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3LEKTION ドイツの食文化
Essen

ドイツ料理といえば，ほとんどの人が「ソーセージ（Wurst），じゃがいも（Kartoffel），ビ

ール（Bier）」を思いうかべるかもしれません。またドイツの料理はおいしくないと思ってい

る人もいるかもしれません。それはとんでもない偏見です！

北から南まで，地方色豊かな郷土料理がたくさんあります。そして定

番と考えられているソーセージもじゃがいもも，またビールもとてもお

いしいのです！ソーセージは大変種類が多く，フランクフルター

（Frankfurter）やニュルンベルガー（Nürnberger）のようにその土地の

名物になっているものもあります。特にミュンヘンの白ソーセージ

（Weißwurst）は有名です。またじゃがいもはゆでたり焼いたり，あるい

は油で揚げたりと様々に調理されますが，どれも毎日食べても飽きのこ

ない味です。じゃがいもとザウアークラウト（Sauerkraut: 塩漬けにして

発酵させた酸味のあるキャベツ）の付かないドイツ料理はないといっても過言ではありません。

ビールにしても 1200社を超える地ビールのメーカーがあり，ドイツはどこへ行ってもその

土地特有の個性的なビールを楽しむことができます。またもうひとつの魅力はその価格で，ミ

ネラルウォーターより安いものもあります。

ドイツ人の食生活についてはライフスタイルが変化し一概には言えませんが，朝食にはパン

（Brot），ジャム（Marmelade），バター（Butter），コーヒー（Kaffee）が定番のメニューで，

夕食もこれにハム（Schinken）やソーセージそしてチーズ（Käse）を加えた「冷たい食事

（kaltes Essen）」と呼ばれる質素なものですが，昼食は「温かい食事（warmes Essen）」と

いってスープ，肉料理，サラダそしてデザートが出されます。どれもかなりのボリュームです。

またマクドナルドやトルコのドネル（Döner）のようなファーストフードも人気があります。

食事の際はお互いにGuten Appetit !（おいしく召し上がれ！いただきます！）と声をかけ

あいます。
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Essen

Oliver: Ich habe Hunger!

Lisa: Ich auch.

Oliver: Komm, essen wir etwas!

Oliver: Da drüben ist ein Imbiss.

Ich lade dich ein.

Was nimmst du?

Lisa: Was empfiehlst du?

Oliver: Die Curry-Wurst ist nicht so gut.

Pommes frites esse ich heute auch nicht.

Die sind hier immer zu weich.

Ich nehme einen Döner.

Lisa: Ich auch.

Oliver: O.K.

Also, 2 Döner bitte.

Und 2 Cola!

auch …もまた

komm kommen の duに対す
る命令法

da drüben あそこに

Ich lade dich ein. おごるよ。
dich 人称代名詞 duの 4格
「君を」（→ L4）

die Pommes frites（複数）を
指す指示代名詞で変化は定冠
詞とほぼ同じ。文頭に置かれ
ることが多い

der Döner シシカバブー，羊
肉の串焼きまたは羊肉を使っ
たトルコ料理のファーストフ
ード（= Kebabケバブ）

CDs20
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ゆっくり

ふつう



z動詞の現在人称変化（２）

単数 2人称（du）と単数 3人称（er / sie / es）で幹母音（語幹の母音）が変わるものがある。

Wie fährt er ? — Er fährt gut.
彼の運転はどうですか？―彼はうまいです。

Was sprichst du? — Ich spreche Japanisch.
君は何語を話しますか？―私は日本語を話します。

x重要な動詞（２）

単数（Sieを除く）で，幹母音が変わり，
単数 1・ 3人称に語尾がつかない。

c命令法

不定詞の語幹に決まった語尾をつけ，次のような形で用いる。

du ihr Sie

-[e]*! -t! -en Sie*!

fahren Fahr[e]! Fahrt! Fahren Sie!
sprechen Sprich*! Sprecht! Sprechen Sie!

sein（例外） Sei! Seid! Seien Sie!

