Deutsche Grammatik ― System und Praxis〈Leicht〉2

ISBN978-4-261-01272-9

◆定評ある前作をさらに使いやすい分量・内容に改
訂しました．発展練習や独作文の問題を改め，コ
ラムの内容もアップデートしました．

◆最重要の文法事項は変化表をその都度示し，全体
を概観できます．文法項目を確実に身につけられ
るよう，直後に「確認練習」を配置しました．

◆問題の解答は全て書き込み式です．
◆新たに別冊問題集を作成しました．宿題や復習，

100分授業の補習にも最適です．

身につくドイツ文法 <Leicht>2

カラー　B5判
86頁＋文法補足別冊問題集
音声ダウンロード式
￥2,600
教授用資料あり

好評テキストをリニューアル！
別冊問題集を新たに用意しました

1  動詞の現在人称変化（1）
2  名詞と冠詞の格変化
3  名詞の複数形・人称代名詞
4  動詞の現在人称変化（2）・命令法
5  定冠詞類・不定冠詞類
6  前置詞
7  話法の助動詞・未来形・非人称動詞
8  分離動詞と非分離動詞・接続詞
9  動詞の三基本形・過去人称変化

10  現在完了・再帰表現
11  形容詞の格変化
12  形容詞と副詞の比較変化・zu不定詞
13  関係代名詞・指示代名詞
14  受動態
15  接続法

■目次■

初級文法

ii

https://www.ikubundo.com/book/9784261012729


好評既刊

練習問題の形式
和訳 書き換え

穴埋め 独作文
語彙選択

田原憲和／飛鳥井雅友／井尻　樂 共著

 プラスアルファ

ISBN 978-4-261-01261-3

1  動詞の現在人称変化（1）
2  名詞・冠詞 
3  名詞の複数形・人称代名詞の格変化 
4  冠詞類・否定表現 
5  動詞の現在人称変化（2）・命令表現 
6  前置詞 
7  形容詞 
8  話法の助動詞・未来形 
9  動詞の３基本形・過去人称変化

10  完了形・非人称動詞 
11  分離・非分離動詞と再帰表現 
12  接続詞・zu不定詞 
13  比較表現・分詞 
14  指示代名詞・関係代名詞 
15  受動文 
16  接続法 

Grammatik＋α 

◆全16課で構成され，各課は文法説明と項目毎の
練習問題，課末のÜbungとLesetextから成ります．

◆「＋α」として，各課のÜbungに，基礎問題のほか
に応用力を養う問題を付けました．文法では，中級
へのステップアップに必要な項目を「Grammatik
＋α」として巻末にまとめて付しました．進度に
合わせお使いいただけます．

◆わかりやすい説明と豊富な例文・練習問題で，基
礎文法をしっかり理解し習得することが可能です．

ドイツ語＋α

2色刷　B5判
103頁+文法補足+変化表
音声ダウンロード式
￥2,500
教授用資料あり

■目次■

初級ドイツ語文法のルールを
しっかりマスター

初級文法

ペアワーク発音練習
独訳

リスニング
並べ替え

ii iii

https://www.ikubundo.com/book/9784261012613


好評既刊

練習問題の形式
和訳 独訳 書き換え 並べ替え

穴埋め発音練習 ペアワーク独作文
語彙選択
リスニング

ISBN 978-4-261-01268-2

カラー　B5判
98頁＋文法・表現補足＋変化表
CD2枚付　別冊問題集付
￥2,800
教授用資料あり

田原憲和／飛鳥井雅友／井尻樂／Jacqueline Porst 共著

 プラスアルファ

16 17

Kapitel 2

 Skizze 1  Campustour

 
Julia: Guten Morgen, Midori!

Midori: Guten Morgen!

Julia: Wie geht's?

Midori: Danke, gut. Und dir?

Julia: Auch gut, danke. Heute ist die Campustour.

Midori: Schön!

Julia: Station 1 ist der Augustusplatz. 

 Dort sehen wir das Paulinum und den Uniriesen.

Midori: Und das Gewandhaus und die Oper!

Julia:  Ja, das Gewandhaus und die Oper sind auch dort. Station 2 ist die 

Moritzbastei, dann die Japanologie in der Schillerstraße und die 

Jura-Fakultät in der Burgstraße.

Midori: In Ordnung.

Julia: Dort ist die Jura-Mensa. Essen wir da?

Midori: Oh ja, gern. Was essen wir?

Julia: Mal sehen. Station 6 ist dann die Uni-Bibliothek.

Midori: Gut. Ich lese gern Bücher. Besonders Romane und Krimis.

Julia:  Prima! Danach nehmen wir die Straßenbahn und fahren ca. 10 

Minuten. Station 7 ist nämlich die Staatsbibliothek. Oder was 

denkst du?

Midori: Ach nein, das ist zu anstrengend. Ich werde sicher müde.

Julia: Ok. Ich verstehe. Dann sehen wir uns gleich.

Midori: Ja, bis gleich.

 

　例にならい，対話してみましょう。Machen Sie Dialoge wie im Beispiel.

                 gut                                     es geht                   ausgezeichnet/prima/sehr gut

                               nicht so gut                           sehr schlecht                              schlecht

　会話が行われている場面はどこでしょうか。Wo sind die Personen?

Partnerübung 1

Hörverstehen

in der Bibliothek im Café im StadionStation 1 ist der Augustusplatz/die Moritzbastei/das Gewandhaus.

Dort sehen wir den Augustusplatz/die Moritzbastei/das Gewandhaus.

Wie geht es Ihnen?/Wie geht’s?

Danke, mir geht es auch gut!

Danke, sehr gut.Und Ihnen?/Und dir?

ca. は zirka
と読むよ！

つづりと発音
1  Willkommen in Leipzig　規則動詞・

語順・疑問文
2  Willkommen an der Uni Leipzig　名

詞の性・定冠詞・不定冠詞・名詞の格
3  Essen　名詞の複数形・複数形の格変

化・不規則動詞・否定冠詞kein
4  Familie　所有冠詞・前置詞の格支配
5  Motette in der Thomaskirche　話法の

助動詞・人称代名詞の格変化・命令文
6  Was hast du gestern gemacht?  動詞

の三基本形・ 現在完了形・ 過去形・
従属接続詞・分離動詞，非分離動詞

7  Einkaufen/Quiz　非人称のes・形容詞
の格変化・比較・再帰代名詞

8  Weihnachten　指示代名詞・定関係
代名詞・zu 不定詞・不定関係代名詞

9  Ausflug　受動文・序数
10  Abschied　接続法

Grammatik +α
Ausdrücke +α
主な不規則動詞の変化表

■目次■

◆全10課．本書はドイツ語のコミュニケーション
能力向上を目標に掲げ，作成されました．各課は
２つのスキット，パートナー練習，リスニング問
題などから成ります．別冊文法問題集付き．

◆実際に遭遇するであろう場面をそれぞれのスキッ
トで取り上げ，そこでよく使用される表現や構文
をパートナー練習で徹底的に学習し，身につけて
いくことで，日常の様々な事柄について話すこと
ができるようになります．

ドイツ語＋ コミュニケーションα

豊富な練習問題でコミュニケー
ション能力を向上させよう！

初級総合教材

iv

https://www.ikubundo.com/book/9784261012682


好評既刊

練習問題の形式
和訳 独訳 書き換え 並べ替え

穴埋め発音練習 ペアワーク独作文
語彙選択
リスニング

独訳和訳

Frank Riesner / 田中雅敏 著

Jetzt sprechen wir !

ISBN 978-4-261-01270-5

◆全12課．導入会話，文法解説／練習，会話練習，
読み物から構成されます．コミュニケーション練
習を中心に据えました．ペア／グループワークを
通して発展的に学習が進むように工夫しました．

◆多くの箇所で日本語逐語訳が添えられています．
語彙を共有しながら，円滑な会話練習が可能です．

◆読み物は親しみやすくかつドイツ語圏の社会と文
化について理解が深められる内容にしました．

◆単語帳付きの別冊ワークブックは宿題・自習用に，
また授業での内容確認用に最適です．

どんどん話そうドイツ語

カラー　B5判
109頁＋変化表　別冊問題集（単語帳付）
音声ダウンロード式
￥2,700
教授用資料あり

○級文法初級総合教材

〈発音の基本〉
1  ドイツ語の書き方・ 動詞の現在人称

変化・動詞の位置・否定文
2  注意の必要な現在人称変化・ 名詞の

文法（1）・人称代名詞
3  不規則動詞の現在人称変化・ 名詞の

複数形・否定冠詞　
4  動詞の格支配・名詞の文法（2）・人

称代名詞の3/4 格・男性弱変化名詞
5  再帰代名詞・ 再帰動詞・ 副文・ 時間

表現（1）
6  時間表現（2）・前置詞の格支配・前

置詞と定冠詞の縮約形
7  定冠詞類・不定冠詞類 
8  複合動詞・zu 不定詞 
9  助動詞の機能・話法の助動詞

10  時制の表し方・ 完了相・ 過去形・ 動
詞の三基本形・受動態 

11  形容詞と副詞・比較級・最上級
12  命令形・関係文

■目次■

※HPで本書と連動したドイツについてのコラム全12課分を配信中です.
http://www.ikubundo.com/book/9784261012705

コミュニケーション重視！
多彩で豊富な会話練習

iv v

https://www.ikubundo.com/book/9784261012705


好評既刊

練習問題の形式
和訳 書き換え

穴埋め発音練習 ペアワーク独作文
語彙選択

ISBN 978-4-261-01258-3山本洋一 著

Deutsch lernen ― Einen Schritt weiter ―

◆全12課．各課は，会話と簡単な内容紹介からな
る導入頁，文法説明，一定の文法項目ごとの会話
文と練習問題から構成されます．

◆文法項目を無理なく自然に，段階的に学んでいけ
るよう，未習事項を含めないよう配慮しました．

◆各課の会話文や練習問題は，前課までに学んだこ
とがらをできる限り多く含んだ文を用いて，既習
事項の復習にも考慮しています．
※教室用パワーポイント資料に，教科書未収録のリスニング問

題を追加しました．ご採用の折にはお気軽にご請求ください．

ドイツ語一歩一歩

カラー　B5判
98頁＋文法補足＋変化表
CD付　￥2,800
教授用資料あり
教室用パワーポイント資料あり

初級文法

0  発音の基本　◇数字（1～20）
1  主語によってかたちを変える動詞・

疑問文　◇21以上の数字　◇位置を
表すことば（副詞）

2  名詞には性別がある　◇形容詞
3  名詞の4つの格とその使い方
4  現在人称変化で語幹までかたちを変

える動詞・命令法
5  前置詞／zu不定詞　◇時間の表現　

◇曜日，月，季節
6  名詞の性・ 数・ 格を示すさまざまな

方法　◇序数
7  複合動詞（分離動詞・非分離動詞）・

助動詞で豊かな表現 
8  動詞の三基本形・ 過去人称変化／従

属接続詞・複文 
9  助動詞と過去分詞で作る完了形と受

動態 
10  再帰代名詞・ 再帰動詞／非人称主語

es／比較表現 
11  関係代名詞・関係副詞

附録  話法の助動詞と完了形／使役動詞・
知覚動詞／接続法

■目次■

92 93

	第１１課のテーマは関係代名詞と関係副詞です。複数の文の中に共通する名詞がある場合
や、先行詞が場所、時間、方法、様態、原因、理由を表す場合に、関係代名詞や関係副詞
を用いて当該の文同士を結びつけることができます。これによって人物や物事や状況など
についてのより複雑で詳細な説明が可能になります。

LEKTION 11 (elf)

76

r. Reiseführer	旅行ガイド、旅行案内書　　stehen	書いてある、記載されている　　geboren sein	生まれた

1 	 関係代名詞（定関係代名詞）

複数の文中に同じ人や物事を指し示す名詞が存在する場合、それらの名詞の一方を先行

詞もう一方を関係代名詞として、文と文をつなぎ合わせることができます。その際、関

係代名詞を含む関係文は副文 [	→	Grammatik 8-4	] となって、主文中の先行詞の行動や
状態などを説明するはたらきを担います。関係代名詞にはderとwelcherがありますが、
ここでは一般的に使われる前者のみを学びます。

(1)		先行詞と関係代名詞の関係

Grammatik 11

Ich kenne den Mann.          +	 Der Mann wohnt in Berlin.

Ich kenne den Mann, der in Berlin wohnt.
                                  私は、ベルリンに住んでいるその男性を知っている。

　	 		主文と副文はコンマで区切ります。この場合、前が主文、後ろが副文（関係文）です。

(2)		関係代名詞の性・数・格

	 関係代名詞の性・数は先行詞のそれにあわせますが、	格は関係文中の役割によって決
定します。

副文では定動詞後置

先行詞 関係代名詞

m. f. n. pl.

1 格 … , der … , die … , das … , die

2 格 … , dessen … , deren … , dessen … , deren

3 格 … , dem … , der … , dem … , denen

4 格 … , den … , die … , das … , die

　	 		関係代名詞は、２格と複数３格以外は定冠詞と同じかたちです。

① 関係代名詞が１格になる場合

Ich kenne den Mann. +	Der Mann ist Lehrer. / Er ist Lehrer.

         Ich kenne den Mann, der Lehrer ist.　私は、教師をしているその男性を知っている。

貸した本は気に入った？

― 関係代名詞・関係副詞 ―

Wie gefällt dir der Reiseführer, 
den ich dir geliehen habe?

Sehr gut. Alles, was darin 
steht, ist sehr interessant.

Hast du auch etwas über 
München gelesen?

Noch nicht. Aber natürlich interessiere ich 
mich auch für die Stadt, wo du geboren bist.

同一（人物）

77

色分けや図を工夫し，
視覚的に理解しやすい!

リスニング
並べ替え独訳
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形容詞には次のような用法があります。

1  形容詞の格変化

1，2 はこれまでの例文や練習問題ですでに扱ってきました。この課では，3 のように

名詞を修飾して格変化する形容詞の用法を学びます。

形容詞の語尾変化は，形容詞の前にどのような冠詞類が入るか，あるいは入らないかに

よって 3 つのパターンがあります。

a）形容詞＋名詞（強変化）

b）定冠詞［類］＋形容詞＋名詞（弱変化）

c）不定冠詞［類］+ 形容詞＋名詞（混合変化）

形容詞の格変化の前に 4 課で学んだ定冠詞類の格変化を復習しておきます。定冠詞と似

たこの語尾はドイツ語格変化にとって大変重要ですが，形容詞の格変化においても大活

躍します。

71

A

□男m. □女 f. □中 n. □複 pl.

