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秋 季 研 究 発 表 会 

 
 

2021 年 10 月 2 日（土）・10 月 3 日（日） 
第 1 日 12 時 50 分より 
第 2 日  10 時 00 分より 

 
 

Zoom オンライン開催 
 

 
参加費： 
会員：無料 

非会員：1,000 円 
 

 
 

 
日 本 独 文 学 会 

〒170-0005 東京都豊島区南大塚 3-34-6 南大塚エースビル 603 
Tel/Fax: 03-5950-1147 

学会ホームページ：https://www.jgg.jp 
E-Mail（メールフォーム）： http://www.jgg.jp/mailform/buero 

秋季研究発表会連絡用メールアドレス：tagung2021tohoku_at_jgg.jp (_at_=>@) 
 

https://www.jgg.jp/
http://www.jgg.jp/mailform/buero


第 1 日 10 月 2 日（土） 

 
  

開会の挨拶（12:50～13:00） 
A 会場（Zoom チャンネル１） 

 
 東北支部長  斎藤  成夫 

会 長    井出 万秀 
 

ポスター発表（13:00～14:30） 
C 会場（Zoom チャンネル３） 

 
（ブレークアウトルーム１） 
LINE OpenChat als Kommunikationskanal zwischen Lehrenden und Lernenden im DaF-
Unterricht an japanischen Universitäten – Chancen und Herausforderungen.    

Nina Kanematsu（共同発表者：Christian Steger）                        
 
（ブレークアウトルーム２） 
20 世紀前半のブラームス評価における北ドイツの文学          石井 萌加 
 
 

シンポジウムⅠ（14:30～17:30） 
A 会場（Zoom チャンネル１） 

 
グリム・メディア・対話 ――変容し活用されるドイツの民間伝承 

Deutsche Volkserzählungen der Brüder Grimm in Medien und für Dialoge – ihre 
Transformationen und Anwendungen 

 
司会： 金城ハウプトマン 朱美 
１．日本における「ハーメルンの笛吹き男」――平成期を中心に  蚊野 千尋 
２．YouTube で受容される「赤ずきん」                      野口 芳子 
３．Sandmännchen とグリム童話                 金城ハウプトマン 朱美 
４．口承文芸をオープンダイアローグに活用する ――ひとつの実験    

横道 誠 
 

 
 



口頭発表： 語学 （14:30～16:25) 
B 会場（Zoom チャンネル２） 

 
司会：カン ミンギョン・渡邊 徳明 
１．動詞接頭辞 ge- と対格目的語 ―ゲルマン祖語から古高ドイツ語にかけて

の通時的考察―                  野添 聡 
２．不定詞名詞化と項構造 ― 「主語」に注目した不定詞名詞化研究の可能

性                           小林 大志 
３．er と「彼」，sie と「彼女」― ドイツ語と日本語の「人称代名詞」につい

て                           成田 節 
 

 
ブース発表 I（14:40～16:10） 

C 会場（Zoom チャンネル３） 
 

ドイツ語の授業方法の選択 ―対面・オンデマンド・リアルタイム授業と学生に

とっての『授業の質』―                   薦田 奈美 
 

 
ブース発表Ⅱ（16:15～17:45） 
C 会場（Zoom チャンネル３） 

 
ドイツ語とオランダ語における並列と疑似並列の諸相 

岡部 亜美（共同発表者：アーント 沙羅、覚知 頌春） 
 
 

オ ン ラ イ ン 懇 親 会（18:00～20:00）（予定） 
（詳細は後日秋季研究発表会ページにてご案内いたします） 

 
 
 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
 

 



出版社オンライン窓口 
【第 1 日目】 2021 年 10 月 2 日（土）12:30～18:00 

 
朝日出版社 (HP https://text.asahipress.com/german/ ） 
ミーティング ID: 827 1691 5651 パスコード: asahi 
https://us02web.zoom.us/j/82716915651?pwd=RXpIR0JIM3EyMGRxeVE2cXNGQUli
Zz09 
 
郁文堂 (HP https://www.ikubundo.com/news/2021-09-16/ ) 
ミーティング ID：867 5156 2903 パスコード：ikb2021 
https://us06web.zoom.us/j/86751562903?pwd=elM3d2RmcWxSTXo3Slg5QmRSU2h0
QT09 
 
三修社 (HP https://www.sanshusha.co.jp/text/german.html ) 
ミーティング ID: 862 8747 3839 パスコード: 701763 
https://us06web.zoom.us/j/86287473839?pwd=cGRZODl4R1Iwdk5uZzNBU01EU2Qw
QT09 
 
第三書房 (HP https://www.daisan-shobo.co.jp/company/c1666.html ) 
ミーティング ID: 385 948 7616 パスコード: 678531 
https://us06web.zoom.us/j/3859487616?pwd=ZFo3clFkeStQTkdsNnBHV3Jqcmhpdz09 
 