語尾の -eはふつう省かれる。

主語のSieを必ずつける。

e→ i [e]型の動詞は，duに対する命令法でも幹母音を変え，語尾 -eは省く。
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Grammatik

fahren （乗り物で）行く a→ ä

e→ i e→ ie

ich fahre wir fahren
du fährst ihr fahrt
Sie fahren Sie fahren
er fährt sie fahren

sprechen 話す

ich spreche wir sprechen
du sprichst ihr sprecht
Sie sprechen Sie sprechen
er spricht sie sprechen

ich sehe wir sehen
du siehst ihr seht
Sie sehen Sie sehen
er sieht sie sehen

sehen 見る

ich werde wir werden
du wirst ihr werdet
Sie werden Sie werden
er wird sie werden

werden …になる

ich weiß wir wissen
du weißt ihr wisst
Sie wissen Sie wissen
er weiß sie wissen

wissen* 知っている

CDs22

Was wirst du ? — Ich werde Lehrerin.
君は何になりますか？―私は先生になります。

Sie weiß alles. 彼女はすべてを知っている。
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v分離動詞

+

+

分離する前つづりと動詞の組み合わせを分離動詞と呼ぶ。前つづりは常にアクセントを持ち，主

文においては分離して文末に置かれる*。分離の前つづりは独立した単語としても用いられる語

であり，副詞や前置詞（→ L4）が多い。

um|steigen* 現在 Ich steige in Kyoto um. 私は京都で乗り換える。

乗り換える 動詞 分離する前つづり

疑問文 Steigen Sie auch in Kyoto um? あなたも京都で乗り換えますか？

動詞 分離する前つづり

命令 Steigen Sie in Kyoto um! 京都で乗り換えてください。

動詞 分離する前つづり

ワク構造と呼ばれ，ドイツ語の構文の大きな特徴である。

辞書では分離する位置に線が入っている。

ladeneinein|laden（招待する）

動詞分離する前つづり分離動詞

Grammatik

代表的な分離の前つづり

ab-    an-   auf-    aus-    bei-    ein-    her-    hin-    mit-    nach-    vor-    zu-    など

文法コラム

分離しない前つづりを持つ動詞もある。

次のようなアクセントのない前つづりを持つ動詞は，非分離動詞と呼ばれる。

verstehen* 理解する

Er versteht dich gar nicht. 彼は君のことを全然わかっていない。

verにはアクセントがなく，分離しない。

be-    emp-    ent-    er-    ge-    ver-    zer-
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1.（ ）内の動詞を適当な形に変えましょう。

1. Er (werden) bald wieder gesund.

2. (halten*) der Bus hier?

3. Der Mann (tragen) einen Koffer.

4. Jeden Tag (helfen) sie（単数）der Mutter.

5. Wir (einladen) morgen den Lehrer.

子音も不規則で du hältst［ヘルツト］，er hält［ヘルト］と変化する。

2. 例にならって文を作りましょう。
Ihr arbeitet nicht fleißig. → Arbeitet fleißig!

1. Du bist nicht vorsichtig. → 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2. Ihr steht jeden Morgen nicht früh auf.

→ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3. Du sprichst nicht deutlich. → 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4. Sie sind nicht freundlich.

→ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5. Sie fahren nicht langsam.→ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Übung Übung Übung Übung Übung Übung Übung Übung Übung Übung Übung Übung Übung Übung Übung

数詞―基数②

20 zwanzig 30 dreißig 60 sechzig 90 neunzig
21 einundzwanzig 40 vierzig 70 siebzig 100 [ein]hundert
22 zweiundzwanzig 50 fünfzig 80  achtzig 1000 [ein]tausend
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Eine Reise

○ Wann    fährst du     los   ? los|fahren

● Ich     fahre  morgen     los   .

1. ○ Wo du ? ein|steigen

● Ich in Frankfurt .

2. ○ Wann du ? ab|fahren

● Ich um 9.00 Uhr* .

3. ○ Wo du ? um|steigen

● Ich in Hannover .

4. ○ Wann du in Bremen ? an|kommen

● Ich um 12.48 Uhr* in Bremen .

5. ○ Was du dort ? an|sehen

● Ich das Denkmal der Bremer Stadtmusikanten .

Sprechübung
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時刻の読み方　☞数詞については巻末参照。

9.00 Uhr: 12.48 Uhr: 9.30 Uhr: 9.15 Uhr: 9.45 Uhr:

neun Uhr zwölf Uhr neun Uhr dreißig viertel zehn drei viertel zehn

achtundvierzig halb zehn Viertel nach neun Viertel vor zehn

CDs26

CDs27
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Wiederholung

1. 指定された条件に当てはまるものが各組に一つずつあります。1～ 4から選びなさい。

下線部の母音が短く発音される。

1 gut 2 Suppe 3 lesen 4 sehr

第一音節にアクセントがない。

1 arbeiten 2 studieren 3 einladen 4 vorsichtig

下線部の発音が他と異なっているものがある。

1 Nacht 2 kochen 3 Buch 4 nicht

下線部の発音が他と異なっているものがある。

1 morgens 2 reisen 3 lustig 4 was

下線部の発音が他と異なっているものがある。

1 träumen 2 Bäume 3 Euro 4 Mädchen

問いAに対する答えBの中で，最も強調して発音される語はどれか。

A：Was hast du morgen vor?