1 格 –er –e –es –e

2 格 –es –er –es –er

3 格 –em –er –em –en

4 格 –en –e –es –e

形容詞の格変化・序数

 a  形容詞＋名詞（冠詞類を伴わない）

男性と中性の２格以外，格変化は定冠詞類の語尾変化と完全に一致します。つまり形容

詞が格を示す役割を担っているのです。

□男m.
グリーンサラダ

□女 f.
暖かいスープ

□中 n.
熱湯

□複 pl.
よい友達

1 格 grüner Salat warme Suppe heißes Wasser gute Freunde

2 格 grünen Salat(e)s warmer Suppe heißen Wassers guter Freunde

3 格 grünem Salat warmer Suppe heißem Wasser guten Freunden

4 格 grünen Salat warme Suppe heißes Wasser gute Freunde

ヒント
なぜ 2箇所だけ –enになるのか考えてみましょう。

1.  Dieses Lied ist schön.　この歌は美しい。（seinとともに述語的に）

2.  Sie singt sehr schön.　彼女は美しく歌う。（動詞を形容して副詞的に）

3.  Sie singt ein schönes Volkslied.　彼女は美しい民謡を歌う。（名詞を修飾して）

1.  Dieses Lied ist schön.　この歌は美しい。（seinとともに述語的に）

2.  Sie singt sehr schön.　彼女は美しく歌う。（動詞を形容して副詞的に）

3.  Sie singt ein schönes Volkslied.　彼女は美しい民謡を歌う。（名詞を修飾して）

Übung 1

格変化させましょう。

1.  kalt- Sa�         2.  deutsch- Butter        3.  schön- Wetter        4.  reich- Leute

72

A

格語尾を入れましょう。

 1. Jeden Morgen esse ich frisch  Obst.

 2. Ich wünsche Ihnen gut  Reise.

 3. In Japan trinkt man gern grün  Tee.

 4. Wegen schlecht  Wetters bleiben wir heute zu Hause.

 5. Hören Sie gern klassisch  Musik?

 6. Karin trägt ein Paar rot  Schuhe.

 7. Er ist heute gut  Laune.
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A

Übung 2

5554
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三校

ISBN 978-4-261-01267-5

0  つづりと発音
1  動詞の変化 
2  名詞の性と定冠詞・不定冠詞の格変化 
3  不規則動詞・命令形
4  名詞の複数形・冠詞類の変化・keinと

nicht による否定
5  人称代名詞・特殊な変化をする名詞・

疑問詞
6  前置詞 
7  形容詞の格変化・序数 
8  話法の助動詞・未来形 
9  分離動詞と非分離動詞 

10  三基本形・過去形 
11  完了形 
12  再帰代名詞・再帰動詞 
13  zu 不定句・es の用法
14  接続詞と動詞の位置・不定代名詞
15  形容詞・副詞の比較表現
16  受動態・分詞の用法
17  指示代名詞・関係代名詞 
18  接続法

主な不規則動詞の変化表 

◆本書は全19課で，主に文法説明と練習問題から
成ります．

◆復習や中級レベルの読解にも対応できるよう，で
きるだけ詳細な説明を心がけました．暗記に役立
つヒントも添えられており，ドイツ語の基礎をしっ
かり理解することができます.

◆練習問題は，各課で学ぶ文法問題に，前の課で学
んだことの復習事項を含むなど，基礎を定着させ
るための工夫が随所に凝らされています.

基礎固めのドイツ語

B5判
151頁＋変化表
音声ダウンロード式
￥2,700
教授用資料あり

■目次■

しっかり学んで基礎を固める
初級文法書

○級文法初級文法

ペアワーク
並べ替え
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穴埋め ペアワーク独作文
語彙選択
リスニング

佐藤和弘／H.ピナウ／中村俊子 共著

Deutsch, mein Schlüssel zur neuen Welt 〈Ver.3〉

ISBN 978-4-261-01256-9

◆より現代性を重視したテーマにするために，ダイ
アローグや練習問題を一部見直しました．

◆主要語彙リストを別冊としました．学生に辞書を
引く機会をより多く持たせることが狙いです．

◆各課はキーセンテンスとダイアローグ，文法説明，
練習問題，コラムから構成されています．

◆授業時間数に合わせ，会話運用能力あるいは読解
力のどちらにも重点を置けるよう構成しました．

　語彙リストは，ご指示いただければ必要部数だけお届けします．

ドイツに行ってみませんか〈Ver. 3〉

カラー　B5判
123頁＋変化表
CD付
￥2,500
教授用資料・語彙リストあり

20

2C

21

Nana は Daniel にキャンパスを案内してもらいます。

　大学のキャンパスで

Nana :  Daniel, ich habe eine Bitte. Zeigst du mir den Campus?

Daniel :   Ja, natürlich. Ich habe gerade Zeit. Also, gehen wir!1) ─ Das ist 

die Aula. Sie ist sehr alt.

Nana :  Aber ich finde sie sehr schön.

Daniel :  Nana, und hier ist die Bibliothek. Daneben ist ein Hörsaalgebäude.

  Da sind die Mensa, eine Cafeteria und eine Buchhandlung.

Nana : Oh, prima. Ich habe Durst.

Daniel : Ich auch. Machen wir eine Pause?

Nana  : Ja, gern.

　カフェテリアで

Daniel : Nana, was möchtest du?

Nana  : Ich möchte einen Tee. Und du?

Daniel : Ich habe ein bisschen Hunger.

  Ich möchte einen Kaffee und ein Stück Apfelkuchen.

Nana  :  Gut, dann möchte ich ein Stück Käsekuchen. Ich hole uns zwei 

Stück Kuchen. Holst du uns bitte den Kaffee und den Tee?

Daniel : Ja. Das mache ich.

TEXT

CD  20

22

4C

23

こ こがポイント！

 Gardine
　　 カーテン

 Fenster 窓

 Uhr 時計

 Klimaanlage
　　   エアコン

 PC PC

 Drucker
　　   プリンター

 Stuhl 椅子

 Bücherregal
　　   本棚

 Buch 本
 Wecker 目覚し時計

 Handy
　　 携帯電話  Portemonnaie

　　 財布
 CD-Spieler

　　   CDプレーヤー
 Bett ベッド

 Sofa ソファ

 Schreibtischlampe
　　 机上蛍光灯

 Schreibtisch 机

 Tasche
　　 カバン

 Bleistift 鉛筆

 Kuli ボールペン
 Füller 万年筆

 Etui 筆入れ

 Radiergummi 消しゴム
 Heft ノート

単語の覚え方

名詞を覚えるときは，必ず冠詞（男  der，女  die，中  das）をつけて覚えます。また，
名詞の性ごとに色鉛筆やマーカーで色分けをして単語帳や単語カードを作ったり（例１），

名詞の性ごとにページを分けて，単語帳を作ったりしてみる（例２）のも効果的です。

　　（例１）　　　　　　　　　　　　　　（例２）

der PC  男　パソコン　　　　　男　　　　　　 女　　　　 　   中
die Kamera  女　カメラ der PC die Kamera das Handy

die Brille  女　めがね der Fernseher die Brille das Telefon

das Handy  中　携帯電話 ... ... ...

der Fernseher  男　テレビ

  学生寮の部屋　　（名詞の性の練習）

名詞の性ごとに色を区別したドイツ語名詞シールを作って，部屋の中のものにどんどん貼って覚え

よう。

■目次■

1  出会いと自己紹介
 動詞の現在人称変化（１）／語順

2  Nanaの大学
 名詞／人称代名詞／冠詞（１）／複数

3  私の家族
 動詞の現在人称変化（２）／命令形／

冠詞（２）／否定文
4  ドレスデンへのドライブ

 話法の助動詞／前置詞
5  夏のような日々を楽しもう!

 複合動詞／接続詞／形容詞
6  冬学期の始まり

 動詞の３基本形／過去／現在完了形
7  森の散歩――環境問題・ エネルギー

政策
 受動態／比較級と最上級

8  ベルリンの魅力
 関係代名詞／指示代名詞／再帰動詞

9  クリスマス市にて
 zu不定詞（句）／分詞／非人称動詞

10  子育ては誰がする?――子育て支援
 接続法

初級文法読本

より現代性を重視した内容になった
好評総合教科書の新訂版！

発音練習
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◆改訂にあたり，ドイツの社会や制度の変更に応じ
てテクストやコラムを大幅に書き換えました．

◆全13課．各課は簡潔な文法事項，文法問題，会話
形式のテクスト，練習問題とコラムからなります．

◆テクストは，現代ドイツに関するアクチュアルな
テーマを題材にしており，過去と現代のドイツ，
さらには日本について考える機会を提供します．
各課のコラムがテクストの理解を促します．

身につくドイツ語・初級 〈改訂新版〉

カラー　B5判
57頁＋変化表
CD付
￥2,500
教授用資料あり

現代ドイツ事情を題材にした
会話形式のテクスト

初級文法読本

1  Namensrecht（氏名権）
2  Hochschule（大学）
3  Die Hauptstadt Berlin（首都ベルリン）
4  Föderalismus（連邦制度）
5  Die Bundeswehr（連邦軍）
6  Die Europäische Union（欧州連合）
7  Ein Firmenpraktikum（インターンシ

ップ）
8  Erneuerbare Energien（再生可能エネ

ルギー）
9  Schulreform（学校制度改革）

10  Zuwanderer（移民）
11  Vergangenheitsbewältigung（過去の

克服）
12  Wahlen（選挙）
13  Der deutsche Film（ドイツ映画）

■目次■
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Übungen

1. 例にならい，質問に答えてみよう。

 例 Ist er heute krank? — Ja, er sagte mir, er sei heute krank.

 1) Kommt Norbert heute mit?
 2) Hat Annette heute Zeit?
 3) War Ulrich gestern zu Hause?
 4) Hat Doris gestern den Film gesehen?

2. 例にならい，質問に答えてみよう。

 例 Könnten Sie mir helfen?

  — Nein, leider nicht. Wenn ich Zeit hätte, würde ich Ihnen gerne helfen.

 1) Könnten Sie meine Eltern besuchen?
 2) Könnten Sie mich vom Flughafen abholen?
 3) Könnten Sie mit mir zusammen essen?
 4) Könnten Sie für mich Klavier spielen?

3. 例にならい，質問に答えてみよう。

 例 Was hättest du gemacht, wenn es gestern nicht geregnet hätte? (mit Robert ans 

Meer fahren)

  — Ich wäre mit Robert ans Meer gefahren.

 1) Was hättest du gemacht, wenn du gestern Zeit gehabt hättest? (mit Mia einkaufen 
gehen)

 2) Was hättest du gemacht, wenn du gestern keine Grippe gehabt hättest? (in den Alpen 
Ski laufen)

 3) Was hättest du gemacht, wenn du gestern keine Kopfschmerzen gehabt hättest? (in der 
Bibliothek Bücher lesen)

 4) Was hättest du gemacht, wenn du gestern keinen Unterricht gehabt hättest? (sich 
ausschlafen)

4. 例にならい，質問に答えてみよう。

 例 Soll ich ihn anrufen? — Ja, es wäre besser, wenn Sie ihn anrufen würden.

 1) Soll ich zum Arzt gehen?
 2) Soll ich mit meinem Chef sprechen?
 3) Soll ich eine Diät machen?
 4) Soll ich das Rauchen aufgeben?

CD 89
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  A : Shiho B : Thomas

 B : Die Berlinale1) kommt bald. Welcher deutsche Film 
hat dir in den letzten Jahren am besten gefallen?

 A : „Hannah Arendt“2) hat mich sehr beeindruckt. Den Film 
habe ich in Japan gesehen. Der erregte auch in Japan so 
großes Aufsehen, dass das Kino jeden Tag ganz voll war.

 B : In dem Film geht es hauptsächlich um den Eichmann-
Prozess3), der 1961 in Jerusalem stattfand, nicht wahr?

 A : Ja, Hannah Arendt hat für das amerikanische Magazin „The New Yorker“ über den 
Prozess berichtet. Ihre Formulierung „die Banalität des Bösen“4) ist weltweit bekannt 
geworden. Arendt schrieb, dass Eichmann viele Juden ermorden ließ, weil er des 
Denkens nicht fähig gewesen sei. Dieser Film hat mir gezeigt, wie wichtig das 
Denken ist. Ich will lernen, so zu denken wie Arendt.

 B : Eine starke Frau! Ich habe neuerdings einige deutsche Stumm lme aus der 
Weimarer Zeit5) gesehen und deren Originalität wiederentdeckt. Kennst du 
den Film „Das Cabinet des Dr. Caligari“6), „Nosferatu“7) oder „Metropolis“8)? 
Das sind Klassiker der Filmgeschichte. Sie wurden alle damals gedreht. 
In den 20er Jahren war Berlin eine Metropole des Films.

 A : „Metropolis“ kenne ich auch.
 B : Der Regisseur war Fritz Lang. Als Hitler die Macht ergriff, wanderte er in 

die USA aus. In Hollywood drehte er dann weitere sehr gute Filme. Wenn 
die Politik damals anders gewesen wäre, wäre Fritz Lang in Deutschland geblieben. 
Vielleicht wäre dann Berlin ein zweites Hollywood geworden.

映画ファンのトーマスがシホにウンチクを語っています…

1) die Berlinale「ベルリン国際映画祭」
2) „Hannah Arendt“『ハンナ・アーレント』（2012年）。

マルガレーテ・フォン・トロッタ監督によるドイ
ツ映画。ハンナ・アーレント（1906 年―1975 年）は
ドイツ出身のユダヤ人政治哲学者。ナチス政権下
の 1933 年，パリ，さらにアメリカへ亡命。プリ
ンストン大学やシカゴ大学などで講義し，1975 年
にニューヨークで死去した。

3) der Eichmann-Prozess「アイヒマン裁判」。親衛
隊中佐のアドルフ・アイヒマン（Adolf Eichmann 
1906 年―1962 年）はナチスによるホロコーストで
指導的役割を担った。戦後，アルゼンチンで逃亡
生活を送っていたが，1960 年，イスラエルの諜報
機関モサドによって逮捕。イスラエルで裁判にか
けられ，1962 年，絞首刑に処された。

4) „die Banalität des Bösen“「悪の陳腐さ」。この表

現は，アーレントの著作『イェルサレムのアイヒ
マン 悪の陳腐さについての報告』（1963 年） から 
来ている。アーレントは，アイヒマンを悪魔的な
存在ではなく，思考・判断することなく，与えら
れた任務をただこなしただけの陳腐な人間として
描いた。

5) die Weimarer Zeit「ワイマール共和国時代」1918
年―1933 年。

6) „Das Cabinet des Dr. Caligari“『カリガリ博士』
（1920 年）。ロベルト・ヴィーネ（1873 年―1938 年）
監督。

7) „Nosferatu, eine Symphonie des Grauens“『吸血
鬼ノスフェラトゥ』（1922年）。F. W. ムルナウ（1888
年―1931 年）監督。

8) „Metropolis“『メトロポリス』（1927 年）。フリッ
ツ・ラング（1890 年―1976 年）監督。

『ハンナ・アーレント』
©2012 HeimatfilmGmbH+Co KG, Amour Fou 
Luxembourg sarl, MACT Productions SA, Me-
tro Communica tions ltd.

『メトロポリス』
のポスター

CD 90
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林　良子 著

Vier Jahreszeiten

9

LEKTION 2

DIALOG

Aki ist Studentin. Sie kommt aus Japan und studiert jetzt in 

Deutschland. 

 Aki: Guten Tag!

 Hans: Hallo, wie heißt du?

 Aki: Ich heiße Aki Sakai. 

 Hans: Woher kommst du?

 Aki: Ich komme aus Japan, aus Kobe. Und du?

 Hans: Ich bin Hans. Ich komme aus Leipzig. 

  Ich lerne hier Japanisch. Japanisch ist schwierig!