同学社 (HP http://www.dogakusha.co.jp/ ) 
ミーティング ID: 891 0471 6515 パスコード: 067231 
https://us06web.zoom.us/j/89104716515?pwd=VnB4RCtoOFBzeS9XNWdUTzVWVjB
zZz09 
 
白水社 (HP https://www.hakusuisha.co.jp/news/n42535.html) 
ミーティング ID: 835 8707 4452 パスコード: u9uY02 
https://us02web.zoom.us/j/83587074452?pwd=QWFmYXpFZWVUR0J3dllLaGlKOX
RWdz09 
 
ひつじ書房  (HP https://www.hituzi.co.jp/books/hituzijgg2021fall.html ) 
ミーティング ID: 880 8224 1804 パスコード: 136993 
https://us06web.zoom.us/j/88082241804?pwd=aUc4ZXVLUGxEbHB1Q2VUbUQ2Q2
pBUT09 

https://text.asahipress.com/german/
https://us02web.zoom.us/j/82716915651?pwd=RXpIR0JIM3EyMGRxeVE2cXNGQUliZz09
https://us02web.zoom.us/j/82716915651?pwd=RXpIR0JIM3EyMGRxeVE2cXNGQUliZz09
https://www.ikubundo.com/news/2021-09-16/
https://us06web.zoom.us/j/86751562903?pwd=elM3d2RmcWxSTXo3Slg5QmRSU2h0QT09
https://us06web.zoom.us/j/86751562903?pwd=elM3d2RmcWxSTXo3Slg5QmRSU2h0QT09
https://www.sanshusha.co.jp/text/german.html
https://us06web.zoom.us/j/86287473839?pwd=cGRZODl4R1Iwdk5uZzNBU01EU2QwQT09
https://us06web.zoom.us/j/86287473839?pwd=cGRZODl4R1Iwdk5uZzNBU01EU2QwQT09
https://www.daisan-shobo.co.jp/company/c1666.html
https://us06web.zoom.us/j/3859487616?pwd=ZFo3clFkeStQTkdsNnBHV3Jqcmhpdz09
http://www.dogakusha.co.jp/
https://us06web.zoom.us/j/89104716515?pwd=VnB4RCtoOFBzeS9XNWdUTzVWVjBzZz09
https://us06web.zoom.us/j/89104716515?pwd=VnB4RCtoOFBzeS9XNWdUTzVWVjBzZz09
https://www.hakusuisha.co.jp/news/n42535.html
https://us02web.zoom.us/j/83587074452?pwd=QWFmYXpFZWVUR0J3dllLaGlKOXRWdz09
https://us02web.zoom.us/j/83587074452?pwd=QWFmYXpFZWVUR0J3dllLaGlKOXRWdz09
https://www.hituzi.co.jp/books/hituzijgg2021fall.html
https://us06web.zoom.us/j/88082241804?pwd=aUc4ZXVLUGxEbHB1Q2VUbUQ2Q2pBUT09
https://us06web.zoom.us/j/88082241804?pwd=aUc4ZXVLUGxEbHB1Q2VUbUQ2Q2pBUT09


第 2 日  10 月 3 日（日） 

 
シンポジウム II（10:00～13:00） 
A 会場（Zoom チャンネル１） 

 
複合判断・単独判断とドイツ語文法 ― 定性を軸に 

Kategorisches/thetisches Urteil und die deutsche Grammatik – mit besonderer 
Berücksichtigung der Definitheit 

 
司会：藤縄 康弘 
１．es gibt の二面性 ― 複合判断・単独判断の観点から   大喜 祐太  
２．存在文と所在文における sein の構造と意味 ― sein は存在動詞かコピ

ュラか？                                            吉田 光演 
３．複合判断の表出に見る度数詞 allein の意味機能の再考     筒井 友弥 
４．Video, ergo sum ― ACI（不定詞付き対格）構文における「主語」をめぐっ

て                                                   藤縄 康弘 
 
 

口頭発表：文学 I（10:00～11:15） 
B 会場（Zoom チャンネル２） 

 
司会：里村 和秋・加藤 健司 
１．スイスのヴィーラントとシェイクスピア          今村 武                          
２．パウル・ツェランの翻訳「若きパルク」分析   齋藤 由美子 
 
 
 
 

口頭発表：文学 II／文化・社会（10:00～12:35） 
C 会場（Zoom チャンネル３） 

 
 