B：Morgen habe ich nichts vor.

1 morgen 2 habe 3 nichts 4 vor

2. （ ）内に入れるのに最も適当なものを 1～ 4から選びなさい。

（ ）ihr Jura? ― Ja, wir studieren Jura.

1 lernt 2 studiert 3 lernet 4 studierent

（ ）, essen wir etwas, Erika!

1 Kommen 2 Kommst 3 Komm 4 Kommt

Morgen（ ）Paul nach Berlin.

1 fahre 2 fährst 3 fährt 4 fahren

Ich heiße Julia. Wie（ ）du?

1 heißt 2 heiße 3 heißen 4 heißst

Was（ ）du? ― Ich esse heute Pommes frites.

1 nimmst 2 esst 3 essen 4 nehmst

Das（ ）ich nicht.

1 wissen 2 wisse 3 weiß 4 weiße

（ ）der Zug in München?

1 hält 2 halten 3 haltet 4 hältet

Wie（ ）ihr Deutsch?

1 finden 2 findet 3 finde 4 findt

Daniel（ ）jetzt Hunger.

1 habe 2 hast 3 hat 4 haben
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Die Schulen in Deutschland（ ）staatlich.

1 sein 2 bin 3 ist 4 sind

Thomas ruft eine Freundin（ ）.

1 an 2 ein 3 um 4 bei

Der Vater（ ）Studenten ist Lehrer.

1 die 2 des 3 den 4 dem

Der Computer gehört（ ）Mädchen.

1 ein 2 eines 3 einem 4 einen

Kaufst du dem Sohn（ ）Tasche?

1 eine 2 ein 3 einen 4 eins

Ich habe drei（ ）.

1 Bruder 2 Schwester 3 Söhne 4 Kindes

Max,（ ）mir einen Rat! Ich brauche deine Hilfe.

1 geben 2 gebst 3 gib 4 gebt

3.駅の中の様子をドイツ語でスケッチしてみよう。CDのドイツ語を聞いて空欄を埋めなさい。

Dort sitzt ein Mann. Er （tragen）eine Brille und （lesen）

eine Zeitschrift.

Da kommt eine Dame. Sie fragt den Schaffner: „ （halten）der Zug in

Heidelberg?“ Er antwortet: „Ja, er （fahren）über* Heidelberg nach

München.“ Ein Kind （essen）Pommes frites und 

（sehen）den Zug.

Zwei Männer （laufen）schnell. Sie （sprechen）

Englisch. über：～を経由して（前置詞→ 4課）

CDs28
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4LEKTION 休暇と旅行
Urlaub und Reisen

1年を通じてドイツ人の一番の楽しみは，何といってもUrlaub［ウーアラオプ］と呼ばれる長

期有給休暇です。ドイツは労働組合の力が強いこともあって，先進国の中で最も労働時間が短

い国のひとつです。労働者は性別や職種に関係なく，年間に労働日 24日間，つまり土・日を

加えると 5週間の休暇が法的に保障されていますが，実際は約 80％のドイツ人が平均して 6

週間の休暇をとっています。夏と冬の 2回に分けて楽しんでいる人も多いようです。

休暇の過ごし方は様々ですが，国外の旅行先としては，スペイン（Spanien），イタリア

（Italien），オーストリア（Österreich），ギリシャ（Griechenland），トルコ（Türkei）など

の国々があります。特に物価の安いスペインと太陽の島のカナリア諸島（Kanaren）が人気
があります。また国内では北のバルト海（Ostsee）や北海（Nordsee）の海岸や島々，そし

て南のバイエルン（Bayern）やアルプス地方（Alpen），またシュヴァルツヴァルト

（Schwarzwald）などが人気のようです。交通の渋滞を避けるために，各州の間で夏休みの

時期をずらす工夫もされています。

ドイツ人は何ヶ月も前から計画を練って，ひたすらこの休暇を楽しみにします。Urlaubな

しにドイツ人の生活を語ることはできません。ドイツ人の 1年は，このUrlaubを中心に動い

ているといっても過言ではないでしょう。
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