
 

初級（A1,A2）の教科書 

著者 書名 出版社 出版年 分類 特長 請求記号 

清野智昭 ドイツ語のしくみ 白水社 2005 教科書A1~ 
文法 

ドイツ語の発音と文法の概要。 840||15 

清野智昭 中級ドイツ語のしくみ 白水社 2008 教科書A2~ 
文法 

基礎知識を習得した人のためのドイツ語の発
音と文法の概要。 

840||17 

中山豊 中級ドイツ文法 : 基礎から
応用まで 

白水社 2007 教科書A2~ 
文法 

基礎知識を習得した人のためのドイツ語の文
法概要。 

845||4 

森泉 しっかり身につくドイツ語
トレーニングブック : 文法
と頻出単語を同時に学べる 

ベレ出版 2006 教科書A1~ 
文法、語彙 

ドイツ語の基礎的な文法・語彙の入門書。 840||16 

滝田佳奈子 本気で学ぶドイツ語 : 発
音・会話・文法の力を基礎
から積み上げる 

ベレ出版 2010 教科書A1~ 
会話 

ドイツ語の基礎的な文法を説明する会話中心
の入門書。 

840||18 

久保川尚子 ドイツ語リスニング : CD付 三修社 2007 教科書A1~ 
聴解 

ドイツ語の聴解力向上目的の初級テキスト。 840||2 

新倉真矢子, 
Angela Lipsky 

ドイツ語発音・聞き取りト
レーニングブック 

三修社 2008 教科書A2~ 
聴解 

基礎知識を把握した人のためのドイツ語を聞
き取る練習問題集。 

840||3 

新倉真矢子 DVD&CDで学ぶドイツ語発
音マスター 

第三書房 2014 教科書A1~ 
会話 

ドイツ語の発音を習得、練習する目的の初級
テキスト。 

840||4 

Johannes Gerbes, 
Frauke van der 
Werff 

Fit fürs Goethe-Zertifikat A2 : 
Start Deutsch 2 

Hueber 2007 教科書A2~ 
検定受験 

ゲーテのA2ドイツ語検定の受験準備のテキ
スト。 

840||24 



中級（B1,B2）の教科書 

著者 書名 出版社 出版年 分類 特長 請求記号 

高田博行, 飯田
道子, 平井敏雄 

ドイツ語できちんと書いて
みる : 中級ドイツ語文法と
作文 

三修社 2011 教科書B1~ 
作文 

ドイツ語の中級文法を説明する作文能力中心
の教科書。 

845||2 

清野智昭 中級をめざす人のドイツ語
講座 

NHK出版 2014 教科書B1~ 
文法 

ドイツ語の中級文法までしっかり習得させる
目的の入門的な教科書。 

845||5 

清野智昭 しくみが身につく中級ドイ
ツ語作文 

NHK出版 2010 教科書B1~ 
作文 

ドイツ語の中級文法までしっかり習得させる
目的の作文中心の教科書。 

846||5 

橋本政義 応用文型習得メソッド：口
を鍛えるドイツ語作文 : 日
本語→ドイツ語 ; 中・上級
編 

国際語学
社 

2013 教科書B2~ 
会話 

ドイツ語の中級～上級の文型を習得させる目
的の会話・発話中心の教科書。 

846||12 

Jan Hillesheim著 
金子みゆき訳 

口が覚えるドイツ語 : ス
ピーキング体得トレーニン
グ 

三修社 2012 教科書B2~ 
会話 

ドイツ語の中級以上の聴解力・会話力向上目
的の発話中心の教科書。 

847||6 

横山靖 
独文解釈の秘訣 : 大学入試問
題の徹底的研究 

郁文堂 1978 教科書B2~ 
読解 

大学入試問題のための読解力・翻訳のスキル
を習得させる目的の中級テキスト。 

847||7 

阿部賀隆 
独文解釈の研究 
 

郁文堂 1961 教科書B1~ 
読解 

中級の読解力を習得させる目的の教科書。 847||8 

鷲巣由美子著 ドイツ語を読む 
三修社 2006 教科書B1~ 

読解 
レベル別読解練習問題週（説明付きのテキス
ト）。 

847||9 

東京大学教養学

部ドイツ語部会 
Prismen : 東京大学ドイツ語教
材 

東京大学
出版会 

2002 教科書B1~ 
読解 

高度な読解力を目指す入門的なテキスト。 847||11 



著者 書名 出版社 出版年 分類 特長 請求記号 

Ulrich 
Remanofsky 

Wortschatz : überarbeitet für 
das neue Zertifikat Deutsch 

Hueber 2000 教科書B1~ 
検定受験 

ゲーテのB1ドイツ語検定(Zertifikat Deutsch)の
受験に必要な語彙を習得するためのテキス
ト。 
 

840||22 

Sabine Dinsel, 
