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第１章　動詞の現在人称変化　Ⅰ

１－１　定形と不定形
動詞は主語の人称・数に応じて形が変わる．これを人称変化という．

Ich lerne Deutsch. 私はドイツ語を学んでいる．

Daniel lernt Englisch. ダニエルは英語を学んでいる．

動詞の原形を不定形，人称変化をした形を定形という．不定形は語幹＋ -enから成る．

l
語幹
ernen　学習する
▶例外：tun 行う　sein ある；語幹が -el，-erに終わるもの，例えば sammeln 集める．

語幹に人称語尾を添えて定形を作る．現在人称変化は下表の通り．

数 人称 人称代名詞 人称語尾

単　
　

数

1
2

3

ich 私は

du 君は

er 彼は

sie 彼女は

es それは

-e

-st

-t

lerne tue

lernst tust

lernt tut

複　
　

数

1
2
3

wir 私たちは

ihr 君たちは

sie 彼らは

-en

-t

-en

lernen tun

lernt tut

lernen tun

複数 3人称の sieの頭字を大きく書いて単数・複数 2人称（敬称）に用いる．

Aha, Sie lernen Deutsch.　ははあ，あなた［がた］はドイツ語を学んでいますね．
▶ du，ihrは家族・身内や親しい友人間で用い，他人には Sieを用いる．目上・目下には関係ない．

練習1
次の動詞を現在人称変化させてみましょう．

trinken 飲む　lieben 愛する　kommen 来る　studieren 大学で学ぶ

｛
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▶語幹が -t，-dなどで終わる動詞では，口調の上から，人称語尾の -st，-tが -est，-etとなる．
arbeiten　働く：du arbeitest，er/sie/es arbeitet，ihr arbeitet
fi nden　見出す：du fi ndest，er/sie/es fi ndet，ihr fi ndet

▶語幹が -s，-ß，-zなどに終わる動詞では duの人称語尾が -tとされる．
reisen 旅行する：du reist (reisest)  tanzen 踊る：du tanzt (tanzest)

▶語幹が -el，-erで終わる動詞の不定形語尾は -nである．これら（特に -eln型）の動詞では ichの定形

で語幹の -e-が省かれる．
lächeln 微笑する：ich lächle　　wandern 徒歩旅行する：ich wand[e]re

▶ドイツ語には進行形という形式はなく，現在形が「～しつつある」の意味にも使われる．
Er trinkt gern Bier. 彼はビールが好きである．
Er trinkt gerade Bier. 彼はビールを飲んでいるところである．

練習2
次の動詞を現在人称変化させてみましょう．

antworten 答える　reden 語る　heißen ～という名である　handeln 行動する

plaudern おしゃべりする

１－２　定型の位置
独立した主文では定形は2番目に位置する．

Er kommt heute.　彼は今日来る．

Heute kommt er.　今日彼が来る．

Wann kommt er?　いつ彼は来るか？

疑問詞のない疑問文，及び命令文では定形が文頭に立つ．
Kommt er heute?　彼は今日来るか？

Kommen Sie her, bitte!　こちらへいらっしゃい，どうぞ．

次の並列接続詞はそのあとの語順に影響を及ぼさない．

aber しかし　denn なぜなら　oder または　und そして

Aber er kommt heute.　しかし，彼は今日来る．
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テスト1
A 空所に，文末に指定の動詞の定形を入れて，和訳しましょう．

 1. Was 　　　 Sie? ― Ich 　　　 Deutsch. 　　　 Sie auch Deutsch? ―Ja, 

ich 　　　 auch Deutsch. (lernen)

 2. Stefan 　　　 Musik. (lieben)

 3. Die Prinzessin 　　　 immer. (lächeln)

 4. Was 　　　 Anna da? (machen) ― Sie 　　　 gerade Kaffee. (kochen)

 5. Wie 　　　 du? ― Ich 　　　 Patrick. (heißen)

 6. 　　　 Sie bitte hier! (warten) Er 　　　 gleich. (kommen)

 7. Dennis 　　　 viel. (fragen) Aber Lisa 　　　 geduldig. (antworten)

 8. Julia 　　　 nur und 　　　 nichts. (reden, tun) Aber ich 　　　 . 

(handeln)

 9. Paul 　　　 nicht. Denn er ist krank. Aber Julia 　　　 . (kommen)

 10. 　　　 wir noch etwas! (trinken)

B 文章の後を続けて言ってみましょう．

 1. Ich trinke gern Kaffee. ― Kaffee ...

 2. Er wohnt jetzt in Bonn. ― Jetzt ...

 3. Ich komme natürlich mit. ― Natürlich ...

 4. Hans handelt immer gemein. ― Immer ...

１－３　不定句
文の基になる不定句では，不定形が最後に置かれる．

句末に置かれる不定形の前に zuを付けたものを zu不定句という．
▶熟語・慣用句などを挙げるのに不定句が用いられる．

Deutsch lernen　ドイツ語を学ぶ［こと］
zu Hause bleiben　（外出しないで）家にいる［こと］
Deutsch zu lernen ist nicht schwer.　ドイツ語を学ぶのは難しくない．
Es ist nicht schwer, Deutsch zu lernen.


