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あっちの方にあるのが郵便局  〜名詞の性〜

Vokabeln  語彙をチェックしよう

alt  古い（英 old）

auch  さらに，その上に（英 also）

der Bahnhof  駅（英 station）

da  そこに〈の〉（英 there） （★ dortより口語的）

das  これ，あれ（英 this, that）

das

der  

die   







（定冠詞）（英 the） （★ dasは指示代名詞の
das〈これ，あれ〉と同形なので注意）

dort  あそこに〈の〉（英 there） （★ daより遠くを指
して用いられることが多い）

drüben  向こう側に ▶ da drüben 向こうの方に

ein

eine  




（不定冠詞）（英 a, an）

ist < sein  …である；ある，いる（英 be） （☞ 15頁）

jetzt  今（英 now）

das Kaufhaus  デパート（英 department store）

die Kirche  教会（英 church）

nein  いいえ（英 no）

nicht  …ない（否定）（英 not）

oder  あるいは（英 or） ▶ ... , oder? …でしょう？

die Post  郵便局（英 post office）

das Rathaus  市役所

schön  美しい（英 beautiful）

sehr  とても（英 very）

sie  （先行する女性名詞を受けて）それは

sind < sein  ある，いる（英 be） （☞ 15頁）

das Theater［teá:tər  テアーター］劇場

wir  私たちは（英 we） （☞ 14頁）

wo  どこ（英 where）

◆ Ach so.  ああ，そう。

 Naoki : Wo sind wir jetzt?

 Thilo : Wir sind jetzt hier. Da drüben ist die Post.

 Naoki : Und was ist das? Ist das das Rathaus?

 Thilo : Nein, das ist nicht das Rathaus. Das ist das Theater.

 Naoki : Ach so. Und dort ist der Bahnhof, oder?

 Thilo : Ja, und da sind ein Kaufhaus und eine Kirche.

 Naoki : Die Kirche ist schön!

 Thilo : Ja, und sie ist auch sehr alt.

ティーロがナオキにトリアを案内しています。二人は広場で町の地図を見ています。

LEKTION

2

zwanzig
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LEKTION

2

Sprachgefühl  言葉の感覚
今いる場所を尋ねるとき，日本語では

「ここは
4 4 4

どこ」と聞きますが，ドイツ語

では「私は
4 4

（私たちは
4 4 4 4

）どこにいるの」
と聞きます。

建物・施設（1）
der Bahnhof

der Dom

die Uni

das Rathaus

das Theater

 建物・施設（2）

der
Kindergarten

die
Schule

die
Kirche

das
Krankenhausein eine eine ein

Thilo zeigt Naoki Trier. Sie betrachten auf dem Marktplatz einen Stadtplan.

 ナオキ： 僕たちは今どこにいるの ?

 ティーロ： 今ここ。あっちの方にあるのが郵便局。

 ナオキ： じゃあ，あれは何 ? 市役所 ?

 ティーロ： いや，あれは市役所じゃないよ。あれは劇場。

 ナオキ： ああ，そう。それで，あそこには駅があるんだよね ?

 ティーロ： うん，そしてあそこにデパートと教会。

 ナオキ： 教会，きれいだね !

 ティーロ： うん，そしてとても古いんだ。

Partnerübung  ペアで練習しよう

イタリックの語句を自由に置き換えてみましょう。

17

einundzwanzig

Was ist das?

Ist das ein Kaufhaus?

Das ist die Post.

● Ja, das ist ein Kaufhaus.
● Nein, das ist eine Schule.

Szene 1   あれは何？

Szene 2   あれは…？

定冠詞 der/die/dasは特定できる対象を示して「その…，例の…」（英 the）。
不定冠詞 ein/eineは不特定または任意の対象を示して「ある一つの…」（英 a, an）。
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Schlüsselsatz
キーセンテンス

あっちの方にあるのが郵便局

Da drüben ist die Post.