 Aki: Deutsch ist auch sehr schwierig!

studieren （大学などで専門として）勉強する　jetzt 今　Leipzig ライプツィヒ　 schwierig 
難しい

LANDESKUNDE　ドイツの四季

　ドイツは日本に比べるとずいぶん緯度が北に位置しますが，はっきりとした四季が

あります。スノードロップの可憐な白い花が雪の中から顔を出すと，春の訪れを感じ

させます。復活祭（Ostern）が近づくと，店には卵（死と復活を象徴）を装飾した

飾りやウサギ（多産のため豊穣を象徴）のお菓子が並びます。

　夏はサイクリングや山登り，湖や海で泳ぎ，人々は屋外のカフェでアイスクリーム

を食べたり，ビアガーデンで食事を楽しんだり。夏は夜 10 時近くまで明るく，野外

オペラやコンサートなど，夏の長い夜を思い思いに過ごします。

　9 月になると急に涼しくなり，秋は 9 月にミュンヘンで行われるビール祭り，オク

トーバーフェストを皮切りに，各地でワインの試飲会など，収穫を祝う祭りがあちら

こちらで行われ，狩猟も始まります。

　11 月にはすっかり寒くなり，日が短くなってくるとクリスマスの足音が聞こえて

きます。12 月に入ると辺りはクリスマスの装飾で飾られ，町の広場にはクリスマス

マーケットがたちます。家族でクリスマスを迎え，新しい年を迎えるのです。

15A

ドイツ語(0926).indb   9 16/09/26   18:58

ISBN 978-4-261-01266-8

〈基礎編〉
1  アルファベットとあいさつ
2  お名前はなんと言いますか？
3  今日時間がありますか？
4  フランス語を話しますか？
5  私は友達と湖に行きます．
6  他に何かご入用ですか？
7  何時にパーティーが始まりますか？
8  学校はどうでしたか？
9  市の中心部も見物したのですか？

10  実を言うとあまり気分がよくないんです．
11  君たちは教会へ行かないのですか？
12  日本で再会できればいいのだけれども．

〈応用編〉
1  国名・あいさつ・sein 動詞
2  自己紹介をする
3  何を持っているのか言う・人を誘う
4  好きなもの/ことを言う
5  どこにあるかを言う・交通手段について話す
6  買い物をする・知っているかどうか尋ねる
7  列車の時刻を尋ねる・天候・予定について話す
8  物語や詩を味わう・場所を尋ねる・昔のことを尋ねる
9  過去の予定・状態を話す・行った場所を尋ねる

10  服装・持ち物について話す
11  いつ生まれたか尋ねる・兄弟姉妹について話す
12  願望・将来の夢を語る

■目次■

◆全12課構成．教科書前半に基礎編を各課４頁，後
半に応用編を各課２頁設けました．基礎編は文法，
練習問題，会話文，コラムで構成されます．応用
編は，発展問題や＋αの文法事項から成ります．

◆３課を１つのステップとして４ステップに分けま
した．ステップ毎のチェックリストで進度を確認
できます．各ステップに春夏秋冬の季節を割り当
て，それにちなんだコラムや語彙も用意しました． 
クォーター制にも対応できます．

４ステップドイツ語

B5判
88頁＋変化表
CD2枚付　￥2,500
教授用資料あり
教室用動画あり

４ステップでドイツ語の基礎を
身につける！

初級文法読本

6

Wie heißen Sie? お名前は何といいますか？

– Ich heiße Aki Sakai. 私は坂井アキといいます。   

 Ich komme aus Japan. 日本から来ています。 

LEKTION

2 お名前はなんと言いますか？

キーセンテンス

GRAMMATIK

 1.  動詞の現在人称変化

ドイツ語の動詞は -en（または -n）で終わり，主語によって語尾が変化する。

 kommen 来る = komm + en
 不定詞（不定形）  語幹  語尾

単数 複数

 1 人称  ich 私  komme  wir 私たち  kommen
 2 人称（親称）  du  君  kommst  ihr 君たち  kommt

 3 人称　 

 er   彼

 kommt

  彼ら

 sie 彼女ら

 それら

　 

 kommen sie  彼女

 es   それ

 2 人称（敬称）  Sie あなた  kommen  Sie あなた方  kommen

 2.  注意が必要な動詞の変化

 1   語幹が d, t で終わる動詞

 ich  arbeite  wir  arbeiten
 du  arbeitest  ihr  arbeitet
 er  arbeitet  sie  arbeiten
 Sie arbeiten

A 10

A 11

9A

口調上の e が加わる

エストテンテンと覚えよう

辞書に載っている動詞の原形を不定詞（不定形），

人称変化した後の形を定動詞（定形）と言う

ドイツ語(0926).indb   6 16/09/26   18:58

※HPで各課の動画を配信中です．
http://www.ikubundo.com/book/9784261012668
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好評既刊

練習問題の形式
和訳 独訳 書き換え 並べ替え

穴埋め発音練習 ペアワーク独作文
語彙選択
リスニング

橋本政義／H.ピナウ／橋本淑恵 共著

Viel Spaß! 〈Neue Version〉

ISBN 978-4-261-01263-7

◆①話題性のあるテーマ設定．②文法説明の直後の
練習問題で，学んだことをすぐに確認できる．③
日常生活の場面での楽しい会話練習．④キーワー
ドの聞き取り練習，と様々な工夫をしました．

◆今回，課文を全面的に書き換えました．
◆新たに別冊の「練習ノート」を作成しました．各

課1ページで，さらなる内容理解に役立ち，宿題，
小テストにも利用できます．

フィール・シュパース! 〈四訂版〉

2色刷　B5判
54頁+変化表
CD，別冊練習ノート付
￥2,400
教授用資料あり

初級文法読本

1  Guten Tag! 

2  Herzlichen Glückwunsch! 

3  Schmeckt’s? 

4  Guten Appetit! 

5  Gute Nacht und schlaf gut! 

6  Gute Fahrt! 

7  Gute Besserung! 

8  Schönes Wochenende! 

9  Lange nicht gesehen! 

10  Deine Stimme zählt! 

11  Frohe Weihnachten! 

読章 Erneuerbare Energien 

■目次■
教えやすく学びやすい
好評テキスト第４版

x xi
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好評既刊

練習問題の形式
和訳 独訳 書き換え 並べ替え

穴埋め発音練習 ペアワーク独作文
語彙選択
リスニング

初級文法

川村和宏／竹内拓史／松崎裕人／押領司史生／熊谷哲哉 共著

Deutsch mit Keitai & Smartphone

LEKTION

26

男性名詞 女性名詞 中性名詞 複数形

1格 er e es e

2 格 en er en er

3 格 em er em en

4 格 en e es e

　名詞の前に付いて意味を加えるものには、冠詞だけではなく、形容詞もあります。形容
詞の語尾も名詞の性、数および格に従って変化します。冠詞なしで形容詞のみ、定冠詞（類）
＋形容詞、不定冠詞（類）＋形容詞、の場合の 3通りの変化があります。

Dieser schwarze Tee schmeckt gut. 

形容詞の格変化

★ 形容詞も、男性、女性、中性、複数によって変化し、さらに、1 〜 4 格
の変化があります。

★ 形容詞の語尾変化は、図形として覚えてしまうと便利です。
Point
〈ポイン

ト〉

　  Er hört gern toll______ Rockmusik.

　  Das ist eine schön______ Aussicht.

1

2

Mein Wortschatz〈単語帳〉

alt【形容詞】_____________ die Straße【　　　】_____________

die Rockmusik【女性】 _____________ schön【形容詞】_____________

die Aussicht【女性】 _____________

Mein Wortschatz〈単語帳〉

下線部に適切な語尾を補い、意味を考えてみましょう。練習1

06

＊�詳しく知りたいひ
とは巻末付録（63
ページ）を参照。

1 冠詞なし＋形容詞の語尾変化

　冠詞がなく、形容詞だけが名詞に付くときは、定冠詞類（dieser など）と似た変化になり
ます。ただし、男性と中性の 2 格の語尾が -es ではなく -en になるので注意しましょう。

　　　形容詞だけのときの形容詞の語尾

　　Ich besuche alte Straßen.
形容詞 名詞

本文1-12p14-55（抜き念）.indd   26 2013/02/27   19:02:49

ISBN 978-4-261-01254-5

1  主語と動詞
2  名詞と格変化
3  不規則変化動詞
4  人称代名詞と前置詞
5  冠詞類
6  形容詞の格変化

補足  数詞と接続詞
7  zu不定詞と分離動詞
8  話法の助動詞と未来形
9  過去形と現在完了形

10  比較表現
11  再帰動詞と非人称表現
12  受動態と分詞

補足  規則変化動詞の例外（他全20項目）

Deutsch mit Keitai
&

Smartphone

Kazuhiro Kawamura 
Takushi Takeuchi 
Hiroto Matsuzaki 
Fumio Oryoji
Tetsuya Kumagai

携帯＆スマホでドイツ語 http://www.ikubundo.com
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 fdks.org

http://www.fdks.org

◆例文・会話文を品詞ごとに色分けし，文の構造を
分かりやすくしました．

◆携帯電話・スマートフォン，タブレット，パソコ
ンで動作するドイツ語学習ソフトウェアで，教科
書の内容と連携した問題に取り組めます．

◆各課4頁構成．文法説明は最小限に抑えました．
巻末補足で中級への橋渡しにも対応しています．

◆単語や例文訳は自分で書かせる方式です．

携帯＆スマホでドイツ語

カラー　B5判
58頁+文法補足+変化表
音声ダウンロード式
￥2,500
教授用資料あり

携帯電話やスマートフォンとの連携で，通学
途中や休憩時間に学ぶことができます■構成■

L
E
K
T
IO

N

29

06

A : Hast du ein Hobby? 

B : Ich spiele gern Fußball. 
 
 Klavier spielen　　schwimmen　　turnen

A : Was kostet diese Brille? 

B : Die Brille kostet 180 Euro.
 

der Rock (100)　die Tasche (230)　das Wörterbuch (45)
＊数詞については次のページを参照。

パートナー練習

Shota :  Ich suche ein Lehrbuch.

Verkäuferin : Welches Lehrbuch suchen Sie?

Shota : Ein gelbes Buch über die Grammatik ...

Verkäuferin : Wir haben jetzt drei Lehrbücher.

Shota :  Dieses große ist mein Lehrbuch.

 Was kostet das?

Verkäuferin : Dies kostet fünfzehn Euro.

Shota : Ich nehme das.

会話の練習 教科書を買う

＊dies「これ」
＊�das は「それを」の意味で
使う指示代名詞。詳しくは、
文法補足（75 ページ）参照。

本文1-12p14-55（抜き念）.indd   29 2013/02/27   19:02:53

遠隔授業に役立つ解説動画を配信しています.
https://www.ikubundo.com/book/9784261012545
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好評既刊

練習問題の形式
和訳 独訳 書き換え

穴埋め発音練習 ペアワーク独作文
語彙選択
リスニング

寺井紘子 / 川島　隆 / 池田晋也 / B.ノイマン 共著

Am Ende wird getanzt ― Basisdeutsch für Anfänger

ISBN 978-4-261-01246-0

◆全12課，各課4頁構成．変化表は書き込み式にし，
一方的に受ける授業から，学生一人一人が考え，
作り上げる授業を目指しています．

◆テキストは，実際に使われる自然な表現が満載．
Übungは難度を抑え，反復により基本文法を習得．

◆クイズや語彙コーナーで楽しく語彙力アップ．コ
ラムにはドイツ語圏の文化・生活情報を収録．

◆発展的文法コーナーにより幅広い学習に対応．

シンプル・ドイツ語 ―― 空欄補充式

初級文法

＋無料単語帳アプリ

1  人称代名詞／動詞の現在人称変化（規
則変化）／最重要動詞seinとhaben

2  語順（動詞の位置），疑問詞／疑問文
への答え方（ja / nein / doch）／人称
代名詞の格変化

3  名詞の性と格，不定冠詞（ein）／定
冠詞（der），複数／否定冠詞（kein）

4  不規則変化動詞／命令形
5  不定冠詞類（所有冠詞meinなど）／

定冠詞類（dies-など）
6  前置詞の格支配／前置詞と定冠詞の

融合形／特定の前置詞と組み合わさ
れる動詞や形容詞

7  話法の助動詞／話法の助動詞の意味
／未来形

8  分離動詞／再帰代名詞（sich），再帰
動詞／再帰代名詞の格変化

9  形容詞の語尾／形容詞・ 副詞の比較
級と最上級

10  過去形／従属の接続詞
11  過去分詞／現在完了形／過去完了形
12  受動態／werdenの3つの用法（まとめ）

／状態受動

■目次■

初年度に必要十分な文法項目をできるだけ
簡潔に説明，だから教室で使いやすい

★無料の単語帳アプリが出来ました！
iOS対応（Android版も公開予定），教科書の単語約1100
を収録（例文220付），音声，検索/学習用マーカー/テスト
機能付 ＊開発：京都大学ドイツ語学習アプリ研究チーム

カラー　B5判
56頁＋文法補足＋変化表
CD付　単語帳アプリあり（ダウンロード式）
￥2,500
教授用資料あり

並べ替え

xii xiii
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好評既刊

練習問題の形式
和訳 並べ替え

発音練習 ペアワーク穴埋め
独訳 書き換え

独作文 リスニング
語彙選択

ISBN 978-4-261-01271-2

2色刷　B5判
74頁＋変化表
￥2,600
教授用資料あり

初中級文法読本

奥田敏広／細見和之 共著

Deutsch mit Liedern und Gedichten

〈アルファベットと発音〉
1  乾杯の歌
2  亡命と移民
3  ドイツ映画『会議は踊る』
4  『魔王』と『魔笛』夜の女王のアリア
5  ブレヒトの反戦詩①とカフカの断章
6  亡命映画スター： マレーネ・ ディー

トリヒ
7  「人生を楽しみなさい」とフロイトの

「リビドー」
8  ディートリヒの『花はどこへ行った』

とヘッセの『車輪の下』
9  ハイネの『ローレライ』 とニーチェ

の『ツァラトゥストラ』
10  ブレヒトの反戦詩②とフロイトの「エ

ロスとタナトス」
11  リンゲルナッツの「郵便切手」 とア

インシュタインの「平和主義」
12  クリスマス市と『喜びの歌』
13  神聖なドイツの芸術とリルケの『マ

ルテの手記』

◆学習者の心に残るよう，本物のドイツ語の詩と歌
をテキストにしました．ドイツ文化の豊かさを伝
える読み応えある内容は中級でも利用可能です．

◆テキストには丁寧で詳しい注を付しました．文化
的背景を解説し，考察のヒントを与えた「もっと
知りたい」「考えてみよう」の項目を設けました．

◆全体が初級文法の進度に対応した配列となるよう
工夫．適切な文法解説に加えて，前半には文法練習，
後半には追加の読み物を配置．文法教科書との併
用も，文法読本としての単独使用もできます．

歌と詩で考えるドイツ語

■目次■

教養の核になる
本格的なドイツ語を味わう

xiv
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新　　刊

練習問題の形式
和訳
発音練習 穴埋め

独訳 書き換え
独作文 ペアワーク

並べ替え 語彙選択
リスニング

髙橋　憲 著

9392
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の古城が両岸の山々に点在し，いにしえ
の騎士たちの夢の跡を伝えており，旅人
は中世の歴史や伝説と相まって，そこは
かとない郷愁を駆き立てられ興味の尽き
ることがありません。ところで，「城」
を意味するドイツ語には Schloss と Burg 

がありますが，Schloss は王候貴族の居
所としての「城館」のことで，Burg は「城
塞」を意味し防衛施設のことです。戦い
に際しては城主は城下の農民たちを城内
に避難させ，生命の安全を保障しました。
Bürgerという語は城壁によって守られた
人々のことを指し，「市民」を意味する
語となりました。ラインの船下りはこれ
だけでも十分堪能できますが，オランダ
のロッテルダムとスイスのバーゼル
（Basel）間には豪華客船が就航していて，
数日かけてゆったりとした「ライン河ク
ルーズ」も楽しめます。急ぎのむきには
鉄道を利用することで車窓から雰囲気を
若干なりとも味わえます。わずか数分の
「ライン河下り」ですが，有名な古城や「ロ
ーレライの岩」を楽しめます。ビンゲン
（Bingen）からコブレンツまでのライン

　さて，ドイツの西部を貫流するライン
河はスイス・アルプスの山中に源を発
し，大河となってドイツ，フランスの国
境を北上しやがてドイツ国内を流れ，オ
ランダのロッテルダムから北海へと注ぐ
ヨーロッパ第二の河川交通の大動脈です
が，全長1,320kmのうち850kmがドイツ
の国土の中を流れることからドイツ人は
ライン河を自らの歴史を写し出す鏡と
し，「父なる大河」と親しみを込めて呼
んでいます。
　ラインを称えたこの「ローレライ」の
歌も第三帝国の時代はハイネがユダヤ人
であったがために，ナチス・ドイツは作
者不詳としてこの曲を歌うことを許可し
たといわれています。それほどこの曲は
ドイツ人のメンタリティーと結びついて
いたのでしょう。
　ライン河は幾度となくドイツ，フラン
スを中心とするおどろおどろしい陰惨な
戦争の舞台となりました。『レ・ミゼラ
ブル』などの作品で知られるフランス・
ロマン派の文豪ヴィクトル・ユゴーは
『ライン河幻想紀行』（1842年）の中で
ライン河への想いを熱く語っています。
ユゴーはライン河がドイツ，フランスの
国境を形成し数百年にも渡って戦場とな
ったことに心を傷めライン河が平和の
礎
いしずえ

となることを願い，国境を越えてヨ
ーロッパが一つになることも構想してい
ます。これは現在のヨーロッパ統合への
発想の原点とも言えるものです。
　さて，その大河ラインも観光客にとっ
てはマインツ（Mainz）からコブレンツ
（Koblenz）までの約100kmがいわゆる「ロ
マンティック・ライン」でおよそ30ほど

の作家ブレンターノ（Clemens Brentano 

1778-1842）の小説『ゴドヴィ』（Godwi）
の中に出てくる「ローレライの岩」を題
材にしています。ライン河（Rhein）は
ザンクト・ ゴアスハウゼン（ S t . 

