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ドイツ文学科について

Ihre Perspektive wird internationaler, wenn Sie Deutsch lernen.

　ドイツ文学科においては、多くの学生にとって初習外国語であるドイツ語を学ぶことが入口であり、

それを応用した文学・語学・文化研究をまとめることが出口となります。

　国際化社会が謳われている現代にあって異文化と自覚的に接することはいよいよ重要となってい

ます。ただその際、日本の教育では英語学習一辺倒になりがちでした。国際語としての英語習得が大

切であることは確かですが、世界の複雑さをよりよく理解し、そして批判的精神を育むためには、複数

の外国語と文化に親しみ様々な窓口から世界を見られるような姿勢が必須となります。明治期以降の

日本が多くの分野で学んできたドイツもまた、そのような窓口として豊かな可能性をもっているのです。

　そこで本学科の学生には、まずはドイツ語を徹底して習得することが求められます。文法、講読、作

文、会話等々系統的な授業を熱心に受講しておくなら、それは英語を構造的に理解する助けにもな

り、さらに今後別な外国語の学習が必要となったときにも大いに役立ちます。ドイツ語検定や夏期の

海外語学研修も卒業単位として認定されるので、それらを学習目標にするのも良いでしょう。

　ドイツ語学習とならんで1、2年次の講義科目で、これまで知らなかった文学・語学・文化の様々な面

と触れます。興味の幅を極力拡げて未知の領域に挑んでください。そしてそのうえで自分が打ち込める

対象を見つけだすことが肝要です。演習科目で専門分野に磨きをかけ、3年次の卒業予備研究、4年

次の卒業研究または卒業論文では、自分が選んだ主題を深めます。ひとつの対象に時間をかけて取

り組み、それを論文のかたちにまとめてゆく作業は、社会に出るにあたって大きな自信となるでしょう。

　卒業後の進路は一般企業への就職が主ですが、ドイツ文学科での勉強を活かして外務省関連、

ドイツ系企業、航空会社、旅行会社、新聞社、出版社、翻訳・通訳会社などに勤める者、教職に就く

者もいます。

ドイツ語を学ぶことにより、 
国際的な視野を育てる。
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総合的なドイツ語の能力を養う
Eignen Sie sich umfassende Deutschkenntnisse an!

