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Ich lerne Deutsch und Paul lernt 
Japanisch.

私はドイツ語を学んでいて、パウルは日本語を学んでいます。

① 語幹が t, dなどで終わる動詞：
　arbeiten　働く　　finden　見つける　　reden　話す　　warten　待つ ...

　du arbeitest　　　ihr arbeitet　　　er / sie / es arbeitet

② 語幹がs, ß, zなどで終わる動詞：
　heißen　～という名前である　　reisen　旅行する　　sitzen　座っている　　tanzen　踊る ...

　du heißt

▶	平叙文：定動詞は２番目   　～　      定動詞      　～　  .
 Ich  wohne  jetzt in Berlin.　私は今ベルリンに住んでいる。
 Jetzt  wohne  ich in Berlin.　今はベルリンに住んでいる。
 In Berlin  wohne  ich jetzt.　ベルリンには今住んでいる。
 ＊２つ目の単語とは限らない！
▶	補足疑問文 （＝疑問詞を使った疑問文）：    疑問詞     定動詞     主語     　～　 ?
 Wo wohnst du jetzt?　今どこに住んでいるの？
▶	決定疑問文 （＝ ja はい / nein いいえ で答える疑問文）：    定動詞     主語     　～　 ?
 Wohnst du jetzt in Berlin?　今ベルリンに住んでいるの？

　基本的な語順

　最重要動詞sein （be） とhaben （have）

sein haben

ich bin habe

du bist hast

er / sie / es ist hat

wir sind haben

ihr seid habt

sie sind haben

Sie sind haben

疑問詞
wann いつ？

warum なぜ？
was 何が？/何を？
wer 誰が？

wie どのような？

wo どこ？

woher どこから？

wohin どこへ？

① ②

Lektion 1

動詞の現在人称変化1Lektion

　◦主語によって動詞の語尾を変化させます。

　◦主語に合わせて変化した形＝定動詞

　◦動詞の不定詞 （原形）＝語幹＋語尾 （–en）
　lernen　学ぶ　　kommen　来る　　wohnen　住む
　＊語尾が–nだけの動詞もあります。（→ S.13 ）

　動詞の現在人称変化

単数 複数

１人称 ich lerne wir lernen

２人称 親称 du lernst ihr lernt

　　　 敬称 Sie lernen

３人称
er
sie lernt sie lernen
es

　◦自分と相手との関係性によって使い分けます。
　　　◦家族、友人、親戚など → du, ihr
　　　◦親称を用いる相手以外の大人 → Sie
　　　◦学生同士、子ども → 初対面でもdu, ihr

　◦敬称Sieは文中でも頭文字は大文字

　◦敬称Sieの人称変化は３人称複数と同じ形

　2人称の親称du、ihrと敬称Sie

　注意が必要な動詞
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1  次の動詞を現在人称変化させなさい。