Monika Reimann 

Fit fürs Zertifikat Deutsch Hueber 2007 教科書B1~ 
検定受験 

ゲーテのB1ドイツ語検定(Zertifikat Deutsch)の
受験準備のテキスト。 

840||23 

Hans-Jürgen 
Hantschel, Britta 
Weber 

Mit Erfolg zum 
Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1 

Klett 2013 教科書B1~ 
検定受験 

ゲーテのB1ドイツ語検定(Zertifikat Deutsch)の
受験準備のテキスト(模擬試験を含む)。 

840||27 

Evelyn Frey Fit fürs Goethe-Zertifikat B2 : 
Prüfungstraining 

Hueber 2007 教科書B2~ 
検定受験 

ゲーテのB2ドイツ語検定の受験準備のテキス
ト、問題集。 

840||19 

Andrea Frater, 
Jörg Keller, 
Angélique 
Thabar 

Mit Erfolg zum 
Goethe-Zertifikat B2 

Klett 2008 教科書B2~ 
検定受験 

ゲーテのB1ドイツ語検定の受験準備のテキス
ト(模擬試験を含む)。 

840||29 

Ksenija 
Fazlić-Walter, 
Anke Lohmann, 
Wolfgang 
Wegner 

Mit Erfolg zur DSH B2-C2 Klett 2011 教科書B2~ 
検定受験 

ドイツ語の大学に入学するために必要な
DSH(B1~C2)の受験準備のためのテキスト。 

840||25 

Klaus Lodewick DSH & Studienvorbereitung 
2020 : Vorbereitung auf ein 
Studium an einer 
deutschsprachigen Universität 

Fabouda 2010 教科書B2~ 
検定受験 

ドイツ語の大学に入学するために必要な
DSH(B1~C2)の受験準備のためのテキスト。
ドイツの大学で勉強する準備についての情報
も含む。 

840||28 



著者 書名 出版社 出版年 分類 特長 請求記号 

Gabriele Kniffka, 
Bärbel Gutzat 

Training TestDaF : Material 
zur Prufüngsvorbereitung: 
Trainingsbuch 

Langen- 
scheidt 
 

2006 教科書B2~ 
検定受験 

主にドイツ語圏の大学入学のために受けれら
れるTestDaF(B2~C1)受験準備のテキスト。 

847||1 

Ksenija 
Fazlić-Walter, 
Wolfgang 
Wegner 

Mit Erfolg zum TestDaF : 
Übungs- und Testbuch. 

Klett 2009 教科書B2~ 
検定受験 

主にドイツ語圏の大学入学のために受けれら
れるTestDaF(B2~C1)受験準備のテキスト(模
擬試験を含む)。 

847||2 

Günter Schade Einführung in die deutsche 
Sprache der Wissenschaften : 
ein Lehrbuch für Deutsch als 
Fremdsprache mit 
Lösungsschlüssel 

Schmidt 1993 教科書B2~
読解作文 

学問のドイツ語の非母語話者向けの入門的な
テキスト。 

845||6 

Uwe Baumann, 
Annette 
Duensing 

Developing writing skills in 
German 

Routledge 2006 教科書B2~
作文 

ドイツ語の作文テクニックの教科書(本文英
語)。 

846||6 

上級（C1,C2）の教科書 

著者 書名 出版社 出版年 分類 特長 請求記号 

伊藤光彦 ドイツ語で世界を読み解く 白水社 2014 教科書C1~ 
読解 

世界的に異議のあるテーマを取り上げるドイ
ツ語のメディアの記事などを読む教科書。 

847||12 

Anne Buscha, 
Gisela Linthout 

Das Oberstufenbuch Deutsch 
als Fremdsprache : ein Lehr- 
und Übungsbuch für 
fortgeschrittene Lerner 
 