司会：鈴木 伸一・松崎 裕人 
１．ルーマニア領ブコヴィナのユダヤ系ドイツ語詩人たちとイディッシュ語文

学 ―言語と文学における「ユダヤ性」へのアンビバレンツ―  
藤田 恭子 

２．フランツ・カフカにおける朗読とイディッシュ演劇     山口 知廣 



３．シネアストとしてのヨーゼフ・ロート ―『聖なる酔っぱらいの伝説』の

映画シーンを手がかりに                 依田 哲朗 
４．Stil – ein Brückenkonzept zwischen hermeneutischen und wissenssoziologischen 

Traditionen?                     Tobias Schickhaus 
 
 

閉会の挨拶（13:05～13:10） 
A 会場（Zoom チャンネル１） 
東北支部選出理事 川村 和宏 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
出版社オンライン窓口 

【第 2 日目】 2021 年 10 月 3 日（日）9:30～13:30 
 
朝日出版社 (HP https://text.asahipress.com/german/ ） 
ミーティング ID: 870 9905 3045 パスコード: asahi 
https://us02web.zoom.us/j/87099053045?pwd=enlxdDZ4UlQ1MEFlV0c0TmdnNWd1
UT09 
 
郁文堂 (HP https://www.ikubundo.com/news/2021-09-16/ ) 
ミーティング ID：881 1513 0297 パスコード：ikb2021 
https://us06web.zoom.us/j/88115130297?pwd=NUhzWU1hSlppZVB6RkpVOFNTMTF
3Zz09 
 
三修社 (HP https://www.sanshusha.co.jp/text/german.html ) 
ミーティング ID: 861 4114 1462 パスコード: 832181 
https://us06web.zoom.us/j/86141141462?pwd=a0tUYUI1Szl3RkJGcFErektGN0p0dz09  
 
第三書房 (HP https://www.daisan-shobo.co.jp/company/c1666.html ) 
ミーティング ID: 385 948 7616 パスコード: 678531 
https://us06web.zoom.us/j/3859487616?pwd=ZFo3clFkeStQTkdsNnBHV3Jqcmhpdz09 
 
同学社 (HP http://www.dogakusha.co.jp/ ) 
ミーティング ID: 857 0911 0831 パスコード: 261642  
https://us06web.zoom.us/j/85709110831?pwd=dXp4MVpKV2g3eWVlZ3JNcXdnVU5
RQT09 

https://text.asahipress.com/german/
https://us02web.zoom.us/j/87099053045?pwd=enlxdDZ4UlQ1MEFlV0c0TmdnNWd1UT09
https://us02web.zoom.us/j/87099053045?pwd=enlxdDZ4UlQ1MEFlV0c0TmdnNWd1UT09
https://www.ikubundo.com/news/2021-09-16/
https://us06web.zoom.us/j/88115130297?pwd=NUhzWU1hSlppZVB6RkpVOFNTMTF3Zz09
https://us06web.zoom.us/j/88115130297?pwd=NUhzWU1hSlppZVB6RkpVOFNTMTF3Zz09
https://www.sanshusha.co.jp/text/german.html
https://us06web.zoom.us/j/86141141462?pwd=a0tUYUI1Szl3RkJGcFErektGN0p0dz09
https://www.daisan-shobo.co.jp/company/c1666.html
https://us06web.zoom.us/j/3859487616?pwd=ZFo3clFkeStQTkdsNnBHV3Jqcmhpdz09
http://www.dogakusha.co.jp/
https://us06web.zoom.us/j/85709110831?pwd=dXp4MVpKV2g3eWVlZ3JNcXdnVU5RQT09
https://us06web.zoom.us/j/85709110831?pwd=dXp4MVpKV2g3eWVlZ3JNcXdnVU5RQT09


 
白水社 (HP https://www.hakusuisha.co.jp/news/n42535.html) 
ミーティング ID: 892 5758 5470 パスコード: Tiq0S8 
https://us02web.zoom.us/j/89257585470?pwd=YVZsRjFGNzlyaklEb2FZSTZNZFVm
QT09 
 
ひつじ書房  (HP https://www.hituzi.co.jp/books/hituzijgg2021fall.html ) 
ミーティング ID: 848 3314 5451 パスコード: 948284 
https://us06web.zoom.us/j/84833145451?pwd=MUdwYTloWXd4YjNkaVZGSkZQejJ
GZz09 
 

 

https://www.hakusuisha.co.jp/news/n42535.html
https://us02web.zoom.us/j/89257585470?pwd=YVZsRjFGNzlyaklEb2FZSTZNZFVmQT09
https://us02web.zoom.us/j/89257585470?pwd=YVZsRjFGNzlyaklEb2FZSTZNZFVmQT09
https://www.hituzi.co.jp/books/hituzijgg2021fall.html
https://us06web.zoom.us/j/84833145451?pwd=MUdwYTloWXd4YjNkaVZGSkZQejJGZz09
https://us06web.zoom.us/j/84833145451?pwd=MUdwYTloWXd4YjNkaVZGSkZQejJGZz09
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