Goarshausen）あたりで川幅が狭くなる
とともに蛇行し，ひときわ険しい岩壁が
せまってきます。また川底にはいくつも
の岩礁があり，事実多くの舟人が命を落
としたと言われています。このようなラ
イン河の難所であることから詩人の霊感
を刺激し甘美なロマンティシズムを駆り
立てる「ライン河伝説」という様な表現
が生まれたと言えるでしょう。
　ブレンターノはまた，アルニム（Achim 

von Arnim, 1781-1831）とともに民謡詩
集『子供の不思議な角笛』（Des Knaben 

Wunderhorn 1805-1808）を発表していま
すが，その後のハイネを初めとするドイ
ツ・ロマン派文学の活動に大きな影響を
与えることになりました。作曲家グスタ
フ・マーラー（Gustav Mahler, 1860-

1911）はこの詩集の中から10数篇を抜
粋して歌曲集を発表していますが，後年
に作曲したいくつかの長大な交響曲の中
にもこの歌曲が用いられ，親しみをこめ
て「角笛交響曲」と俗称されています。

に由来しますが，次第に広義に用いられ
るようになり，祝祭日や都市の市をも意
味する言葉となりました。

　　なじかは知らねど心わびて
　　昔の伝

つ た え

説はそぞろ身にしむ
　　寥

さび

しく暮れゆくラインの流れ
　　入日に山々あかく栄

は

ゆる
　
　近藤朔風の名訳によって明治末期（明
治42年「尋常小学唱歌」に採用される）
から日本でも愛唱され続けている「ロー
レライ」（Lorelei）は，格調高いロマン
派の詩人ハインリヒ・ハイネ（Heinrich 

Heine, 1797-1856）の連作詩集『帰郷』
（1826年）の中からの一節ですが，ギリ
シャ神話『オデュッセイア』の中で甘美
な歌声とその美しい姿で舟人を誘惑した
という魔女セイレーンの物語に題材を得
た，と言われています。
　この詩は親しみやすいジルヒャー
（P.F.Silcher, 1789-1860）の曲の調べと
ともに，ライン河にまつわる歴史や伝説
への限りない人生の郷愁を駆り立てます。
　明治の日本人は見知らぬ国ドイツへ，
そしてヨーロッパの文化への憧

あこ

憬
がれ

をこの
曲に託したのでしょうか。ハイネはこの
詩の中で「昔の伝

つ た え

説」と詩っていますが，
実際にこのようなローレライに関する伝
説（Märchen）が存在したわけではあり
ません。史実に則して言えば，ロマン派

な役割を果たしました。ライプチヒはま
た国際見本市（メッセ，Messe）の永い
伝統を有するところでもあります。そも
そも「メッセ」という言葉は教会のミサ

「ドイツ的」なるもの──ライン河文化紀行23

ライン河の中流域にある猫城（Burg Katz）

ISBN 978-4-261-01274-3

プロローグ
　新生ドイツの新しい風――未来創造都市

ベルリンを歩く　など
ここが違う，ドイツと日本
　ドイツ的経済合理性
　マイスター制度
　テレビの役割，様々な新聞，雑誌
　ゴミ処理と環境問題
　結婚もたいへん，離婚もたいへん
　ドイツの「育児休業法」
　大学――ドイツと日本大違い
　ドイツを変えた「68年世代」
　サッカーから見えるドイツ社会　など
ドイツの食文化
　ドイツ料理とお菓子
　ドイツ人とビール　など
旅への誘い
　「ドイツ的」なるもの――ライン河文化

紀行　ほか
間奏曲
　「魔笛」への賛歌，そして国民オペラの

誕生へ　など
ドイツ人と信仰
　「宗教改革」の聖地を訪ねて　など
オーストリア事情あれこれ
　楽都に響く「フィルハーモニー」
　オーストリアの激震　など
ドイツのこれからの課題，そして日本
　『ハンナ・アーレント』と社会の「アイ

ヒマン化」など

◆前作からの３年間をふまえ加筆訂正．情報を更新
し，ドイツ及びEUの昨今の変化にも言及してい
ます．

◆ドイツの生活，芸術，歴史，政治等を，多角的な
視点から日本語で紹介．ドイツ語の背景を知るた
めの一助となることを目指しています．様々な分
野での「日独文化比較」にもなっています．

◆ドイツ学・ドイツ文化／社会入門講座での単独使
用も可能．語学研修や留学，旅行にも役立ちます．

《最新版》ドイツの街角から――素顔のドイツ　その文化・
　歴史・社会

A5判
192頁
￥1,300

■目次■

副教材

豊富なテーマでドイツへの
理解が深まる

xiv xv

https://www.ikubundo.com/book/9784261012743


Menschen A1

Schritte international Neu A1.1

◆ドイツ語圏に暮らす人々の多彩で魅力的な素顔を紹介．
学習者の「もっと知りたい」という知的意欲を高め，効
果的なドイツ語学習に結びつくように配慮されています．

◆各課は3分割され，それぞれ「聞いてみよう」「話してみ
よう」から始まります．各節の終わりには文法表と重要
会話フレーズが提示され，授業の確認ができます．

◆パズルやゲーム，コミック・メール・ブログの読解など，
身近な素材が随所に配置されています．巻末に補足教材付．
PC用の電子書籍（音声・動画付）がダウンロードでき，
自宅での復習にも最適です．

◆主人公ララとドイツのホストファミリーをめぐるストー
リーが展開され，「家族」「住まい」「余暇」など各課のテ
ーマに沿って日常生活やビジネスシーンで使える実践的
なドイツ語を習得できます．ビデオクリップ付．

◆専用アプリを使えばスマートフォンやタブレット端末上
で教材の音声やビデオを再生でき，楽しみながら手軽な
自主学習が可能です．

◆各課の最後に設けられた“Zwischendurch mal...”では，歌，
漫画，映像，ゲームなどを使って学習内容をより深める
ことができます．

授業をより楽しく，もっとアクティヴに！ 最新の脳科学研究に基づいた，
全く新しいシリーズが登場．ドイツ語圏の人々の素顔をクローズアップして，
学習者の知的興味を刺激，効果的な言語習得に結びつける話題の教材です．

大好評のSchritte internationalシリーズから，パワーアップした新版が登場！
信頼のメソッドはそのままに内容を全面的に刷新．
テキストと連動したアプリ教材も充実，効率的かつ効果的な授業を実現します．

●テキスト（A4変型・192頁8課　練習問題付　＊分冊版あり）　 
¥3,780　●テキスト用CD3枚+DVD1枚　¥6,720　●練習問題集CD付　¥3,780

●テキスト（A4判・208頁7課　練習問題・練習問題用CD付）¥3,570
●テキスト用CD5枚＋DVD1枚　¥6,720

好評輸入テキスト

輸入テキストは為替レートが大幅に変動した場合には，価格が改定されることがあります．

xvi



１　　初 級 文 法

文法書，読章付文法

配列は刊行年順，ページ数は発音と本文のみ（ア
ルファベート，動詞変化表は含まず）のページ数
を示してあります．

身につくドイツ文法〈Leicht〉2

前田良三／高木葉子共著：　Deutsche Grammatik—System und Praxis〈Leicht〉2

B5　86S（15課）
¥2,600　Nr.1272
付変化表・別冊問
題集
教授用資料あり
音声ＤＬ式

定評ある前作を使いやすい分量・内容に改訂．発展
練習や独作文の問題を改め，コラムも更新．重要な
文法事項は変化表をその都度示し，全体を概観でき
ます．直後に「確認練習」を配置しました．宿題や
復習，100分授業の補習にも最適な問題集付です．

基礎固めのドイツ語［CD 付］
杉村涼子著：　Deutsch mit Fleiß und Spaß
B5 151S（18課）
¥2,700　Nr.1267
付変化表・CD

教授用資料あり

主に文法説明と練習問題から成ります．できるだけ
詳細な説明を心がけました．暗記に役立つヒントも
添えられており，基礎をしっかり理解することがで
きます．練習問題は，前課の復習事項を含むなど，
基礎定着のための工夫が随所に凝らされています．

単語重視　話して身につくドイツ語文法［CD 付］
宮下博幸／佐藤文彦共著：　Deutsche Grammatik Interaktiv—Intensives 
Vokabeltraining
A5　166S（12課）
¥2,200　Nr.1262

付変化表・単語一
覧・CD

教授用資料あり

各課は，単語，文法説明，会話練習，課末練習問題
からなります．会話練習は，教師の質問に対し，学
生が自分のことを話す方式です．文法項目が実際ど
のように使用されるかがわかり，自然な形で学習事
項の定着を促進するよう工夫しました．

https://www.ikubundo.com/book/9784261012729
https://www.ikubundo.com/book/9784261012675
https://www.ikubundo.com/book/9784261012620


2 ①　初 級 文 法

ドイツ語＋α［CD 付］
田原憲和／飛鳥井雅友／井尻　樂共著
B5　113S（16課）
¥2,500　Nr.1261

2色刷　付文法補
足・変化表・CD

教授用資料あり

各課は文法説明と項目毎の練習問題，課末の Übung

と Lesetextからなります．「＋α」として，各課の
練習に応用力を養う問題を付けました．文法では中
級に必要な項目を巻末にまとめました．分かりやす
い説明と豊富な例文でしっかり理解し習得できます．

アルタナティーフ──第 2 外国語としてのドイツ語文法［CD 付］
神竹道士／髙井絹子／長谷川健一共著：　
Alternativ—Deutsche Grammatik als zweite Fremdsprache
B5　73S（14課）
¥2,600　Nr.1260

2色刷　付変化表・CD

教授用資料あり

各課文法説明と項目別小問題を 3頁に収め，4頁目
にまとめ問題を付けました．文法説明はわかりやす
い表現とし，多くの例文を載せました．和訳問題で
は近・現代ドイツ語作家の作品から出題．教授と学
生の楽しいトークによる架空の授業場面付．

ドイツ語一歩一歩［CD 付］
山本洋一著：　Deutsch lernen—Einen Schritt weiter
B5　98S（12課）
¥2,800　Nr.1258

カラー　付文法表・変化表・
CD　教授用資料あり　教
室用パワーポイント資料あり

各課は，会話と内容紹介からなる導入，文法説明，
会話と練習問題から構成されます．文法を無理なく
段階的に学んでいけるよう，未習事項を含めないよ
う配慮．会話文や練習問題は，前課までに学んだ文
を多く用いて，既習事項の復習に考慮しています．

基礎がわかる！ ドイツ文法［CD 付］
富山典彦著：　Bravo! Deutsche Grammatik
B5　80S（16課）
¥2,300　Nr.1257

付変化表・CD

教授用資料あり

初学者が文法を一通り学び，次のステップに進める
よう目指しました．各課は簡潔で分かりやすい文法
説明と，練習問題で構成されます．自分で調べ，書
くことで覚えられるよう，練習問題は比較的多めで
す．単語や表現は，実際に役立つものを選びました．

https://www.ikubundo.com/book/9784261012613
https://www.ikubundo.com/book/9784261012606
https://www.ikubundo.com/book/9784261012583
https://www.ikubundo.com/book/9784261012576
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携帯＆スマホでドイツ語
川村和宏／竹内拓史／松崎裕人／押領司史生／熊谷哲哉共著：　
Deutsch mit Keitai & Smartphone
B5　80S（12課）
¥2,500　Nr.1254

カラー　付変化表
音声ダウンロード式　
教授用資料あり

携帯電話・スマートフォン，タブレット，パソコン
で動作するドイツ語学習ソフトウェアで，教科書と
連携した問題に取り組めます．例文・会話文を品詞
ごとに色分けし，文の構造を分かりやすくしました．
各課 4頁構成．文法説明は最小限に抑えました．

日本語で学ぶドイツ語［CD 付］
春日正男／松澤　淳共著：　Super! Super! Super!
B5　110S（15課）
¥2,500　Nr.1253

カラー　付変化表・
課別単語帳・CD

教授用資料あり

文法用語に慣れていない世代の学生にもわかりやす
いよう，難しい文法用語は極力避け，使用単語も日
常的なものに限りました．日本語からドイツ語にす
るという発想でわかりやすく解説し，日本語とドイ
ツ語の対応が視覚的に色でわかります．

身につくドイツ文法 Leicht［CD 付］
前田良三／髙木葉子共著：　Deutsche Grammatik ── System und Praxis
〈Leicht〉
B5　84S（15課）
¥2,500　Nr.1251

カラー　付変化表・CD

教授用資料あり

〈Ver.2〉をより使いやすい分量にし.問題を全て書
き込み式にしました．最重要文法事項には変化表を
その都度示し，全体を概観できます．文法項目の直
後に確認練習を付しました．課末の発展練習で，実
用性の高い表現や様々な分野の語彙が習得できます．

ビジュアルにドイツ語文法を！［CD 付］
在間　進著：　DEUTSCH!
B5　84S（10課）
¥2,500　Nr.1250

カラー　付変化表・CD

教授用資料あり

各課は【導入部】【Grammatik】【Übungen】の 3部
から成り，各見開き 2頁の構成．【導入部】は，①
視覚でインプット，②書く，③言う，の 3ステップ
方式．【Grammatik】では文法をわかりやすく解説．
【Übungen】では実践練習ができます．

https://www.ikubundo.com/book/9784261012545
https://www.ikubundo.com/book/9784261012538
https://www.ikubundo.com/book/9784261012514
https://www.ikubundo.com/book/9784261012507
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読むためのドイツ語文法［CD 付］
大川　勇／恒木健太郎／石澤将人共著：　Deutsche Grammatik für das 
Leseverständnis
B5　80S（18課）
¥2,500　Nr.1249

2色刷　付変化表・CD

教授用資料あり

新聞や思想書などを読むために最低限必要な文法を
わかりやすい形で提示．説明直後の確認問題で反復
学習ができます．課末の練習問題の和訳，独訳を通
して，学んだ文法が〈読む力〉に直結していること
を実感できます．

シンプル・ドイツ語──空欄補充式［CD 付］
寺井紘子／川島　隆／池田晋也／B.ノイマン共著：　Am Ende wird getanzt
—Basisdeutsch für Anfänger
B5　80S（12課）
¥2,500　Nr.1246

カラー　付文法補足・
変化表・CD　単語帳ア
プリ，教授用資料あり

全 12課，各課 4頁構成．変化表は書き込み式にし，
一人一人が考え，作り上げる授業を目指しています．
テキストは実際に使われる自然な表現が満載．
Übungは難度を抑え反復により基本文法を習得．
自習に最適・本教材専用の単語帳アプリあり（音声付）．

コンパクトドイツ語文法 I ──わかる！つかえる！［CD 付］
岸　孝信著：　Deutsche Grammatik I　kompakt＋praktisch!
B5　144S（20課）
¥2,700　Nr.1244

2色刷　付変化表・
CD・別冊課題集
教授用資料あり

基礎文法習得のための教科書，参考書，問題集の役
割をかねた複合的な教科書です．適切な文法理解と
確実な運用能力の養成を目指します．例文暗唱，文
法事項の解説，文法練習での「型の練習」，ペアに
よる「うで試し」，提出課題集での「復習」ができ
ます．

コンパクトドイツ語文法 II ──わかる！つかえる！［CD 付］
岸　孝信著：　Deutsche Grammatik II　kompakt＋praktisch!
B5　128S（7課）
¥2,700　Nr.1245