  gehen kommen machen studieren trinken
  行く 来る する （大学で） 専攻する 飲む

ich                                                                                                                              

du                                                                                                                              

er/sie/es                                                                                                                              

wir                                                                                                                              

ihr                                                                                                                              

sie                                                                                                                              

Sie                                                                                                                              

2  次の動詞を現在人称変化させなさい。

  finden warten reisen sitzen

ich                                                                                                     

du                                                                                                     

er/sie/es                                                                                                     

wir                                                                                                     

ihr                                                                                                     

sie                                                                                                     

Sie                                                                                                     

3   定動詞の形から判断して、（　　） に主語となる人称代名詞を入れなさい。
 何種類かの人称代名詞があてはまる場合もあります。

① Was machst （　　　） am Wochenende?　週末に何をするの？

② （　　　） wohnen in Tokio.　東京に住んでいる。

③ （　　　） studiere Jura.　大学で法学を専攻している。

④ Woher kommt （　　　）?　どこ出身？

⑤ （　　　） heißt Paul.　パウルという名前だ。

⑥ （　　　） reise gern.　旅行が好きだ。

⑦ （　　　） trinken viel Tee.　お茶をたくさん飲む。

4   ［　］ の動詞の適切な形を （　　） に入れなさい。

① Er （　　　　　　） einkaufen. ［gehen］　彼は買い物に行く。

② Was （　　　　　　） du jetzt? ［machen］　今何をしているの？

③ Wir （　　　　　　） gern Bier. ［trinken］　私たちはビールを飲むのが好きだ。

④ Ihr （　　　　　　） schon lange. ［warten］　君たちはもう長いこと待っている。

⑤ （　　　　　　） du gern? ［tanzen］　ダンスをするのは好き？

⑥ Monika （　　　　　　） gut Fußball. ［spielen］　モニカはサッカーが上手だ。

⑦ Ich （　　　　　　） Deutsch. ［lernen］　私はドイツ語を学んでいる。

5  主語を ［　］ の語に変え、全文を書きかえなさい。

① Wir sind müde und haben Hunger.　私たちは疲れていて、お腹がすている。［ich］

  

② Seid ihr reich? Habt ihr Geld?　君たちはお金持ち？ お金持っている？　［du］

  

③ Tobias ist krank und hat Fieber.　トビアスは病気で、熱がある。［Tobias und Monika］

  

6  ドイツ語に訳しなさい。

① あなたたちは何を学んでいるの？ ― ドイツ語を勉強しています。

  

② あなたはワイン （Wein） を飲むのが好きですか？

  

不定詞が –n で終わる動詞：wandern  ハイキングをする　tun  する　...

　–nを主語によって変化させます。

Lektion 1

ich wandere wir wandern
du wanderst ihr wandert

Sie wandern
er/sie/es wandert sie wandern
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1   ①動詞の不定詞を答えなさい。②動詞の形から判断して、（　　） に主語となる人称代名詞
を入れなさい。

1） Wohin geht （　　　　） jetzt?　今どこへ行くの？

2） （　　　　） heiße Monika.　モニカという名前だ。

3） Was machen （　　　　） am Wochenende?　週末に何をするの？

4） Wohnst （　　　　） in Berlin?　ベルリンに住んでいるの？

5） （　　　　） arbeitet viel.　たくさん働く。

6） Was lernst （　　　　） jetzt?　今何を勉強しているの？

7） （　　　　） spiele gern Tennis.　テニスをするのが好きだ。

8） （　　　　） trinken viel Wein.　たくさんワインを飲む。

2   ［　］ の動詞の適切な形を （　　） に入れなさい。

1） Was （　　　　） du gern? ［trinken］　何を飲むのが好き？

2） Jetzt （　　　　） ich in München. ［wohnen］　今、ミュンヘンに住んでいる。

3） Sie （　　　　） Japanisch. ［lernen］　彼らは日本語を学んでいる。

4） Wie （　　　　） Sie? ［heißen］　お名前は？

5） Was （　　　　） ihr am Wochenende? ［machen］　週末に何をするの？

6） Er （　　　　） viel. ［reden］　彼はたくさん話す。

7） Wohin （　　　　） du im Sommer? ［reisen］　夏にどこに旅行するの？

8） Wo （　　　　） Anna? ［arbeiten］　アンナはどこで働いているの？

1 3   1） ～ 4） はseinを、5） ～ 8） はhabenを適切な形にして （　　） に入れなさい。

1） Ich （　　　　） Student.　私は学生だ。

2） （　　　　） du müde?　疲れているの？

3） Wir （　　　　） Japaner.　私たちは日本人だ。

4） Anna （　　　　） Studentin.　アンナは学生だ。

5） （　　　　） du Hunger?　お腹すいている？

6） Er （　　　　） heute Zeit.　彼は今日時間がある。

7） Ich （　　　　） Durst.　喉が渇いている。

8） （　　　　） ihr jetzt Zeit?　今時間ある？

4   ドイツ語に訳しなさい。

1） ［君は］ 何をするのが好き （gern）？ ― 旅をするのが好きです。

  

2） あなたは大学生です （sein） か？ ― はい （ja）、私は大学生です。

  

3） 君たちは今日 （heute） 何をするの？ ― 今日はテニスをします。

  

4） パウルは日本語を勉強しているの？ ― いいえ （nein）、英語 （Englisch） を学んでいます。

  

いくつかの人称代名詞が
あてはまる場合も！


