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ä型動詞と i (e) 型動詞

1）動詞のなかには単数の２人称・３人称で語幹の母音が変わるものがある。

2） ä型動詞： a→ ä，i (e) 型動詞： e→ iまたは e→ ie

Fährst du heute nach Weimar? きみは今日ワイマールへ行くかい？

Maria hilft der Mutter beim Kochen. マリアは母の料理を手伝う。

Was sieht Stefania? シュテファニアは何を見てますか？

次の不定詞を現在人称変化させましょう。

1）schlafen（眠る） 2）sprechen（話す） 3）lesen（読む）

wissenの変化

1）単数で語幹 wissが weißに変わる。

2）単数１人称・３人称では語尾がなく weiß。

練 習

Lektion 2

12
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Lektion 2

ä型動詞 i (e) 型動詞

fahren（行く） helfen（助ける） sehen（見る）

ich fahre helfe sehe

du fährst hilfst siehst

er/sie/es fährt hilft sieht

wir fahren helfen sehen

ihr fahrt helft seht

sie fahren helfen sehen

(zwei) 動詞の現在人称変化（2）・命令文

wissen（知っている）

ich weiß wir wissen

du weißt ihr wisst

er/sie/es weiß sie wissen
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命令文

1）duと ihrに対する命令文は主語を省略し，不定詞の語幹にそれぞれ -e, -tをつけて作る。
duに対する命令文の語尾 -eは省かれることが多い。
また Sieに対する命令文は -en Sie! となる。

2） i(e)型動詞は duに対する命令文においても，語幹の母音が i(e)となる。また -eをつけ
ない。

du と ihr と Sie に対する３通りの命令文を作りましょう。

1）gehen（行く） 2）sprechen（話す） 3）lesen（読む）

否定（1）

1）部分否定： nichtを否定する語の直前に置く。
Sie isst nicht Fleisch, sondern Gemüse. 彼女は肉ではなく野菜を食べる。

2）全文否定

（1）定動詞が単独の場合： nichtを文末に置く。
Maria kommt heute nicht. マリアは今日は来ない。

（2）定動詞と関係の深い要素が文末にある場合： nichtをその直前に置く。
Daichi geht nicht zur Universität. 大地は大学へ行かない。

決定疑問文への答え方

1）肯定疑問文に対して： jaか neinで答える。

Sind Sie gespannt? ─ Ja, ich bin gespannt.
あなたはワクワクしていますか？ はい，ワクワクしています。

─ Nein, ich bin nicht gespannt.
いいえ，ワクワクしていません。

2）否定疑問文に対して： dochか neinで答える。

Fährst du nicht nach Kassel? ─ Doch, ich fahre nach Kassel.
君はカッセルへは行かないの？ いや，僕はカッセルに行くよ。

─ Nein, ich fahre nicht nach Kassel.
うん，僕はカッセルに行かないよ。

練 習

14

15

16

不定詞 duに対して ihrに対して Sieに対して

fahren Fahr(e)! Fahrt! Fahren Sie!

helfen Hilf! Helft! Helfen Sie!

sehen Sieh! Seht! Sehen Sie!

L.2  動詞の人称変化 (2)・命令文



14 vierzehn

1 例にならって次の不定詞句を現在人称変化させましょう。

例）fest schlafen（よく眠る）

Ich schlafe fest. Wir schlafen fest.

Du schläfst fest. Ihr schlaft fest.

Er/Sie/Es schläft fest. Sie schlafen fest.

1） schnell laufen

2） viel essen

3）Auto fahren

2 次の文の（ ）内の不定詞を適当に変えて訳しましょう。

1）Der Zug (fahren) sehr schnell.

2）Eine Studentin (helfen) der Lehrerin im Unterricht.

3） Frau Schneider (lesen) sehr gern.

4） (Sprechen) laut und deutlich, Daichi! （duに対する命令）

5） (Lesen) Sie bitte den Text, Herr Hayama! （Sieに対する命令）

3 次の（ ）内の語句を並べ換えて，和文に合う独文を作りましょう。ただし動詞は不定

詞の形で示してあります。

1）いつ大地はイェーナへ行くのですか？
(wann, Daichi, nach Jena, fahren, ?)

2）君はプラネタリウムへ行く道を知っていますか？
(du, den Weg, zum Planetarium, wissen, ?)

3）シュテファニアは窓から景色をながめる。
(Stefania, aus dem Fenster, die Landschaft, sehen)

4）なぜ大地はパーティーに来ないのですか？
(warum, Daichi, zur Party, nicht, kommen, ?)

5）マリアはギリシャ人じゃないのですか？─いいえ，ギリシャ人です。
(Maria, nicht, Griechin, sein, ? ─ doch, sie, Griechin, sein)

練習問題

17

18

19
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その他の ä型動詞と i(e) 型動詞
次の動詞は不規則な変化をする。

halten （つかんでいる） du hältst er/sie/es hält

essen （食べる） du isst er/sie/es isst

nehmen （取る） du nimmst er/sie/es nimmt

treten （歩む） du trittst er/sie/es tritt

Isst du gern Fisch? 魚は好きかい？

Daichi nimmt Deutschunterricht. 大地はドイツ語の授業を受ける。

特殊な形の命令文

例外： sein, werden

Sei vorsichtig! 注意して。

L.2  動詞の人称変化 (2)・命令文

補　足（2）

21

不定詞 duに対して ihrに対して Sieに対して

sein Sei! Seid! Seien Sie!

werden Werde! Werdet! Werden Sie!

疑問詞を覚えてみよう

補足疑問文（疑問詞を用いた疑問文）の語順は［疑問詞＋動詞＋主語 ...？］

いつ wann Wann kommt Daichi? 大地はいつ来るの？

どこで wo Wo wohnt Daichi? 大地はどこに住んでるの？

誰が wer Wer ist Daichi? 大地って誰なの？

何を was Was lernt Daichi? 大地は何を勉強するの？

なぜ warum Warum kommt Daichi? 大地はなぜ来るの？

いかに wie Wie alt ist Daichi? 大地は何歳なの？

20



（3）

Lektion 2 動詞の現在人称変化（2）・命令文力だめし２

1 下線部の上に後ろの（ ）内の動詞を現在人称変化させて入れて，訳しましょう。

1） du Fisch gern, Maria? (essen)

2）Daichi sehr schnell. (laufen)

3） Ihr Sohn alles sehr negativ. (sehen)

4） Frau Schneider ein Taxi. (nehmen)

5）Klaus jeden Morgen eine Zeitung. (lesen)

学　部 学　科 学　年 学生証番号 氏　　名

評　価

年　　月　　日



（4）

2 次の文を命令文にしてみましょう。

1） Ihr esst viel Obst.

2）Du sprichst nicht so laut.

3）Sie warten einen Augenblick.

4）Du liest den Satz noch einmal.

5） Ihr schlaft recht gut.