2色刷　付補講・提
出課題・変化表・CD

教授用資料あり

前作同様教科書，参考書，問題集の役割をかねた複
合的な教科書．主に第 3セメスターに進んだ学生が，
本格的な文章を読み，書く場合に役立つ文法事項の
習得を目標に設定．各課は例文暗唱，文法事項，
Training，読解練習，提出課題で構成されています．

https://www.ikubundo.com/book/9784261012491
https://www.ikubundo.com/book/9784261012460
https://www.ikubundo.com/book/9784261012446
https://www.ikubundo.com/book/9784261012453
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ドイツ文法スマート［CD 付］
横谷文孝／野島健児／吉野英俊／田村久男共著：　Deutsche Grammatik 
Smart
B5　88S（16課）
¥2,400　Nr.1242

2色刷　付変化表・CD

教授用資料あり

各課 4頁のコンパクト設計．基本文法事項だけを簡
潔に示し，細かい規則や例外には触れず，スムーズ
な学習が可能です．練習問題では，書き換えや作文
を多く設けました．使用語彙約 330語．「語の配置」
「文の構造」について丁寧に説明しました．

ドイツ文法エクササイズ
横谷／野島／吉野／田村共著：　Übungsheft zur deutschen Grammatik 
Smart
B5　41S（16課）
¥1,400　Nr.1243

提出用答案用紙付
教授用資料あり

100点満点で採点ができ，授業時間の補充問題や宿題，
小テスト，夏休み冬休みの宿題に使えます．発音か
ら接続法まで一通りカバーしてあります．教室での
学習進度にあわせて使えます．『ドイツ文法スマート』
との併用もお勧めです．

ブラーヴォ！ブラーヴォ！ブラーヴォ！──音楽から入るドイツ語［CD付］
春日正男／松澤　淳共著：　Bravo! Bravo! Bravo!
B5　111S（13課）
¥2,500　Nr.1237

カラー　付変化表・
CD　教授用資料あり

ドイツのクラシックからポップスまで，音楽の話題
を通して，ドイツ語への親近感を持続しながら学べ
ます．各課 4頁の使いやすい構成．簡単な会話で文
法事項を示し，事項毎に練習問題を配置．本編は関
係代名詞まで．受動，接続法等は補遺で説明します．

開け，ごま──初級ドイツ語 13 課［CD 付］
竹中康雄／土井ギーゼラ共著：　Sesam, öffne dich! 13 Türen zur 
deutschen Sprache
B5　109S（13課）
¥2,600　Nr.1233

2色刷　付変化表・
CD　教授用資料あり

各課の冒頭に文法の導入として，簡単な会話や，社
会，芸術など幅広い分野にわたるテキストを用意し
ました．例文や練習問題は，自然なドイツ語になる
ように努めました．各課では文法の説明と確認練習
が交互に現れ，最後にまとめの練習が来る構成です．

https://www.ikubundo.com/book/9784261012422
https://www.ikubundo.com/book/9784261012439
https://www.ikubundo.com/book/9784261012378
https://www.ikubundo.com/book/9784261012330


6 ①　初 級 文 法

エレメンテ──ドイツ語の文法と表現［CD 付］
新田春夫／福間具子／M.フェルト共著：　Elemente—Grammatik und 
Formeln der deutschen Sprache
B5　92S（20課）
¥2,500　Nr.1227

カラー　CD付
教授用資料あり

必要最小限の文法知識と語彙を，応用力によって最
大限活用するという趣旨のもと作成されました．各
課は文法，練習問題，語彙，重要単語チェックから
なる「文法」部と，頻出表現や場面別語彙をまとめ
た「表現」部の 2つの部分から構成されています．

レッカー！レッカー！レッカー！──おいしく学ぶドイツ語［CD 付］
春日正男／松澤　淳共著：　Lecker! Lecker! Lecker!
B5　104S（14課）
¥2,500　Nr.1221

カラー　CD付
教授用資料あり

「食文化」をテーマに扱い，親しみやすさと学びや
すさを重視しました．平易なセンテンスを通じて基
本的な文法事項が習得できます．導入部のプチ会話
で楽しくスタート．各課末は確認の練習問題付き．
巻末の練習問題は自習・宿題にも利用可能です．

ドイツ文法へのアプローチ［CD 付］
馬上徳／里村和秋共著　O. バイアーライン協力：　Einführung in die 
deutsche Grammatik für Anfänger
B5　100頁（24課）
¥2,500　Nr.1198

2色刷　付変化表・
CD　教授用資料あり

各課の最初にキーセンテンスを置き，学習目標を明
示．最重要の文法事項を「ポイント」としてまとめ，
変化表を多数掲載することで学習にメリハリをつけ
ました．説明の後と課末には多様な練習問題を配置．
平易な単語を用い，発音も重視しています．

リュックの中にドイツ語を
納谷昌宏著：　Deutsch in den Rucksack
B5　69S（17課）
¥2,000　Nr.1143

2色刷　付変化表

ドイツでも日常生活に困らない程度の会話力を身に
つけるための基礎的文法知識を提供する，というの
が本書の狙いです．ドイツ語圏の文化に関連する基
本情報を盛り込むことにも配慮．練習問題はドリル
式で，書き込みながら効果的に学習できます．

https://www.ikubundo.com/book/9784261012279
https://www.ikubundo.com/book/9784261012217
https://www.ikubundo.com/book/9784261011982
https://www.ikubundo.com/book/9784261011432
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ドイツ語文法へのプロローグ
岡本順治著：　Prolog zur deutschen Grammatik
B5　117S（22課）
¥2,000　Nr.1197

2色刷　付変化表
教授用資料あり

文法をわかりやすく説明し，英語との比較を積極的
に取り入れ，学習者の疑問に答えるための 6種類の
コラムも設けました．各課は「学習のポイント」，
文法説明と使い方，練習問題で構成．最初のうちは
ゆっくり進むことを目指して作られています．

ミニドイツ文法
田中宏幸／田中まり共著：　Minigrammatik der deutschen Sprache
A5　62S（40課）
¥1,700　Nr.0993

付変化表

必要最低限のドイツ語をマスターすることを主眼と
し，基本的な文法事項を簡潔かつ簡明にまとめまし
た．左頁に文法の説明，右頁に関連する練習問題と
いう形をとりました．練習問題は規則習得のチェッ
ク及び本文説明の補足例の役割も果たしています．

https://www.ikubundo.com/book/9784261011975
https://www.ikubundo.com/book/9784261009934


どんどん話そうドイツ語［音声ダウンロード式］
フランク・リースナー／田中雅敏共著：Jetzt sprechen wir!
B5 109S（12課）
￥2,700　Nr.1270

カラー　付変化表
問題集・単語帳
教授用資料あり
音声 DL式

各課は導入会話，文法，会話練習，読み物から構成．
コミュニケーション練習を中心に，ペアワークを通
して発展的に学習が進むように工夫しました．多く
の箇所で日本語逐語訳が添えられています．予習・
復習に便利な単語帳 &ワークブック付．オンライ
ンで 12課分のコラムを配信中．

ドイツ語＋αコミュニケーション［CD 付］
田原憲和／飛鳥井雅友／井尻樂／ジャクリーン・ポルスト共著
B5 98S（10課）
￥2,800　Nr.1268

カラー　付変化表
文法補足・問題集
CD　教授用資料あり

各課は 2つのスキット，パートナー練習，リスニン
グ等で構成．実際に遭遇するであろう場面を取り上
げ，そこでよく使用される表現や構文をパートナー
練習で学習し，身につけていくことで，日常の様々
な事柄について話すことができるようになります．

歌と詩で考えるドイツ語
奥田敏広／細見和之共著：Deutsch mit Liedern und Gedichten
B5 74S（13課）
￥2,600　Nr.1271

2色刷　付変化表
教授用資料あり

ブレヒトやカフカ等本物のドイツ語の詩と歌を選び
ました．詳しい注を付し，文化的背景を解説し考察
のヒントを与えた項目を設けました．全体が初級文
法の進度に対応した配列になるよう工夫．単独での
使用，文法教科書との併用，中級講読での利用も可
能です．

読本，文法読本，初中級文法読本
総合教材，コミュニケーション

配列は刊行年順，ページ数は本文（アルファベー
ト，動詞変化表，単語集等は含まず）のページ数
を示してあります．

２　　初級文法読本

https://www.ikubundo.com/book/9784261012705
https://www.ikubundo.com/book/9784261012682
https://www.ikubundo.com/book/9784261012712
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原発のない暮らし──ドイツの選択［CD 付］
大川勇／稲葉瑛志／齋藤治之／D.トラウデン共著：Es geht auch ohne 
Atomkraft!
B5 96 S（10課）
¥2,500　Nr. 1269

2色刷　付変化表・
CD　教授用資料あり

各課はコラム，ドイツ語の対話文，読み物，練習問
題から構成されています．自然なドイツ語であるこ
とに留意しました．中級としても十分利用できます．
文法は後半に集約．社会的問題について考え，議論
する能力が身に付くよう工夫されています．

4 ステップドイツ語［CD 付］ 
林　良子著：　Vier Jahreszeiten
B5　88S（12課）
¥2,500　Nr.1266

2色刷　付変化表・
CD　教授用資料あり

基礎編を各課 4頁，応用編を各課 2頁．基礎編は文
法，練習問題，会話，コラム，応用編は発展問題や
＋αの文法．3課 1ステップ× 4ステップ．四季を
割りあて，各季節のコラムを用意．ステップ毎のチ
ェックリストで進度を確認，クォーター制に対応．

ドイツから来たよ！［CD 付］
R.ブリール／井戸田総一郎共著：　Wir kommen aus Deustchland
B5　120S（12課）
¥2,600　Nr.1264

カラー　付変化表・
CD　教授用資料あり

ドイツの人形劇やアニメなどの様々な人気キャラク
ターが登場．ドイツの文化を学びながら，興味深く
進めることを意図しています．各課は 2つの
Lesetextと練習問題，文法，主要単語リストから成
ります．2年次の教科書としても十分に利用可能です．

フィール・シュパース！〈四訂版〉［CD 付］
橋本政義／H.ピナウ／橋本淑恵共著：　Viel Spaß!〈Neue Version〉
B5　54S（11課＋読章）
¥2,400　Nr.1263

2色刷　付変化表・
CD・別冊練習ノート
教授用資料あり

①話題性のあるテーマ，②文法説明の直後の練習問
題で学んだことをすぐ確認，③日常生活の場面での
楽しい会話練習，④キーワードの聞き取り練習．改
訂にあたり課文も全面的に書き換え，別冊の「練習
ノート」を追加．宿題・テストに利用できます．

https://www.ikubundo.com/book/9784261012699
https://www.ikubundo.com/book/9784261012668
https://www.ikubundo.com/book/9784261012644
https://www.ikubundo.com/book/9784261012637
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身につくドイツ語・初級（改訂新版）［CD 付］
前田良三／髙木葉子共著：　Deutsch mit aktuellen Themen〈Aktualisierte 
Neuauflage〉
B5　57S（13課）
¥2,500　Nr.1259

カラー　付変化表・
CD　教授用資料あり

ドイツの社会や制度の変更に応じてテクストやコラ
ムを大幅に書き換えました．各課は簡潔な文法事項，
文法問題，会話形式のテクスト，練習問題とコラム
から構成．過去と現代のドイツ，日本について考え
させられる，アクチュアルなテーマを提供します．

ドイツに行ってみませんか〈Ver.3〉［CD 付］
佐藤和弘／H.ピナウ／中村俊子共著：　Deutsch, mein Schlüssel zur neuen 
Welt Ver. 3
B5　117S（10課）
¥2,500　Nr.1256

カラー　付変化表・
CD　教授用資料・
語彙リストあり

現代性を重視したテーマにするために，ダイアロー
グや練習問題を見直しました．各課はキーセンテン
スとダイアローグ，文法説明，練習問題，コラムか
ら成ります．授業時間に合わせ，会話能力・読解力
のどちらにも重点を置けるよう構成しました．

新・行ってみたいなドイツ［CD 付］
西村佑子／R.ペトリック共著：　Komm doch mit nach Deutschland!
B5　66S（11課）
¥2,500　Nr.1252

カラー　付変化表・
CD　教授用資料あり

各課では会話形式のテキスト，やさしい練習問題を
通して文法をしっかり覚えられ，1課に 2時間かけ
て週 1回，1年間で基本が理解できる構成としました．
レイアウトや写真等を一新．CDには発音・聞き取
り練習の他，よく知られたドイツ歌曲も入れました．

グーテ・ライゼ！（新訂増補版）［CD 付］
伊藤直子／クリスタ柴田／末松淑美／山川和彦編著：　Gute Reise!
B5　128S（10課）
¥2,600　Nr.1247

カラー　付変化
表・文法表・CD

教授用資料あり

実際にドイツへ行った時に役立つコミュニケーショ
ン能力の養成を目指しました．各課冒頭には簡単な
聞き取りと基本文の練習，Dialog，Übungen，ラン
デスクンデを各 1頁．コラムを刷新し，クイズ感覚
のワークシート，すごろくを追加しました．

https://www.ikubundo.com/book/9784261012590
https://www.ikubundo.com/book/9784261012569
https://www.ikubundo.com/book/9784261012521
https://www.ikubundo.com/book/9784261012477
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おもしろドイツ！──異文化への招待［CD 付］
斎藤佑史／荒木詳二共著：　Einladung zur deutschen Kultur
B5　72S（12課）
¥2,500　Nr.1239

カラー　付変化表・
小テスト・CD

教授用資料あり

各課は 4頁構成．1頁目では日本語で生活文化や映画，
音楽，文学などドイツ文化を解説し，次頁では，日
本語解説に沿った本文で初級ドイツ語を学びます．
必要最低限の文法事項をまとめ，練習問題では文法
知識と表現力が確実に身につくよう配慮しました．

グーテン・ターク， ベルリン！（新版）［DVD・CD 付］
市川　明著：　Guten Tag, Berlin!
B5　73S（15課）
¥2,600　Nr.1238

カラー　付変化
表・CD・DVD

若者たちが繰り広げるベルリンでの生活をテクスト
としました．彼らは，ポツダムやワイマールにも出
かけますが，そのすべてを DVDと CDに収録しま
した．14課までは会語テクスト，文法，練習問題
による構成．15課は力だめしの，読み物の課とし
ました．

ドイツ語　スイッチオン！　Ver.2［CD 付］
櫻井麻美／信岡資生共著：　Deutsch, Switch On! Ver.2
B5　99S（12課）
¥2,500　Nr.1229

カラー　付文法・
変化表・CD

教授用資料あり

言語の背景にある生活や文化を知ることで，言語学
習効果が高まることを目指し，各課冒頭に豊富な資
料や情報，写真を掲載．文法用語の使用を抑え，単
語を最小限に留めて反復を心掛けることで，初心者
が負担なく重点的に学習できるよう工夫しました．

ベルリンは今［CD 付］
P.ブーフホルツ／橋本／工藤／前田／野口／宮永／八木 編著：　
Berlin： Baustelle der Einheit und der Vielfalt
B5　86S（10課）
¥2,500　Nr.1228

カラー　付変化表・
CD　教授用資料あり

ベルリン在住のブーフホルツ氏が長年にわたる日本
でのドイツ語教育の経験を踏まえ，日本の学生向け
に書き下ろしました．文法説明は極めて簡潔にし，
必要最小限の知識を確実に習得できるよう構成．読
み応えのある本文では読解力が身に付きます．

https://www.ikubundo.com/book/9784261012392
https://www.ikubundo.com/book/9784261012385
https://www.ikubundo.com/book/9784261012293
https://www.ikubundo.com/book/9784261012286
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はじめよう　ドイツ語［CD 付］
E.シュミット／須澤　通／浜　泰子共著：　Unterwegs mit Tobi
B5　73S（9課）
¥2,500　Nr.1217