Schubert 2005 教科書C1~ 
文法 

上級ドイツ語の一般的な教科書。閲覧室フォ
ルダー参照。 

840||1 
 



著者 書名 出版社 出版年 分類 特長 請求記号 

Jutta Wolfrum Kreativ Schreiben : gezielte 
Schreibförderung für 
jugendliche und erwachsene 
Deutschlernende (DaF/DaZ) 

Hueber  教科書C1~ 
作文 

ドイツ語の学習者の作文(クリエイティブラ
イティング)の表現力向上目的の教科書。 

846||8 

Mario Leis Kreatives Schreiben : 111 
Übungen 

Reclam 2006 教科書C1~ 
作文 

ドイツ語での作文(クリエイティブライティ
ング)の表現力の向上目的の練習う問題集。 

847||4 

Evelyn 
Müller-Küppers, 
Inge Zöllner 

Leseverstehen : Fachtexte mit 
Übungen und methodischen 
Hinweisen 

Hueber 2002 教科書C1~ 
読解 

専門的な(アカデミック)ドイツ語のテキスト
の読解力向上のための教科書。ドイツ語の大
学に入学するために必要なDSH(B1~C2)の受
験準備にも適切。閲覧室フォルダー参照。 

840||2 

Gabi Baier und 
Roland Dittrich 

Goethe-Zertifikat C1 : Zentrale 
Mittelstufenprüfung (ZMP) 

Cornelsen 2008 教科書C1~ 
検定受験 

ゲーテのZMP(Zentrale Mittelstufenprüfung, C1
検定)の受験準備のためのテキスト。 

840||4 

Evelyn Frey Fit fürs Goethe-Zertifikat C1 : 
Zentrale Mittelstufenprüfung 
(neu) : Prüfungstraining 

Hueber 2007 教科書C1~ 
検定受験 

ゲーテのZMP(Zentrale Mittelstufenprüfung, C1
検定)の受験準備のためのテキスト。閲覧室
フォルダー参照。 

840||20 

Hans-Jürgen 
Hantschel, Paul 
Krieger 

Mit Erfolg zum 
Goethe-Zertifikat C1 

Klett 2008 教科書C1~ 
検定受験 

ゲーテのZMP(Zentrale Mittelstufenprüfung, C1
検定)の受験準備のためのテキスト(模擬試験
を含む)。 

840||26 

Roland Dittrich, 
Evelyn Frey 

Training kleines deutsches 
Sprachdiplom : mit 
Ergänzungsteil großes 
deutsches Sprachdiplom 
 
 

Hueber 2001 教科書C2~ 
検定受験 
 

ゲーテのKDS(Kleines Deutsches Sprachdiplom, 
C2以上)の受験準備のためのテキスト。口頭
試験とディクテーション、表現力、読解の三
冊。閲覧室バインダー参照。 

840||3 



著者 書名 出版社 出版年 分類 特長 請求記号 

Sibylle Bolton Großes Deutsches 
Sprachdiplom : 
Übungsaufgaben mit Lösungen 

Hueber 2001 教科書C2~ 
検定受験 
 

ゲーテのGDS(Großes Deutsches Sprachdiplom, 
C2以上およびKleines Deutsches Sprachdiplom
の高度なドイツ語能力を要する)の受験準備
のためのテキスト。 

847||5 

アカデミックライティング参考書(論文執筆、発表、文献調査など） 

Helga 
Esselborn-Krumbi
egel 

Von der Idee zum Text : eine 
Anleitung zum 
wissenschaftlichen Schreiben 

Schöningh 
UTB 

2002 参考書 
論文執筆 

アカデミック論文執筆における問題の対策、
テクニックを紹介する参考書。閲覧室バイン
ダー参照。 

840||5 

Karl-Dieter 
Bünting, Axel 
Bitterlich, Ulrike 
Pospiech 

Schreiben im Studium mit 
Erfolg : ein Leitfaden : präzise 
formulieren Themen erarbeiten 