演劇、映画、舞踏、音楽、美術、
建築、歴史、思想から
民俗学や現代政治や
食品、環境問題まで
含まれます。

ドイツ文化

ことば自体を研究対象とし、
音声、文法、文のもつ意味等
様々な角度からドイツ語の
性質や機能を考えます。

ドイツ語学
中世から21世紀の現代に到る
ドイツ文学の歴史は、
詩、小説、戯曲など
知的刺激に

満ちた宝庫です。

ドイツ文学

Deutsch
macht
Spaß
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カリキュラム

専門授業の3本柱は文学・語学・文化。
　ドイツ文学科では、専門カリキュラムが文学・語学・文化の3本柱から成っており、専門知識の向上と同時に、

実用的なドイツ語能力の育成にも力を注いでいます。1年次からのネイティブ教員による会話の授業や、2年次か

ら参加できる海外語学研修は、一人一人の語学能力を高めるうえで大きな成果をあげています。　

　平成18年度からはゼミナール形式の授業を導入し、学生の個性を活かす教育を目指しています。ヨーロッパの

中心に位置し、EUの牽引力であるドイツと、多民族国家の歴史と伝統をもつオーストリアやスイスからなるドイツ

語圏は、「異文化の共生する」ヨーロッパの縮図と言えるでしょう。ドイツ語でヨーロッパ探索の旅をしませんか。

　2～4年生を対象に、隔年ベルリンとミュンヘンを研修地に夏休みの4週間を利用して海外語学研修が実施されます。この研修では、

ネイティブスピーカーによるドイツ語の語学力向上を目的とした実践的な授業を受けながら、政治・経済・社会・歴史・文化などのドイツ一

般事情を学び、ドイツを通した物の見方に触れることで国際的な視野とコミュニケーション能力を養うことができます。海外語学研修に

参加し、卒業後にドイツで就職、もしくはドイツの大学に留学した人は少なくありません。プログラムには現地の観光スポットや小旅行な

ども企画されており、過去の例では世界的に有名なサッカーチームであるバイエルンミュンヘンの試合観戦や、オペラ鑑賞、オーストリア

への小旅行などが行われました。また、ホームステイによって生きたドイツ語とドイツの生活習慣を体験することができます。なお、海外語

学研修（4単位）は最大12単位まで修得可能です。

1年次 2年次 3年次 4年次

ドイツ文学を
学ぶ

ドイツ言語学を
学ぶ

ドイツ文化を
学ぶ

ドイツ語を
学ぶ

卒業科目

基礎教育科目

教職コース
（ドイツ語）

海外語学研修

ドイツ文学入門 1・2 ドイツ文学史講義 1・2
（19 世紀以前の文学）
ドイツ文学史講義 3・4
（20 世紀以降の文学）

ドイツ文学演習 1・2
（一般ドイツ文学）

ドイツ文学演習 3・4
（18世紀以前の文学）
ドイツ文学演習 5・6
（19世紀の文学）
ドイツ文学演習 7・8
（20世紀以降の文学）

ドイツ文学専門講義 1・2
（19 世紀以前の文学）
ドイツ文学専門講義 3・4
（20 世紀以降の文学）

ドイツ語学入門1・2 ドイツ語学講義1・2
（言語理論・文法）
ドイツ語学講義3・4
（音韻論・音声学）

ドイツ語学演習 1・2
（一般ドイツ語学）

ドイツ語学演習 3・4
（現代ドイツ語・語法）
ドイツ語学演習 5・6
（現代ドイツ語・文法・構造）
ドイツ語学演習 7・8
（歴史・言語理論［音声学・音韻論を含む］）

ドイツ語学専門講義 1・2
（語法・表現・言語文化）
ドイツ語学専門講義 3・4
（文法・言語表現・理論）

自主創造の基礎 1・2
（ドイツ文化入門）

ドイツ文化講義 1・2
（歴史・地理・政治・経済・社会・思想）
ドイツ文化講義 3・4
（絵画・彫刻・音楽・映画・演劇・情報）

ドイツ文化演習 1・2
（一般ドイツ事情）

ドイツ文化演習 3・4
（歴史・地理・社会・風俗）
ドイツ文化演習 5・6
（絵画・音楽・映画・建築）
ドイツ文化演習 7・8
（政治・経済・環境・スポーツ）

ドイツ文化専門講義 1・2
（歴史・社会・経済）
ドイツ文化専門講義 3・4
（芸術・思想）

卒業研究
（ゼミナール形式）

卒業論文

卒業予備研究 1・2
（ゼミナール形式）

ドイツ語 1・2 ／ドイツ語 3・4
ドイツ語 5・6 ／ドイツ語 7・8
ドイツ語 9

ドイツ語コミュニケーション1・2
ドイツ語文法 1・2
検定ドイツ語演習1・2
ドイツ語基礎 1・2

ドイツ語コミュニケーション3・4
ドイツ語文法 3・4
ドイツ語基礎 3・4
ドイツ語講読 1・2
ドイツ語講読 3・4

ドイツ語科教育法 I ドイツ語科教育法 II
ドイツ語科教育法 III

ドイツ語 10
ドイツ語 11・12
ドイツ語基礎演習 1・2
ドイツ語基礎演習 3・4
ドイツ語基礎演習 5・6
ドイツ語表現演習 1・2
ドイツ語コミュニケーション研究 1・2

ドイツ語表現演習5・6
ドイツ語表現演習インテンシヴ3・4

ドイツ語表現演習 3・4
ドイツ語表現演習インテンシヴ1・2
ドイツ語コミュニケーション研究3・4

Q1
日本大学の提携姉妹校であるドイツのヨハネス・グーテンベルク大学とベルリン自由大学への1年間の
派遣交換留学制度があり、ドイツ文学科、ドイツ文学専攻（大学院）の学生から多く選ばれています。