カラー　付単語・
変化表・CD

教授用資料あり

臨場感あふれる豊富な写真と，留学生 Tobiとアキ
コの身近な会話が織りなすハーモニーは，学生の心
にいつまでも残るでしょう．厳選された短い
Dialogと各 Dialog毎のバラエティーに富んだ
Übungで構成．詳しい別冊文法ノートは 2年次以
降にも大変便利．

Dialog ──ドイツ語へのキックオフ Ver.5［CD 付］
近藤　弘／G.小林／新倉真矢子／松尾博史共著
B5　68＋24S（6課）
¥2,500　Nr.1236

2色刷　付 CD・別冊
文法の要点と補充問題
教授用資料あり

「教えやすく学びやすい」を目指した最新版テキスト．
各課の短い Dialog毎に文法事項の焦点を絞り，多
様な練習問題を通じて楽しく学び続けられる教材を
目指しました．文法説明と補充問題は別冊．個々の
クラスに合った授業の展開が可能です．

ともかく話そうドイツ語［CD 付］
小黒びるぎった／日野安昭／佐藤方代共著：　Wie bitte?
B5　96S（14課）
¥2,500　Nr.1209

2色刷　付文法解
説他・CD

教授用資料あり

容易に覚えられるキーセンテンスと，やさしい練習
問題とを徹底的に訓練することにより，ことばが自
然に口をついて出るようになること目標としました．
各課の本文は，文法知識によってではなく，キーセ
ンテンスの延長線上で自然に読み取れる内容です．

ハンブルクの夏──初級ドイツ語総合教材［CD 付］ 
岩崎克己／田中雅敏／吉田光演共著：　Ein Sommer in Hamburg
B5　96S（10課）
¥2,500　Nr.1204

2色刷　CD付
教授用資料・DVDあり　
ビデオ 1 巻　¥4,000

やさしい対話表現をビジュアルに学習することで，
コミュニケーション能力を効果的に身に付けられる
ことを目指しました．グループ練習，パートナー練
習など総合的学習を行えるようにしました．独検 4

級・3級対応．オンライン講座もあります．

https://www.ikubundo.com/book/9784261012170
https://www.ikubundo.com/book/9784261012361
https://www.ikubundo.com/book/9784261012095
https://www.ikubundo.com/book/9784261012040
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ガービとフランク〈日本語版〉（新訂版）［CD 付］ 
新倉真矢子編：　Gabi und Frank—12 Lektionen Deutsch
B5　54＋16S（12課）
¥2,500　Nr.1196

カラー　CD付
ビデオ 1 巻　¥6,000

短い，簡単，カラーの豊富な写真やイラストで好評
の『ガービとフランク』を新正書法に改めました．
大学生 Gabiとプログラマー Frankの日常生活が平
易なドイツ語で楽しく活気よく描かれています．

楽しくドイツ語を！（新訂版） 
関口一郎著：　Deutsch mit Spaß!
B5　77S（16課）
¥1,900　Nr.1117

2色刷　付変化表・
単語リスト　
ビデオ 1 巻　¥7,500

文法の各項目ごとに〈基本対話例〉を設け，基本的
な文法と文例を覚えた後にテキストに進みます．練
習問題は，テキストに関連して，学習者の自由な発
言を引き出すような問題を中心に出題．〈基本対話例〉
を発展させたビデオが用意されています．

ドイツ語と日本人
山崎清巳著：　Deutsch und Japaner
B5　33S（18課）
¥1,700　Nr.1015

付録
教授用資料あり

ドイツ語で自分を表現することが本書の目標です．
文法中心の学習ではなく，短い文から長い文へと徐々
に学習していく構成をとりました．動詞の数を 34

に制限し，その用法に十分に慣れ，自分のものとし
て自由に使用できるよう，工夫しました．

https://www.ikubundo.com/book/9784261011968
https://www.ikubundo.com/book/9784261011173
https://www.ikubundo.com/book/9784261010152


中級のための読本・読み物，ごくやさしい読み物，文章論

配列は刊行年順，ページ数は本文と注のページ数を掲げま
した．

３　　中 級 読 本

グレードアップドイツ語（新訂増補版）［CD付］
橋本政義／B.ノイベルガー／橋本淑恵共著：　Deutsch, Deutsche, Deutschland
B5　68S
¥2,500　Nr.1248
2色刷　CD付
教授用資料あり

本書は，初級修了者が次のステップへ無理なく進めることを目指
しています．各課は「テキスト」，「文法」，「内容確認」，「表現力
アップ」の 4部からなり，読解力と表現力，リスニング力を高め
られると同時に，ドイツの文化・社会事情を知ることができます．
独検の過去問にチャレンジするコーナーを新設しました．

体験するドイツ語［CD付］
須澤　通／E.シュミット／浜　泰子共著：　Machen wir weiter
B5　81S
¥2,600　Nr.1207
カラー　CD付
教授用資料あり

初級修了者が基礎を確認しそれを実践的に発展させることを目的
としています．日常会話主体のテキストで実用的な口語表現を学
ぶ一方，聞き取り・書き取りや反意語・同意語問題等，多様な練
習問題で総合的学習が可能です．ドイツに関するコラムも充実．

私たちと環境問題（新訂版）
H.トロール／大串紀代子共著：　Denk an die Umwelt!
A5　56S
¥1,700　Nr.1193

自然界と人間のかかわり方に視点を置き，水，空気，種の保護，
エネルギーなど 11のテーマを，500ワード前後でやさしく書き
下ろしてあります．語句注の他，内容把握，文法の復習等の練習
問題付きです．

Dialog ──ステップアップ版［CD付］
近藤　弘／G.小林／新倉真矢子／松尾博史共著
B5　47S（10課）
¥2,400　Nr.1192
2色刷　CD付
教授用資料あり

このテキストは，ドイツ語の初歩を学んだあとに，さらに話した
り，聞いたり，書いたり，読んだりする力を伸ばせるようにと作
成しました．『Dialog—ベーシック版』の続編ではありますが，
初級をどのテキストで学んだ人にも無理なく入って行けるよう，
1課から 3課までは「復習篇」にしてあります．

グリム童話で学ぶドイツ語
S.ヴント／本橋右京編著：　Der Eisenofen
B5　64S（傍注）
¥2,000　Nr.1184
2色刷
教授用資料あり　

グリム童話を初級者にも読めるようリライトした，初級から中級
への橋渡しのための教材です．たった一年間だけドイツ語を履修
した学生でも，グリム童話を自分で読めたという達成感は，一生
忘れないことでしょう．,,Hänsel und Gretel“ 他．

https://www.ikubundo.com/book/9784261012484
https://www.ikubundo.com/book/9784261012071
https://www.ikubundo.com/book/9784261011937
https://www.ikubundo.com/book/9784261011920
https://www.ikubundo.com/book/9784261011845


15③　中 級 読 本

グリム童話で学ぶドイツ語　PartII［CD付］
S.ヴント／本橋右京編著：　Hans mein Igel
B5　90S　¥2,600
Nr.1223　カラー
CD付　教授用資料
（小テスト付）あり

グリム童話集から「ブレーメンの音楽隊」他数篇を選び，日本の
学生向きに書き改めました．第 1話は現在形で書かれ，第 2話の
途中からは現在完了形，第 3話からは副文が入り，童話本来の時
制である過去形で書かれています．各課練習問題，巻末問題集付．

ドイツのことわざ 60選
橋本文夫／荒井　隆編：　Deutsche Sprichwörter 60 I—Eine Auswahl mit Beispielen
B6　30S（傍注）
¥900　Nr.0803　Ⓒ

最もよく知られていることわざ 60篇を精選しました．それぞれ
のことわざをまず普通のドイツ文に書きかえて文意を明らかにし，
次にやさしいドイツ文で描いた日常の家庭的な挿話によって，こ
とわざの内容を容易に理解できるようにしてあります．

続・ドイツのことわざ 60選
荒井　隆編：　Deutsche Sprichwörter 60 II
B6　37S（傍注）
¥900　Nr.0883　Ⓒ

それぞれの「ことわざ」は，具体的なシチュエーションに置かれ
た小話を読むことによってその内容が納得いくようになっていま
す．文章はやさしい対話形式を採り入れていますので，初級後期
からの教材として好適です．付：ことわざ一覧と練習問題．

https://www.ikubundo.com/book/9784261012231
https://www.ikubundo.com/book/9784261008036
https://www.ikubundo.com/book/9784261008838


独作文，独作・文法，和文独訳問題集

配列は刊行年順，ページ数は本文のページ数を掲
げました．

４　　作 文

ドイツ語表現への誘い（新訂版）［CD付］
池内宣夫著：　Kreativ Deutsch schreiben 2., verbesserte Auflage
B5　73S（17課）
¥2,500　Nr.1255
2色刷　CD付
教授用資料あり

文法と語彙を「知っている」から「運用できる」レベルに高める
独作文中心の入門教科書です．各課は導入テキスト・文法説明・
作文練習問題より成り，テキストは文法事項の確認と作文内容へ
の導入も兼ねています．改訂に際し，作文練習への移行をスムー
ズにするために，文法説明の一部を空欄補充問題化しました．

ドイツ語の作文と文法（新正書法版）
横山　靖著：　Übungen zum Übersetzen ins Deutsche nebst Grammatik
A5　71S
¥1,700　Nr.1175
教授用資料あり

作文の基礎となる文法を十分に学習できるよう，そのポイントに
は簡潔平易に触れ，その上でこれに基づいて和文独訳の各問題を
課しました．また，その際に未習事項は含まれないように配慮し
ました．初級終了後の使用はもちろん，一年次の初めから文法書
と並行して使用でき，文法教科書の代わりともなります．

https://www.ikubundo.com/book/9784261012552
https://www.ikubundo.com/book/9784261011753


ページ数は本文と注，解説のページ数を掲げま
した．

５　　読 み 物

●メルヘン・伝説・詩歌 

Die sichtbare Musik
Ende, Michael　子安美知子╱樋口純明共編：　見える音楽 ──「モモ」より
A5　28＋11S
¥1,300 Nr.0987  Ⓒ

時間泥棒から悪戦苦闘して人間に時間を取り戻す，不思議な少女
モモの物語から，エッセンスともいうべき場面を中心に編纂しま
した．注の随所で割愛部分の筋の展開を要約してあります．

Kinder- und Hausmärchen I
Grimm, Jakob╱Wilhelm　三浦靱郎編：　グリム童話 I
B6　29＋9S
¥900　Nr.0301

Inhalt:　1) Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich　2) Der 
Wolf  und d ie  s ieben jungen Geißle in　3)Brüderchen und 
Schwesterchenいずれも熟知された親しみ深い内容である．

Kinder- und Hausmärchen II
Grimm, Jakob╱Wilhelm　三浦靱郎編：　グリム童話 II
B6　32＋8S
¥1,100　Nr.0327

Inhalt:　1) Rotkäppchen　2) Hänsel und Gretel　3) Frau Holle　
4) Die Bremer Stadtmusikanten 野の花のように可憐な童話の中
にも不巧の文学的生命を読みとることができる．

Die kleine Hexe
Preussler, Otfried　加藤　宏編：　小さな魔女
A5　49＋8S
¥1,600 Nr.0859  Ⓒ

本書は 1958年にドイツ青少年優良図書賞を受賞した同名の作品
を抜粋したものです．年寄りの意地の悪い魔女たちにいじめられ
るが，決して負けない小さな魔女の活躍を楽しく描く．

Fünfzig deutsche Lieder
佐々木庸一編：　ドイツ歌曲 50 選
B6　47＋13S
¥1,200　Nr.0469

Goethe, Schiller, Heine等の名高い作品で，Beethoven, Schubert, 
Schumann等によって作曲され，人口に膾炙した名曲となってい
る詩 50篇を選びました．楽しくドイツ語を学習しましょう．

https://www.ikubundo.com/book/9784261009873
https://www.ikubundo.com/book/9784261003017
https://www.ikubundo.com/book/9784261003277
https://www.ikubundo.com/book/9784261008593
https://www.ikubundo.com/book/9784261004694


18 ⑤　読 み 物

●小　　　　　説 

Nachts schlafen die Ratten doch
Borchert, Wolfgang　藤本淳雄編：　夜になればネズミは眠る
B6　43＋11S
¥900　Nr.0418  Ⓒ

,,Draußen vor der Tür und ausgewählte Erzählungen“ から表題作
ほか 4篇と詩 2篇を収めた．夭折したこの青年作家の作品には人
間のみじめさと偉大さとが見事にすくいあげられている．

Peter Schlemihls wundersame Geschichte
Chamisso, Adelbert von　白崎嘉昭編：　影をなくした男
A5　66S（脚注）
¥1,300 Nr.0978  Ⓒ

オリジナル作品の文体をできる限り損なわずに，やさしくリライ
トしたものを，さらに約半分に圧縮しました．割愛部分には日本
語の梗概を設け，物語の展開がつかめるように配慮しています．

Schön ist die Jugend
Hesse, Hermann　高橋健二編：　青春は美わし
B6　72＋7S
¥1,300 Nr.0223  Ⓒ

2本組

Hesseの名を最もポピュラーにした愛すべき作品．Hesseの生ま
れ故郷 Calwを背景とし，若い日の哀歓を描いた物語で，ことの
ほか味わい深いものがある．

●伝記・社会・文化・自然科学 

Die Zwanziger Jahre
Werner, Bruno E.　平田達治編：　黄金の二十年代
A5　31＋22S
¥1,600 Nr.0941  Ⓒ

本書は，平易なドイツ語でワイマール文化の「黄金の二十年代」
を綴った楽しい読み物です．文化史的な事項に関して詳注を付し
たほか，当時の状況が概観できるよう年表を作成しました．

Deutschland in Geschichte und Gegenwart
Zettl, Erich　松本嘉久編：　ドイツの歴史と現在
A5　75S
（写真，図版，詳注込）
¥1,600 Nr.1094  Ⓒ

授業時間数を考え，原著を約半分に圧縮しました．が，ドイツの
歴史をたどるのに必要な部分については十分網羅してあります．
また現代ドイツの事情についての記述も十分なされています．

https://www.ikubundo.com/book/9784261004182
https://www.ikubundo.com/book/9784261009781
https://www.ikubundo.com/book/9784261002232
https://www.ikubundo.com/book/9784261009415
https://www.ikubundo.com/book/9784261010947


19⑤　読 み 物

Ehrfurcht vor dem Leben
Schweitzer, Albert　酒井　滋編：　生への畏敬
B6　36＋4S
¥900　Nr.0529  Ⓒ

博士の根本思想である「生への畏敬」の内容と時代的意義をわか
りやすく述べると共に，その成立過程が自ら博士の略伝にもなっ
ている．

Naturwissenschaftliche Plaudereien
Glass, Don　岩井智子╱内藤洋子共編：　昼休みの科学
A5　49S（傍注）
¥1,600　Nr.1146  Ⓒ
教授用資料あり 

各テーマは，気象，医学，物理など多方面にわたっています．し
かし内容は身近な科学の疑問を扱ったもので，文章はやさしく詳
注も付いていますから，理系，文系を問わず興味深く読めます．

https://www.ikubundo.com/book/9784261005295
https://www.ikubundo.com/book/9784261011463


６　　副 教 材

発音教本，ドイツ文化事情

配列は刊行年順，ページ数は本文のページ数を掲
げました．

《最新版》ドイツの街角から　素顔のドイツ──その文化・歴史・社会
髙橋　憲著
A5　192S
¥1,300　Nr.1274

ドイツの生活，芸術，歴史，政治等を，多角的な視点から紹介．
様々な分野での「日独文化比較」にもなっています．ドイツ学・
ドイツ文化・社会入門講座での単独使用も可能．語学研修や留学，
旅行などにも役立ちます．前作からの 3年間をふまえ訂正，ドイ
ツと EUの昨今の変化にも詳細に言及しています．

日本人のためのドイツ語発音コース（新版）［CD付］
I.アルブレヒト／U.ヒルシュフェルト／柿沼義孝編
A4　155S
¥3,000　Nr.1210
CD付
ビデオ 2巻　¥6,000