Cornelsen 2007 参考書 
論文執筆 

アカデミック論文執筆における問題の対策、
テクニックを紹介する参考書。閲覧室バイン
ダー参照。 

840||6 

Norbert Franck, 
Joachim Stary 

Die Technik wissenschaftlichen 
Arbeitens : eine praktische 
Anleitung 

Schöningh 
UTB 

2009 参考書 
論文執筆 

アカデミック論文執筆における問題の対策、
テクニックを紹介する参考書。閲覧室バイン
ダー参照。 

840||7 

Wolfram E. 
Rossig, Joachim 
Prätsch. 

Wissenschaftliche Arbeiten : 
Leitfaden für Haus- und 
Seminararbeiten, Bachelor- und 
Masterthesis, Diplom- und 
Magisterarbeiten, Dissertationen 

Berlin　
Druck 

2008 参考書 
論文執筆 

アカデミック論文執筆における問題の対策、
テクニックを紹介する参考書。閲覧室バイン
ダー参照。 

840||8 

Heiko Burchert 
und Sven Sohr 

Praxis des wissenschaftlichen 
Arbeitens : eine 
anwendungsorientierte 
Einführung 
 

Oldenbourg 2008 参考書 
論文執筆 

アカデミック論文執筆における問題の対策、
テクニックを紹介する参考書。閲覧室バイン
ダー参照。 

840||9 



著者 書名 出版社 出版年 分類 特長 請求記号 

Sigrun 
Schroth-Wiechert 

Deutsch als Fremdsprache in 
den Ingenieurwissenschaften : 
Formulierungshilfen für 
schriftliche Arbeiten in 
Studium und Beruf 

Cornelsen 2011 参考書 
論文執筆 

工学専攻の学生や研究者の非母語話者向けの
イツ語での論文執筆のための例文集と解説。 

840||21 

Werner Sesink Einführung in das 
wissenschaftliche Arbeiten: Mit 
Internet, Textverarbeitung, 
Präsentation, e-Learning, 
Web2.0 

Oldenbourg 2010 参考書 
論文執筆 

アカデミック論文執筆における問題の対策、
テクニックをインターネトを利用した調査方
法を中心に紹介する参考書。閲覧室バイン
ダー参照。 

840||10 

Jürg Niederhauser Die schriftliche Arbeit　-　
kurzgefasst : eine Anleitung 
zum Schreiben von Arbeiten in 
Schule und Studium : 
Literatursuche, 
Materialsammlung und 
Manuskriptgestaltung mit vielen 
Beispielen 

DUDEN 2006 参考書 
論文執筆 

アカデミック論文執筆のための例文集と解
説。閲覧室バインダー参照。 
 

846||1 

Yomb May Kompaktwissen 
Wissenschaftliches Arbeiten : 
eine Anleitung zu Techniken 
und Schriftform 

Reclam 2010 参考書 
論文執筆 

アカデミック論文執筆のためのテクニックの
解説。閲覧室バインダー参照。 

846||2 

Günter Starke, 
Tadeusz 
Zuchewicz 

Wissenschaftliches Schreiben 
im Studium von Deutsch als 
Fremdsprache 
 

Peter Lang 2003 参考書 
論文執筆 

非母語話者向けのアカデミック論文執筆のた
めの例文集と解説。閲覧室バインダー参照。 

846||3 



著者 書名 出版社 出版年 分類 特長 請求記号 

Barbara Messing, 
Klaus-Peter Huber 

Die Doktorarbeit: vom Start 
zum Ziel : Lei(d)tfaden für 
Promotionswillige 

Springer 2013 参考書 
論文執筆 

ドイツ語での博士論文執筆についての参考
書。閲覧室バインダー参照。 

846||4 

関口存男 独作文教程 三修社 1953 参考書 
論文執筆 

日本語話者向けのドイツ語での作文について
の参考書。 

840||10 

Otto Kruse Keine Angst vor dem leeren 
Blatt : ohne Schreibblockaden 
durchs Studium 