ドイツ語圏への留学の機会はありますか？
A1

Q2
ドイツは英語と親戚関係にあるので皆さんにとって見覚えのある単語がたくさん出てきます。ドイ
ツ、オーストリア、スイス、リヒテンシュタイン、ルクセンブルクなどがドイツ語を公用語としています。A2
ドイツ語ってどんな言葉ですか？

Q3
ドイツ文学科に入学する学生のほとんどが、入学してから初めてドイツ語を学びます。その点でスタート
ラインは皆さん一緒ですし、段階を追ってドイツ語を修得できるようにカリキュラムが組まれています。A3

ドイツ語の授業についていけますか？

Q4
ドイツ文学科では、高校生の皆さんのために研究室への訪
問や質問を随時受け付けています。
裏表紙に記載してあります研究室のメールアドレスまたは
電話番号に連絡して頂ければスタッフが応対いたします。

A4
もっと質問したいときは…？



ドイツ語圏の現代文学が研究分野です。皆さ
んにとってドイツは遠い存在かもしれません
が、意外と身近なところに「ドイツ」があります
よ。ドイツ語やドイツ語圏の文化や文学を通
じて、新たな視野を広げてみませんか。

跡守 美音
 （准教授）
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専門授業の3本柱は文学・語学・文化。

研究分野は19・20世紀ドイツ文学。西洋哲
学、思想、芸術全般に関心があります。大学
は様々な可能性を模索する場。人や学問と
の出会いを通して、ぜひ自分だけの可能性
をつかみ取って下さい。

関口 なほ子
 （教授）

専門はドイツ映画研究。自分で上映会の企
画や日本語字幕の翻訳もしています。
映像業界にドイツ関係者は少ないのでドイツ
語ができるのはかなり強みになりますよ。

渋谷 哲也  
 （教授）

ポストコロニアル研究、特に太平洋研究と比
較文学に焦点を当てて研究しています。これ
までに、ドイツ、韓国、インド、日本で働いてき
ました。一緒にコミュニケーション能力を向上
させ、異文化交流を楽しみましょう。 

トーマス・シュヴァルツ 
 （教授）

比較言語学が専門で、外国語教育にも興味
があります。古代言語も現代言語も人々を繋
ぐ魅力を持っています。ドイツ語・文化を勉強
しながら、新しい視点で自分の言語・文化をド
イツ語で伝えられるようになってみませんか。

マリア・ガブリエラ シュミット
 （教授）

専門分野はドイツ語学で、現在主に、人がどのよ
うにして言葉の真意を理解するかという問題領
域の研究をしています。私の趣味は旅行ですが、
皆さんもドイツ文学科で自分独自の視点に立っ
た、4年間のドイツ探訪に踏み出しませんか。

板倉 歌
 （教授）

20世紀初頭から現代に到る、激動に満ちたド
イツ語圏の文学・文化・思想と取り組んでい
ます。研究対象と自分が〈いま生きている〉こ
ととは不可分であると、最近改めて実感して
います。

初見 基
 （教授）

皆さんが充実した学生生活を送れるよう、事
務関係のサポートをしております。また、本学
科・修士課程の修了生でもありますので、わか
らないこと・不安なことがありましたらお気軽に
ご相談下さい。

齋藤 華　
 （事務スタッフ）

ドイツ語文化圏の人形・ロボット・アンドロイド
など、ヒトガタについて研究しています。外国
の文化や言語を学び新しい価値観を得ると、
身近な出来事も以前とは違って見えます。そ
んな楽しさを、ぜひ味わってみて下さい。

三枝 桂子
 （助手）

ドイツ文学科事務室で事務を担当しています。
本学科の卒業生でもありますので、分からない
ことがありましたらお気軽に事務室までお越し
下さい。一緒に楽しくドイツ語を学びましょう。

海老原 怜奈
 （事務スタッフ）

文法理論（ことばの仕組み）が専門です。みな
さんが習得した日本語にも面白い仕組みがた
くさんあります。ドイツ語学習はそのことに気づ
かせてくれますし、さらに未知の文化に触れる
ことはみなさんにとって貴重な体験になります。