日本人のドイツ語学習者が不得意とする発音，間違いやすい発音
を徹底分析して作成された初の発音教材．初級から使え，中級・
上級にも十分対応．独検 2級，Zertifikat準備にも役立ちます．
ビデオ 2巻目はドイツ各地で収録した市民へのインタビューとな
っており，聞き取り練習にも最適．

https://www.ikubundo.com/book/9784261012743
https://www.ikubundo.com/book/9784261012101


＊ 輸入テキストの在庫は十分用意いたしますが，品薄にな
ることもございますので，ご採用のテキストは予め 1ヶ
月半前までにご連絡くださいますようお願いいたします．

＊ ご不明の点はお気軽に小社洋書部までお問い合わせ下さ
い．

Netzwerk neu A1, Teilband 1 (Klett Sprachen)

von S. Dengler u. a.［Nr.6960］
⃝テキスト（A4変
形・176S. 6 課　練
習問題・テキスト用
音声・ビデオ・練習
問 題 用 音 声 付 ）
¥3,770　⃝教授用資
料（CD4 枚 +DVD 
1枚付）¥4,190

◆大人気シリーズ Netzwerkのコンセプトを残しつつ，内容を全
面的に改訂．デジタル面も刷新し，学習をサポートします．
◆教えやすく学びやすい，一目で分かる明快なレイアウト．テキ
ストの内容は現代的かつリアルで，実践的なドイツ語を学べます．
◆無料のアプリを使えば，すべての音声とビデオがスマホやタブ
レットで再生可能．Facebookや Instagramにも専用ページを特
設し，学生が自然に学習できる機会を提供します．

＊全 3巻（各 2分冊）．教材（各巻）⃝テキスト（練習問題・音声・ビデオ付）⃝教授
用資料（CD4枚・DVD付）⃝インテンシブトレーナー　⃝テスト集（音声付）⃝デ
ジタル版あり　⃝合冊版あり

Das Leben A1, Teilband 1 (Cornelsen)

von H. Funk u. a.［Nr.6974］
⃝テキスト（A4変
形・160S. 8 課　練
習問題・音声・ビデ
オ付）¥3,770
⃝テキスト用 CD+
DVD　¥7,340

◆初級者向けの新シリーズが登場．雑誌のような美しいレイアウ
トと，人々の生活に密着した内容で，生き生きとした授業を実現
します．
◆新しいヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）に準拠．“Deutsch 
lehren lernen”（DLL）に基づく確かなコンセプトで，効果的な
ドイツ語習得を可能にしました．
◆授業や自習に専用アプリを用いることで，直観的にドイツ語を
学べます．

＊全 3巻（各 2分冊）．教材（各巻）⃝テキスト（練習問題・音声・ビデオ付）⃝テキ
スト用 CD，DVD　⃝テスト集　⃝教授用資料　⃝合冊版あり

studio［21］A1, Teilband 1 (Cornelsen)

von H. Funke u. a.［Nr.6767］
⃝テキスト（A4判・
160S. 6課　練習問
題・DVD-ROM付）
¥3,250
⃝テキスト用 CD
¥5,030

◆人気の studio［d］シリーズから，ドイツ国内外のドイツ語学習
者向けに内容・レイアウトを一新した新版が誕生しました．
◆文法問題や会話練習のためのビデオクリップ等が入った E-
Book（DVD-ROM）が付属しており，自主学習を強力にサポート
します．
◆日常生活のほか仕事やレジャーにも焦点を当てた全 6課構成．
ビジネスや生活シーンを主題にしたビデオを使用した会話問題が
3課毎に設けられており，より実践的なドイツ語を学ぶことがで
きます．

＊全 3巻（各 2分冊）．教材（各巻）⃝テキスト（練習問題・DVD-ROM付）⃝テキス
ト用 CD⃝単語帳⃝聴き取り練習帳（CD付）⃝授業用 DVD⃝試験用問題（CD付）

７　　輸入テキスト



22 ⑦　輸入テキスト

Panorama A1 (Cornelsen)

von Andrea Finster u. a.
⃝テキスト（A4変
形・166S. 16課）
¥3,200
⃝テキスト用 CD
¥2,360
⃝練習問題集・練習
問題用 CD付
¥3,200

◆ドイツ語学習の新たな次元へ！最新のメディア教育論に基づい
た革新的なシリーズが登場しました．
◆ 2課ごとに設けられた “Panorama” コーナーでは，豊富な写真
でドイツ語圏（D-A-CH）の生活や文化を紹介しています．
◆専用アプリで手軽に自習可能．スマートフォンやタブレットを
テキストに直接かざすとアニメーションやビデオを再生できます．
◆充実した会話練習で実践的に話す能力を伸ばします．

＊全 3巻．教材（各巻）⃝テキスト　⃝練習問題集・練習問題用 CD付　⃝テキスト用
CD　⃝教員用テキスト　⃝授業用 DVD　⃝テスト集 CD付　⃝分冊版あり

Menschen A1 (Hueber)

Von S. Evans, F. Specht u. a.［Nr.6689］
⃝テキスト（A4判
変形・192S. 8課）
¥3,780
⃝テキスト用 CD3
枚＋ DVD1枚
¥6,720
⃝練習問題集・練習
問題用 CD付
¥3,780

◆《人間が一番興味を持つものは，人の感情であり物語であり，
そして何より，人間そのものである》．脳科学／学習心理学の最
新の研究成果のもと，全く新しい教科書が誕生しました．
◆ドイツ語圏で暮らす様々な人たちをクローズアップした，スト
ーリー性のあるテキストの展開が，学習者の興味と意欲を高め，
単語・文法・会話文が自然に身につくように工夫されています．
◆パズルやゲーム，漫画・ブログ・メールの読解等，若者にとっ
て身近な素材が随所に配置されており，活気のある授業を行うこ
とができます．
◆各課は 3章から成り，時間に応じた効率的な授業が可能です．
各課の終わりには文法表が掲載されており，学習内容の確認に役
立ちます．

＊全 3巻　教材（各巻）⃝テキスト　⃝練習問題集・練習問題用 CD付　⃝テキスト用
CD3枚 +DVD1枚　⃝教授用資料　⃝デジタル版教授用資料　⃝分冊版あり

Schritte international Neu 1 (Hueber)

Von D. Niebisch u. a.［Nr.6861］
⃝テキスト（A4変
形・208S. 7 課　練
習問題・練習問題用
CD付）¥3,570
⃝テキスト用 CD5
枚 +DVD1枚 ¥6,720

◆信頼の Schritte internationalシリーズのコンセプトをそのままに，
写真・設問・ストーリーを全面改訂した新版が登場．「家族」「住
まい」「余暇」など各課のテーマに沿って日常生活やビジネスシ
ーンで使える実践的なドイツ語を習得できます．
◆専用アプリを利用すると，スマートフォンやタブレットでも教
材の音声やビデオ再生が可能．学生にとってより身近な教材にな
りました．
◆各課の最後に設けられたコーナーでは，歌，漫画，映像，ゲー
ムなどを使って学習内容をより深めることができます．

＊全 6巻．教材（各巻）⃝テキスト（練習問題・練習問題用 CD付）⃝電子版テキスト　
⃝授業用 CD，DVD　⃝教授用資料
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■辞典� ★ 日本図書館協会選定図書
☆ 全国学校図書館協議会選定図書

編集主幹　冨山芳正
郁文堂独和辞典�　第二版

四六判・1846 頁・4,200 円

見出し語総数約 11万語．分綴，語源を示す．語義は，
訳語の羅列を避け，核心的訳語と豊富な句例・文例によ
り精密に解明した． ★☆ Nr.7188

編集主幹　冨山芳正
郁文堂独和辞典�　第二版

机上版・1856 頁・28,000 円

定評ある『郁文堂独和辞典』がコンピュータ組版によっ
て全面的な改訂を行ったのを機に製作した，引きやすく
読みやすい大字の豪華机上版．限定出版． Nr.7190

在間　進　編
新キャンパス独和辞典
2色刷・小 B6 判・1210 頁・3,000 円

初中級に必要十分な 2万 3000語を厳選．重要 500語・
2000語・3000語をレベル分け．変化した動詞・名詞が
すぐ引ける．断然見やすいレイアウト． Nr.7306

在間　進　編
エクセル独和辞典�〈新装版〉
2 色刷・小 B6 判・1021 頁・2,800 円

必要不可欠な 2万語を厳選．重要 2千語は特にわかりや
すく工夫．初学者の使いやすさ，引きやすさを徹底追求．
発音カナ表記．新正書法完全対応．2色刷． Nr.7261

冨山芳正／三浦靱郎／山口一雄 編
郁文堂 和 独 辞 典　第四版

小B6 判・713 頁・3,400 円

見出し語 3万，収録語数 6万 3千．引き方は平仮名五十
音順．応用のきく豊富な句例・文例．懇切な用法指示．
付録に「会話慣用表現」「手紙」「文型一覧」 Nr.7248

田澤五郎　編著
独日英 ビジネス経済法制辞典

四六判・1320 頁・19,000 円

引いて納得──解説を重視．国際ビジネス社会に活躍す
る人々の常備図書．独—日—英が完全対応．ハンディに
もかかわらず大辞典の情報量． Nr.7233

加藤　宏　監修
ドイツ語新正書法ルールブック

B6判・156 頁・1,500 円

1998年 8月 1日よりドイツ語の正書法が変わりました．
本書は，「DUDEN正書法辞典」（第 21版）冒頭部の全
訳です．ABC順，五十音順索引付き． Nr.7225

■単語集

大岩信太郎　編 〈語源本位〉
ド イ ツ 単 語 5500

新書判・207 頁・1,600 円

5500語を厳選し，訳語は基本的で適切なものだけを掲げ，
基本語の次に語源的な同系語を配列してあるので，印象
的に単語を覚えることができます． Nr.7024

大岩信太郎　編
例文で
覚える役に立つドイツ単語

新書判・182 頁・1,300 円

実用性を重視して厳選した 2000語の単語は，採録語彙
内の単語で構成した日常会話文を主体とする平易な例文
によって，楽しくマスターできます． Nr.7115

�



■参考書

立川睦美／中川純子　共著
ドイツ語発音・発話徹底ガイド
A5判・200頁・音声DL式・専用ウェブサイト付・2,000円

「出せなかった音を出す」「聞く気にさせる発音・話し方
を習得」「リスニング力をアップ」の目標達成のため，
詳細な解説と豊富な練習材料を提供． Nr. 7339

根本道也　著
これならわかる！ドイツ文化＆ドイツ語入門

四六判・110 頁・1,200 円

ドイツ語に長年携わってきた著者による日独文化比較の
おもしろエッセイ＆ドイツ語入門．両国の文化の違いと
特質が良くわかりドイツ理解が深まります． Nr.7333

高田博行　著
素朴なぎもんからわかるドイツ文法
2色刷　A5判・194頁・CD付・1,800円

学習者の誰もが持つ「素朴なぎもん」を丁寧に解き明かし
ながら，難しいと思われるドイツ文法をわかりやすく解
説．疑問を解消して理解する新しい形の文法書． Nr.7294

市川／木村／ペピン　共著
ドイツ語ステップアップ�〈新訂版〉
2 色刷　B5判・198頁・CD付・2,500円

参考書と問題集が一体化した完全独習教材．「読む」「書
く」「聞く」「話す」の 4能力を総合的に養成．ドイツ語
でのコミュニケーションを重視．〈新正書法版〉 Nr.7277

在間　進　著
Z先生の超かんたんドイツ語
2色刷　A5判・174 頁・CD付・2,000円

文法項目を 46項目に分け，1課を見開き 2頁で解説．
書き込み式のドリルと，会話文を使った練習で，文法を
理解しながら，会話も身につけられます． Nr.7251

矢羽々　崇　著
らくらくドイツ語 16ユニット
2色刷　A5判・175頁・CD付・2,200円

本書は実用面に重点をおき，しかもドイツ語を楽しく学
んでもらえるように作られた，本当にドイツ語をモノに
するための入門参考書です． Nr.7223

佐々木庸一　著
新英語から入るドイツ語

A5判・309 頁・2,400 円

英語とドイツ語の類似点，相違点を考察しながら，豊富
な例文と詳しい説明でドイツ語が学べる，『英語から入
るドイツ語』の増補版です． Nr.7173

山川丈平　著
やさしいドイツ語入門

2色刷　A5 判・252 頁・2,000 円

ドイツ語教育のベテランである著者が，永年の経験をも
とにして，ABCの第一歩から接続法のいろいろにいた
るまで，懇切丁寧に指導しています． ★ Nr.7140

三好助三郎　著
新 独 英 比 較 文 法

A5判・465 頁・4,000 円

多年好評を博してまいりました『独英比較文法』の改訂
増補版として，新たに多くの例文と詳細な説明を加えた
文字どおり「独英比較文法」の決定版です． ★ Nr.7131

常木　実　著
標 準 ド イ ツ 語

2色刷　A5 判・350 頁・2,500 円

初めて学ぶ人の最も標準的な参考書としてごく初歩から
懇切丁寧に説明していると同時に，学習者の座右の書と
して役立つ参考書． ★☆ Nr.7097

阿部賀隆　著
ド イ ツ 文 法 の 知 識

新書判・138 頁・1,320 円

文法の知識を短時間でひととおりものにしたいという要
求にこたえる本です．文法事項をまとめ，関連事項を見
開きの頁とし，覚えやすくしてあります． Nr.7013

ヴォルフガング・ミヒェル／新保弼彬　共著
ドイツトラベル会話�〈新訂版〉
2 色刷　四六判・296頁・CD付・2,600円

観光旅行はもとより，語学研修旅行，ドイツ語圏で仕事
をする人，あるいは視察旅行をする人に必携のハンドブ
ック．現地で役立つフレーズ満載． Nr.7278



■問題集

（公財）ドイツ語学文学振興会　編
独検過去問題集〈5級・4級・3級〉
（年度版）� A5判・約176頁・CD付・2,800円

各問題には懇切丁寧な解説・正解を付す．実力判定のた
めの，受験者にとっての最高の指針．各級審査基準・検
定試験結果も掲載．「聞き取り試験」同一音源の CD付き．

（公財）ドイツ語学文学振興会　編
独検過去問題集〈2級・準1級・1級〉
（年度版）� A5判・約176頁・CD付・3,600円

各問題には懇切丁寧な解説・正解を付す．実力判定のた
めの，受験者にとっての最高の指針．各級審査基準・検
定試験結果も掲載．「聞き取り試験」同一音源の CD付き．

飯嶋一泰　編著
独検合格らくらく30日〈準1級〉

A5 判・107 頁・CD付・2,200 円

見開き 2頁を 1日分とし，1週間ごとに予想問題を加え，
最終的に予想問題，模擬試験を用意．口述試験のポイン
トも説く．付録に混同しやすい単語を付す． Nr.7295

飯嶋一泰／清水　朗　編著
独検合格らくらく30日〈2級〉

A5 判・140 頁・CD付・2,200 円

見開き 2頁を 1日分とし，1週間ごとに予想問題を加え，
最終的に予想問題，模擬試験を用意．必修単語・熟語リ
スト付き． Nr.7296

清水　朗／飯嶋一泰　編著
独検合格らくらく30日〈3級〉

A5 判・118 頁・CD付・2,000 円

見開き 2頁を 1日分とし，1週間ごとに予想問題を加え，
最終的に予想問題，模擬試験を用意．必修単語・熟語リ
スト付き． Nr.7254

飯嶋一泰／清水　朗　編著
独検合格らくらく30日〈4級〉

A5 判・103 頁・CD付・2,000 円

見開き 2頁を 1日分とし，1週間ごとに予想問題を加え，
最終的に予想問題，模擬試験を用意．必修単語・熟語リ
スト付き． Nr.7255

高木／富山／横塚／大井　共著
独検合格スーパートレーニング

A5判・152 頁・1,200 円

独検 4級・3級向き問題集．約 400問の 4択式問題で文
法の基本事項を系統的・効率的に習得．役立つ単語・表
現を用いてあり，初級ドイツ語を自然とマスターできる．
解答・解説付き． Nr.7269