Campus 2000 参考書 
論文執筆 

アカデミック論文執筆のためのテクニックの
解説。閲覧室バインダー参照。 

307||3 

Joachim Stary, 
Horst Kretschmer 

Umgang mit wissenschaftlicher 
Literatur : eine Arbeitshilfe für 
das sozial- und 
geisteswissenschaftliche 
Studium 

Cornelsen 1994 参考書 
研究・調査 

文献・社会科学(文系の専攻)の研究・調査お
よび論文執筆においての参考文献の近い方に
ついて徹底的に紹介する参考書。 

840||11 
 

Susanne Schäfer, 
Dietmar Heinrich 

Wissenschaftliches Arbeiten an 
deutschen Universitäten : eine 
Arbeitshilfe für ausländische 
Studierende im geistes- und 
gesellschaftswissenschaftlichen 
Bereich -- mit Übungsaufgaben 

Iudicum 2010 
 

参考書 
研究・調査 

文献・社会科学(文系の専攻)の研究・調査お
よび論文執筆のテクニック、そしてドイツの
大学での特徴について紹介する参考書。 

840||12 

Barbara Hey Präsentieren in Wissenschaft 
und Forschung 

Springer 2011 参考書 
発表 

ドイツ語での学問発表についての参考書。 840||13 

Nicole Langer Referate und Vorträge halten : 
Gezielt vorbereiten und 
überzeugend präsentieren 

Compact 
Verlag 

2014 参考書 
発表 

ドイツ語での口頭発表についての参考書。 846||13 



著者 書名 出版社 出版年 分類 特長 請求記号 

Rafic Kuzbari, 
Reinhard Ammer 

Der wissenschaftliche Vortrag Springer 2006 参考書 
発表 

ドイツ語での口頭発表についての参考書。 809||1 

Axel Harting Bitten in E-Mails japanischer 
Deutschlernender : 
Schwierigkeiten beim Erwerb 
zielsprachlicher Textnormen. 

Schneider 2011 参考書 
文通 

日本人によるドイツ語のメールにおける依頼
表現についての学術論文。メールでの表現に
関して、そして言語習得についての論文とし
て参考にできる。 

840||14 

マルコ・ライン

デル著,  久保川尚

子訳 

手紙・メールのドイツ語 三修社 2011 参考書 
文通 

ドイツ語のメール・手紙の文例集と解説。 846||11 

言語参考書(辞書、スタイル参考書など） 

 Duden : das Wörterbuch der 
Synonyme : 150000 
sinnverwandte Wörter für den 
alltäglichen Schreibgebrauch 

DUDEN 2006 参考書 
辞書 

類義語辞典。 843||13 

 Langenscheidt Power 
Wörterbuch Deutsch 

Langen- 
scheidt 

2009 参考書 
辞書 

一般向けの辞書。 843||19 

 Langenscheidt Großwörterbuch 
Deutsch als Fremdsprache : das 
einsprachige Wörterbuch für 
alle, die Deutsch lernen 

Langen- 
scheidt 

2010 参考書 
辞書 

ドイツ語学習者向けの辞書。 843||22 

Monika Hoffmann Deutsch fürs Studium : 
Grammatik und 
Rechtschreibung 
 

Schöningh 
UTB 

2005 参考書 
文法 

大学生のためのドイツ語文法・正書法。 845||1 



著者 書名 出版社 出版年 分類 特長 請求記号 

Tsugio Sekiguchi Synthetische Grammatik des 
Deutschen, ausgehend vom 
Japanischen 

Iudicum 2008 参考書 
文法 

関口の和独対照的な文法の独訳。 846||7 

 Duden : Korrektes Deutsch : 
kurz gefasst 

DUDEN 2009 参考書 
文法 

一般向けの文法参考書。 841||1 

 Duden: Die deutsche 
Rechtschreibung 

DUDEN 2009 参考書 
正書法 

一般向けの正書法参考書。 843||12||(1) 

 Duden, das Stilwörterbuch DUDEN 2010 参考書 
スタイル 

一般向けの作文スタイル参考書。 843||12||(2) 

Ludwig Reiners Stilfibel : der sichere Weg zum 
guten Deutsch 

DTV  参考書 
スタイル 

一般向けの作文スタイル参考書。 846||14 

 