保阪 靖人
 （教授）

中世学を専門にしています。ドイツ語を学ぶ
と様々な特典が付いてきますよ！それを体験
しに来ませんか？今までの受験英語とは全く
違う語学ワールドが皆さんを待っているはず
です。

浜野 明大
 （教授）

ドイツ近代文学、特にE.T.A.ホフマンについ
て研究しています。私はある先生との出会い
からドイツ語の魅力に気づきました。ドイツ語
やドイツを学び、日本とドイツの懸橋になる人
材が育つことを願っています。

森田 悟 
 （教授）

主な研究分野は、ドイツ歌曲・民謡です。
「詩」と「音楽」で織りなされる歌の表現力に
魅了されています。異文化学習は、自分の文
化、自分自身を知る事に繋がります。ドイツの
魅力をぜひ一緒に学びましょう。

横山 淳子
（助教）

教員・スタッフ紹介



運輸業 3％

就職・進学

三菱 UFJ 銀行、みずほ銀行、りそな銀行、野村證券、日本生命保険、日本興亜損
害保険、チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド、クレディセゾン、
資生堂、武田薬品工業、ファイザー、ワコール、LIX IL、YKK AP、関東自動車工
業、ダイキン工業、パナソニック電工、トーメンエレクトロニクス、東芝インフォメー
ションシステムズ、全日本空輸、JAL  スカイ、東日本旅客鉄道、小田急電鉄、近畿
日本ツーリスト、JTB-BTS、MT& ヒルトンホテル、京王プラザホテル、星野リゾー
ト、伊勢丹、サマンサタバサジャパンリミテッド、日本トイザらス、三省堂書店、リク
ルート、NHK、USEN、ソフトバンク、日本郵政グループ、地方公務員、教員

取得可能な資格 大学院

　ドイツ文学科に在籍しながら教職コースの科目を履修し、実習を

含めて所定単位を取得すると、教員免許状が取得できます。ドイツ

文学科ではドイツ語の教員免許状とともに英語の教員免許状も

取得するよう指導しています。また教員免許状以外にも、司書教

諭、司書、学芸員などの資格を取ることができますが、それにはそれ

ぞれのコース科目などを履修することが必要です。

進路は多岐にわたり、

卒業生は各方面で活躍中。

最近の主な就職先

●中学校教諭一種免許状（ドイツ語・英語）　
●高等学校教諭一種免許状（ドイツ語・英語）
●司書教諭　
●司書　

●学芸員　　
●社会教育主事　
●社会福祉主事

主な資格 大学院生の声
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　ドイツ文学科の卒業生は、学生時代に身につけた実践的なドイ

ツ語能力を活かして、商社や外資系の会社、旅行･ホテル･航空関

係、出版・マスメディア、マルチメディア、そのほか銀行･証券･保険

業、製造業などさまざまな業種の企業や、各種官公庁などで活躍し

ています。近年では、ドイツ語と英語の２つの教員免許状を取得し

て、ドイツ語あるいは英語の教師として教壇に立つ人もいます。

　また、学部での勉学をさらに深め、発展させたい人には大学院

進学の道があります。大学院では、各人のドイツ語能力の更なる向

上と専門分野の研鑽に焦点をあてた授業体系になっています。

博士前期課程（2年間）・博士後期課程（3年間）を通じて、ドイツ

語圏の文学・語学・文化に関する先進的な研究を展開し、柔軟な判

断力を備えた人材や独創的な研究者の育成を目指しています。学

部4年間を卒業後、自分の専門領域を深めたいと願う皆さんの姿

勢を「ドイツ文学専攻」はサポートします。

業種に縛られず

　いろいろな進
路選択ができる

！

2020年度卒業生の就職先業種分布

金融業 9％

情報通信業
16％

メーカー 11％

流通業 11％

サービス業
20％

学校教育 7％

公務員5％

商社 4％
エネルギー 2％

建設業 3％

専門 2％

医療・福祉 7％

学部と比べて在籍する学生の数は格段に少なくなるので、その分教授や学生との距離がだ
いぶ近くなります。熱意ある学生たちが学部4年間で得た知識や自分の専門領域をもとに
日々議論を繰り広げています。院生室に保管してある数多くの蔵書や各種奨学金制度など
学生をサポートする体制が整っているので研究に没頭することが出来ます。