➡ Post〈郵便局〉という名詞が定冠詞とともに用いられています。冠詞の形が名詞
の性によって異なるのがポイントです。ドイツ語では、すべての名詞に男性・
女性・中性という３つの文法上の

4 4 4 4

性があります。

Grammatik  言葉のかたち    ② 名詞の性

■ 定冠詞・不定冠詞

Das ist das Theater.  あれは劇場。

➡  名詞の文法上の性に応じて定冠詞・不定冠詞の形が異なります。

男性名詞 女性名詞 中性名詞

定冠詞（英 the） der Bahnhof  駅 die Post  郵便局 das Theater  劇場

不定冠詞（英 a, an） ein Bahnhof eine Post ein Theater
▼ ▼ ▼

代名詞〈それ〉 er sie es

➡  名詞を受けて用いられる代名詞も，名詞の性に応じて使い分けられます。

Die Kirche ist schön. Und sie ist auch sehr alt.　教会は美しい。そしてそれはとても古い。

【名詞の性】名詞の性の多くは恣意的で，必然性がありません。初めのうちは一つずつ覚えていく

しかありません。実際にはいくつかの手がかりや大まかな傾向がないわけではありませんが，基本

的な語彙ほど予測が難しいと言えます。少しずつ感覚を磨いていくしかなさそうです。

自分の辞書でBahnhof の名詞の性がどう表示されているか確認してみましょう。
例１  Bahn·hof  □男〔○単 2 –[e]s / ○複 1 ..höfe〕　　例２  Bahn·hof  m  –[e]s / ..höfe

zweiundzwanzig

文頭の指示代名詞 das〈これ，あれ〉
は名詞の性とは無関係だよ !

□男 □女 □中 と書かれていたり，
m  f  n  と書かれていたりするよ！

右側の情報は
今後のお楽しみ

18
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LEKTION

辞書を引いて名詞の性を確認し，定冠詞・不定冠詞を入れてみましょう。
● 定冠詞 ▶               Ball そのボール                CD その CD                Buch その本

● 不定冠詞 ▶               Ball 1 個のボール                CD 1 枚の CD                Buch 1 冊の本

■ 否定（nicht）

Das ist                        das Rathaus.  あれは市役所じゃないよ。

➡  否定したい語句の直前に nicht（英 not）を置きます。上例では，「市役所」ではないと
いうことを伝えようとしていますので，nichtが das Rathausの前に置かれています。

Thilo kommt heute nicht.  ティーロは今日来ないよ。

➡  一方，特定の語句を否定するのではない場合，原則として文末に nichtを置きます。

■ 語順（定動詞第 2位）

Wir                                                          .  僕たちは今ここにいる。
                   ❷

➡  ドイツ語の語順は日本語と似ています（つまり，英語とは異なります）。語句の配列
は比較的自由ですが，動詞の位置だけが厳密に決まっています。日本語では文末，ド
イツ語では平叙文の場合 2番目です（＝定動詞第 2位）。従って次のように考えるこ
ともできます。

 僕たちは 今 ここに いる

 wir jetzt hier sein

▶　Wir　　s

❷

ind　　jetzt hier　.

 今 僕たちは ここに いる

 jetzt wir hier sein

▶　Jetzt　　s

❷

ind　　wir hier　.

➡  語句を日本語と同じ順序に並べます。最後に来た動詞を人称変化させ，2番目に持っ
ていきます。ドイツ語では必ずしも「主語＋動詞」の順番になるとは限りません。

Und 　d

❶

ort　　i

❷

st　　der Bahnhof   .　　　　そしてあそこには駅がある。

➡  語句や文を並列的に結びつける und〈そして〉，aber〈しかし〉などの接続詞を並列接続詞
と呼びます。並列接続詞は語順に影響を与えることはなく，文頭の語句にも数えませ
ん。

dreiundzwanzig

2
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Dialog 2   今度は不定冠詞 ein, eine を使って会話練習をしてみましょう。

Sprechen  話してみよう

Dialog 1   定冠詞 der, die, das を使って会話練習をしてみましょう。代名詞にも慣れましょう。

19

vierundzwanzig

Ist die Kirche alt?