横山　靖　著
独文解釈の秘訣Ⅰ・Ⅱ
A5 判・各約 135 頁・Ⅰ／Ⅱ各 1,800 円

大学並びに大学院受験者用として，入試問題から 100問
を厳選し，克明な注釈と解説によってさまざまな問題点
に明快な答を与える． Ⅰ Nr.7133，Ⅱ Nr.7134

阿部賀隆　著
独 文 解 釈 の 研 究

B6判・256 頁・2,600 円

文意のわからない独文に出合った場合，それに対処する
ための「考え方」を説きました．それぞれに用語訳，要
点，文脈，説明，訳がつけてあります． Nr.7031

郁文堂編集部　編
ドイツ語中級問題 100 選

B6 判・114 頁・1,600 円

独文解釈力の養成のために大学入試問題の中から，比較
的わかりやすい独文和訳の問題 100問を選び，平易なも
のから順に配列してあります． Nr.7029

郁文堂編集部　編
ド イ ツ 語 の 鍵

新書判・135 頁・1,000 円

本書は全国各大学試験問題を主とし，さらに多種多様の
問題を加えた文法問題集で，ヒント（注釈）を与えて解
答の手助けをしています．解答付． Nr.7027

川口　洋　著
主要文型
で 学 ぶ 独 作 文 の 基 本

B6判・112 頁・1,700 円

文法終了程度の学習者を対象に，ドイツ語の文構造の知
識を土台に文型のパターンを理解することによって作文
力を付けさせる意図で書かれたものです． Nr.7127



■独和対訳叢書

シュトルム　作・三浦靱郎　訳注
㉒湖 畔

新書判・159 頁・1,400 円

兄ともなり妹とも思った少年の昔，思いをはせた遊学の
頃，弱かりしが故に尽きせぬ思い出は一抹憂愁の影をひ
く．溢れ出る浪漫性は読者の心を熱く打つ Nr.7044

リルケ　作　星野慎一　訳注
㉗リ ル ケ 詩 集

新書判・149 頁・1,600 円

今世紀ドイツの最もすぐれた詩人リルケの「第一詩集」
から「後期詩集」に至る全詩集から鑑賞に値する名品を，
詩人の全貌にふれられるよう抜粋した． Nr.7049

グリム　作　三浦靱郎　訳注
㉜グ リ ム 童 話

新書判・101 ＋ 28 頁・1,400 円

誰もが子供の時から親しんでいる童話のなかから，「オオ
カミと 7匹の子ヤギ」「赤ずきん」など文学的香りの高
い 5編を選んだ．初級者向の名作．単語集付． Nr.7054

ヘルムホルツ　作　常木　実　訳注
㉝一 科 学 者 の 回 想

新書判・72 頁・1,000 円

物理学者，生理学者，数学者さらにまた哲学者として活
躍し，自然科学界のゲーテと謳われたヘルムホルツの，
平明で格調高いテーブル・スピーチである． Nr.7055

ベルゲングリューン　作　野島正城　訳注
㉞ス ペ イ ン の バ ラ

新書判・109 頁・1,320 円

短篇作家ベルゲングリューンの代表作．物語の構成は立
体的劇的で，人物を生存ぎりぎりの限界の危機的状況に
おいて，そこでの行動と心理とを描き出す． Nr.7056

シュニッツラー　作　常木　実　訳注
㊱利 口 者 の 妻

新書判・73 頁・1,000 円

鋭い観察による心理描写，ほろ苦い人生にさし込む甘美
な情事と官能の喜びへの期待と回想．極度に洗錬された
名文はひしひしと読者の胸に迫ってくる． Nr.7058

ゲーテ　作　三浦靱郎　訳注
㊲ゲ ー テ 詩 集

新書判・153 頁・1,500 円

詩聖ゲーテの詩を概観できるように，広く愛唱されてい
る小曲集ばかりからでなく，バラーデ，ファウスト，マ
イスターなどからも有名な詩を抽出した． Nr.7100

R.M.リルケ／斎藤萬七・石野　力　訳注
㊳若い詩人に与える手紙

新書判・168 頁・1,200 円

本書は，リルケが無名の詩人に宛てた 10通の手紙を収
めたもので，リルケ文学を解明するための重要な暗示を
随所に窺うことができる． Nr.7117

R.M.リルケ／斎藤萬七・石野　力　訳注
㊶ある女性に与える手紙

新書判・110 頁・1,000 円

愛に破れ，一児を擁しながら生活苦と闘う若い女性の心
の渇きに，慈雨のごとく語りかける，類稀れな人生深化
と慰藉の書簡である．味読に値する一書． Nr.7158



■中世ドイツ文学叢書

ヴォルフラム　作　加倉井／伊東／馬場／小栗　訳
パ ル チ ヴ ァ ー ル
［品切れ］� A5 判・480 頁・7,000 円

数々の試練の末，神の愛の存在を確かめ，ついに聖杯を
得るに至る主人公の精神的発展の過程を描いた一大ロマ
ン．第 11回日本翻訳文化賞受賞． Nr.7118

ゴットフリート　作　石川敬三　訳
トリスタンとイゾルデ
［品切れ］� A5 判・390 頁・5,825 円

永遠の愛を貫いたトリスタンとイゾルデの激しい苦悩と
歓喜の生きざまは，今日なおそくそくと読者の胸を打つ．
第 12回日本翻訳出版文化賞受賞． ★ Nr.7124

ヴァルター他　作　高津春久　編訳
ミ ン ネ ザ ン グ
［品切れ］� A5 判・377 頁・4,500 円

中世ドイツに絢爛たる開花をみせた愛の叙情詩ミンネザ
ングの作品群の中から精華 94篇を選び，詳細な評釈を
付して鑑賞の手引きとした． ★ Nr.7137

ハルトマン　作　平尾／中島／相良／リンケ　訳
ハ ル ト マ ン 作 品 集
［品切れ］� A5 判・454 頁・5,000 円

騎士道の理想を追求する「エーレク」「イーヴェイン」，
贖罪と恩寵の物語「グレゴーリウス」「哀れなハインリヒ」
を収める．第 19回日本翻訳文化賞受賞． ★ Nr.7153

コンラート　作　平尾浩三　訳
コ ン ラ ー ト 作 品 選

A5判・196 頁・2,800 円

十三世紀中葉，騎士文学の残照と新時代の予感の中で，
技巧の極致を駆使しつつ多彩な文筆をふるったコンラー
ト．名作 5篇をここに収める． Nr.7161

平尾浩三　訳
ザイフリート・ヘルブリング

A5判・280 頁・3,835 円

ハープスブルク家が初めてウィーンの覇者となった頃，
人々は衖で何を語り，何を憂い，何を祈ったかがここに
語られている．第 28回日本翻訳文化賞受賞． Nr.7177

■翻訳・研究・随筆

ジークリット・ダム　著　西山力也　訳
奪われた才能コルネリア・ゲーテ

四六判・367 頁・2,400 円

大詩人の兄ゲーテによって白紙と化した妹コルネリアの
悲運の人生を，事実と虚構の狭間を耕すことによって見
事に復元．いま，隠された秘密が明かされる． Nr.7229

内藤洋子　編訳
呪文のうた─ザーラ・キルシュ選集

四六判・265 頁・2,400 円

1996年度ビューヒナー賞を受賞，現代ドイツを代表す
る詩人として高い評価を得ているザーラ・キルシュの代
表的詩作品を精選した． Nr.7224

富岡近雄　訳・解説・注
新 訳 リ ル ケ 詩 集

菊判・527 頁・12,000 円

インゼル社刊『注付リルケ作品集』の最新の成果に拠り，
五大詩集を一貫全訳．新しい世紀の新しいリルケ像をこ
こにつぶさに示す． ★ Nr.7258

富岡近雄　訳・注・評伝
ゲ オ ル ゲ 全 詩 集

菊判・625 頁・13,000 円

リルケ，ホフマンスタールと並びドイツの叙情詩の歴史
に不滅の足跡を残した詩人ゲオルゲの世界の全容を開示
する．第 31回日本翻訳文化賞受賞． Nr.7198

高橋義孝　著
フ ァ ウ ス ト 集 注

A5判・448 頁・8,000 円

ドイツでのあらゆる研究文献を参看し，さまざまな評釈
を総合的に比較検討したうえ集成した．語学的な注も詳
細に付してある． Nr.7139

須澤　通／井出万秀　共著
ドイツ語史─社会・文化・メディアを背景として

A5 判・350 頁・3,500 円

ドイツ語の出現から，現代の標準ドイツ語に至るまでを
詳解．社会・政治史，精神史，文化・文学史といったド
イツ語を取り巻く歴史をも包括する． Nr.7290



ハンス・グリンツ著・大木健一郎　訳・宮下／人見　改訳
ドイツ語文法における文肢論の歴史と批判

A5 判・138 頁・2,200 円

学校では低学年用とされ，学問的にも無視されてきた文
肢論が，なぜ相変わらず一般的妥当性を持ちうるのか．
文肢論の過去と現在を見つめたハンス・グリンツの名著．
 Nr.7297

西村佑子　著
ドイツメルヘン街道夢街道

四六判・288 頁・1,900 円

『グリム童話』の舞台となった数々の町を結ぶ夢あふれ
るメルヘン街道．本道はもちろん，魅力的な「脇道」の
世界まで丁寧に紹介．写真，地図を多数掲載． Nr.7307

原　研二　著
白 雪 姫 た ち の 世 紀 末

四六判・216 頁・1,800 円

白雪姫をキーワードに，19世紀後半から 20世紀はじめ
にかけてのヨーロッパの文学と文化，特にオーストリア
を中心とする文化を読み解く． ★ Nr.7303

大野寿子　著
黒い森のグリム─ドイツ的なフォークロア
A5判・352頁・3,400円［普及版］2,900円

『メルヒェン集』，『伝説集』の森の特性を検証しつつ，
グリム兄弟の「理念としての森」の意義を，「生の連続性」
という観点から明らかにする． ★ Nr.7289, Nr.7298

関口裕昭　著
パウル・ツェランへの旅

四六判・371 頁・3,200 円

ツェランゆかりの地を訪ね歩いた紀行文。友人との対話，
詩の解釈を交えながら，詩の誕生を内的に辿る。
〈第 ㆕回オーストリア文学研究会賞受賞〉 ★ Nr.7281

平子義雄　著
あなたがいてわたしがわたしになる─「人称」と孤独

四六判・224 頁・2,400 円

「人称」をたんなる文法の問題ではなく，人間は社会的
存在であるという観点から考察し，孤独に苦しむ人びと
を救う手がかりを探る． Nr.7312

市川／木村／松本　編
世紀を超えるブレヒト

A5判・364 頁・4,200 円

激動の 20世紀を駆け抜けたブレヒト．シェイクスピア，
シラー，ストリンドベリ等の劇作家たちと，時代・思想を
超えた視点で比較し，新たなブレヒトを探る． Nr.7274

生田眞人　著
ウィーンの演劇と検閲

A5判・200 頁・3,000 円

封建制打破の運動がさまざまな演劇人によって開拓され
ていったさまを，「三月前期」の演劇の豊かさと面白さ
を紹介しながら描く．独自の演劇を創造したウィーン文
化の面白さを捉えた好著． Nr.7263

小山修一著
『ツァラトゥストラ』入門

A5判・143 頁・2,100 円

ドイツ古典文学の巨匠ニーチェの代表作『ツァラトゥス
トラ』を新解釈で訳した著者が送る入門・解説書．難解
なニーチェの問いかけに今こそ挑戦． Nr.7273

坂村真民著／杉本省邦，W. Ruprechter訳
ドイツ語
対訳詩集 タ ン ポ ポ

A5判・140 頁・2,400 円

ゲーテに深い親愛の情を寄せる国民詩人，坂村真民のド
イツ語対訳詩集．「タンポポ魂」「念ずれば花ひらく」「鳥
は飛ばねばならぬ」など 55篇． Nr.7207

有村隆広　著
カフカとその文学─非連続の世界

A5 判・269 頁・3,500 円

生前から現在に到るまでのカフカ研究の概要を紹介しな
がら，カフカの文学を非連続の文学として位置づけ，実
証的方法を駆使してその本質を解明する． ★ Nr.7162

登張正實　著
ゲーテ『ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代』

A5 判・284 頁・3,000 円

『ファウスト』における「永遠に女性的なるもの」と同
様に，この作品の中の究極の像としてマカーリエの存在
に注目し，著者独自の作品論を展開する． Nr.7164

小泉　進／白崎嘉昭　編
ゲ ー テ 時 代 の 諸 相

A5判・254 頁・4,000 円

「ゲーテ時代」の前後をも視野に入れることによって，
相対化を行い，一層その実体を明らかにしようと試みた
論文集．木村直司先生論文ほか 12論文を収録． Nr.7201

高橋徹　著
ア ン ぺ ル マ ン

A4判・128 頁・2,800 円

ベルリンの壁崩壊，ドイツの統一…東ドイツの歩行者用
信号標識が辿った数奇な物語．フルカラ─写真・イラス
ト満載，ファン必携の公式ブック！ Nr.7326



H.アーダムⅡ世　著　日本リヒテンシュタイン協会　訳
三 千 年 紀 の 国 家

四六判・304 頁・2,500 円

スイスとオーストリアに挟まれた豊かな小国，リヒテン
シュタイン侯国の国家元首，ハンス・アーダムⅡ世侯に
よる，未来の国家像の提言． Nr.7330

モーザー／エーリスマン／ヴァインホルト　著　井出万秀　訳
中高ドイツ語小文法　改訂第18版

A5 判・175 頁・2,200 円

中高ドイツ語文法のエッセンスがコンパクトにまとまっ
た文法書．1881年に初版が刊行されて以来，多くの改
訂を重ねてきた定評あるテキスト． Nr.7334

ミレーナ=美智子・フラッシャール　著　関口裕昭　訳
ぼ く と ネ ク タ イ さ ん

四六判・176 頁・1,800 円

ひきこもりの青年と失職したサラリーマン─日本のと
ある街を舞台にした喪失と再生の物語．世界 12か国語
に翻訳された感動作． Nr.7338



輸入書籍は， 為替レートが大幅に変動した場合には， 価格が変更されることがあります．

輸入教材 ＊ ドイツ語学習ゲーム

Ab in die Tüte!
◆地図上のお店を回って買い物をするすごろくゲームです．各自

の買い物リストに載っている 10 の品物のうち 6 つを買い揃え，

最初にスタート地点に戻ってきたプレイヤーが勝ちです．

◆途中でドイツ語の問題が出題されます．運と知識の両方が必要な

ゲームです．

●  地図  買い物リスト 20 枚  さいころ他一式セット  ￥6,290【レベル A1-B1】

QUICK BUZZ, Das Vokabelduell
◆カードをめくりながら，ドイツ語単語の早押しクイズに挑戦．楽し

く学んで新しい語彙を習得できます．

◆まだ語彙が少ない学習者もゲームに勝つことが出来るように設計さ

れています．

●  解答用ベル カード 250 枚   語彙リスト  一式セット￥4,190

【レベル A1+】

Memo-Spiel „Wie heißt das?“
◆表にはイラスト，裏には対応するドイツ語が書かれた単語

カードゲームです．フルカラーのイラストを見て，ドイツ語

で何と言うかを当てましょう．

◆単語は「ズボン」「りんご」「救急車」等，日常生活で使用

する基礎的で重要なものばかりです．

● カード 200 枚ケース入り 一式セット  ￥3,140【レベル A1】

Globetrotter
◆それぞれの目的地をめざして世界を旅するボードゲームで

す。指定された地点を回ってアイテムを獲得し，目的地に到着

したプレイヤーが勝ちです．

◆世界各地の観光地を訪ね，与えられる課題に答えながらゴー

ルを目指します．

●  地図  旅行プラン 20 枚  観光地カード 69 枚他  一式セット￥8,370【レベル A2】
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