■ 日本大学大学院文学研究科ドイツ文学専攻

大口 智弘（博士前期課程1年）



卒業生からのメッセージ

　これから大学生になる皆様、大学生になると自分の意思次第で世界を広げることができます。 

　大学ではどの授業を取るか、どのサークルに入るか、どんなアルバイトをするか、すべて自分で決めることができま

す。つまり、選択肢が増え自分の決定権の範囲が広まるということです。私は父がドイツ商品を輸入する仕事をして

いた影響で、ドイツを身近に感じていました。高校でもドイツ語を勉強し、大学ではもっと専門的にドイツ語と併せて

文化を学びたいと考えドイツ文学科に入学しました。 

　大学２年次のドイツ短期留学では、言葉の壁にぶつかり文化の壁にぶつかり、どうにかして日本へ帰ることができ

ないかと考えた日もありました。しかし、その経験があったからこそ異文化での生活が容易ではないことを身を持って

感じ、あらためて日本の素晴らしさにも気づくことができました。私は自分の知らない世界をもっと知りたいと思うよう

になり、アルバイトで資金を貯め様々な国へ行きました。その様な経験の中で客室乗務員という将来の夢を見つける

ことができ、希望の会社に就職することができました。 

　これから大学生になる皆様には自分の力で世界を広げていってほしいと思います。自ら行動し、たくさんチャレンジ

をしてください。時には挫折したり楽しいことばかりではないかもしれませんが、それは自分で考え行動している証で

あると考えられます。 

　私はまだまだ社会人2年目であり偉そうなことを言える立場にはありませんが、皆様の益々のご活躍をお祈り申し

上げます。 

2019年度卒業 
全日本空輸株式会社 
客室乗務職 

　数ある学部学科の中から私のメッセージに目を通してくださりありがとうございます。

　私は現在カンボジアの大学で働いています。大学生活で培った価値観や教養は現場でも非常に役立っています。

　高校生のみなさんの中にはまだ進路に迷っていたり、自分のやりたいことが分からず将来に対して不安を抱え

ている方も少なからずいらっしゃるかと思います。

私も当時はその一人でした。そこで、幅広い学問に触れながら社会に通用する総合的な教養を身につけたいと考え、日

本大学文理学部に入学を決めました。その過程の中できっと自分のやりたいことも見つかるだろうと考えたからです。

　実際、ドイツ文学科での学びは、私の価値観・視野を大きく広げてくれました。

文化、文学、言語といった多角的な視点からドイツを捉えることで実践的なドイツ語能力と体系的な知識を得るこ

とができました。培った語学力を活かして 4 年次にはドイツ留学や 50ヵ国以上の海外渡航も経験しました。様々

な国際経験を通じて、世界中で働ける仕事がしたいという私の仕事を選ぶ上での大切な軸が決まりました。

　主専攻科目以外にも、法学や経済学、心理学、統計学から宗教学まで多岐にわたる学問を体系的に学びまし

た。外国語科目はドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、中国語の計 5カ国語を学びました。こんなことだって可

能になるのが文理学部の大きな魅力です。

　文理学部での学びは、きっと皆さんにも人生における多くのヒントを与えてくれることでしょう。

素晴らしい大学生活が送れるよう心から応援しております。

2020年度卒業
特定非営利活動法人 
日本医療福祉支援機構
アンコール大学(カンボジア) 常勤日本語教師

角南柊月 

音石達朗

無限に世界が広がります 

価値観が広がりました !
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日本大学文理学部ドイツ文学科（2号館7F）
〒156-8550 東京都世田谷区桜上水3-25-40

https://pilot3700.wixsite.com/mysite

dokubun@chs.nihon-u.ac.jp

03-5317-9712
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https://twitter.com/nichidaideutsch
ドイツ文学科
公式ホームページ

ドイツ文学科
公式ツイッター