Hier, ein Geschenk!

Eine CD!

Ja, sie ist sehr alt.

Oh, danke! Was ist es?

r = der,  e = die,  s = das で名詞の性を示しているよ。

r → ein  e → eine  s → ein  となるのを確認しよう !

r Bahnhof s Rathaus e Uni

 r Pulli

r Schal

s Buch

e CD

e Kamera

s T-Shirt

e Kirche s Haus
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Kulturecke
文化コーナー

LEKTION

Trier
Trier ist wohl die älteste Stadt in Deutschland. Sie 

ist über 2000 Jahre alt. Eine Sehenswürdig keit ist 

die „Porta-Nigra“ (lat.: schwarzes Tor), ein Stadt-

tor noch aus römischer Zeit.

トリア
トリアはおそらくドイツ最古の町で，2000 年以上の
歴史を持つ。名所の一つにローマ時代から残る市門ポ
ルタ・ニグラ（ラテン語で「黒い門」の意）がある。

Marktplatz
Der Marktplatz ist der zentrale Platz in einer 

Stadt. Dort ist auch oft die Kirche sowie das 

Rathaus. Gerne nutzt man den Platz für Markt-

tage oder Feste.

マルクト広場
マルクト広場は町の中心の広場で，ここに面して教会
や市庁舎が立っていることも多い。しばしば市

いち

やお祭
りにも使われる。

2

Hören  聞いてみよう

ドイツ人の名前を聞き取ってみましょう。

例 P  A  U  L   （男性名）

(1)   K     （男性名）

(2) C  L        （女性名）

(3) V  E         （女性名）

21

fünfundzwanzig
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Einen Schritt weiter  先に進もう

■ 冠詞・名詞の格変化（概観）

男性 女性 中性 意味はおおむね

1 格 der Ball ボール die CD CD das Buch 本 ▶ …が

2 格 des Ball[e]s der CD des Buch[e]s ▶ …の

3 格 dem Ball der CD dem Buch ▶ …に

4 格 den Ball die CD das Buch ▶ …を

男性 女性 中性

1 格 ein Ball eine CD ein Buch ▶ …が

2 格 eines Ball[e]s einer CD eines Buch[e]s ▶ …の

3 格 einem Ball einer CD einem Buch ▶ …に

4 格 einen Ball eine CD ein Buch ▶ …を

➡  文中における名詞句の役割を格と呼びます。ドイツ語には 1格・2格・3格・
4格という 4つの格があり，名詞が主に冠詞とともに格変化することによって
文中での役割を示します。

➡  この課で学んだのは 1格の形です。｢Aは Bです｣（A ist B）という場合，Aも
Bも 1格の形になります。

　その他の格については，次回以降学んでいきます。

Lesen  読んでみよう

トリアの町

Die Stadt Trier

Thilo zeigt Naoki Trier. Naoki fragt oft: „Was ist das?“ Das Theater und die 

Post sind neu. Aber der Bahnhof ist nicht neu. Er ist alt, aber schön. Die 

Kirche ist auch sehr schön. Daneben ist ein Café. Thilo trinkt dort oft Kaffee.

zeigen （…に…を）案内する　　fragen 質問をする　　oft しばしば　　„  “ （ドイツ語の引用符）

daneben その隣に　　s Café［カフェー］喫茶店

  richtig falsch

(1) 駅は古くて，あまり美しくない。 □ □

(2) 教会はとても美しい。 □ □

(3) ティーロは喫茶店でよくコーヒーを飲みます。 □ □

22

sechsundzwanzig

23



27

LEKTION

Schreiben  書いてみよう

1  （　　）内の名詞に適切な定冠詞を付けて下線部に入れてみましょう。d.. は定冠詞を示していま
す。

(1) (d.. Computer)

 ○ Ist                                                          neu?

 ● Nein, er ist nicht neu.

(2) (d.. Tasche)

 ○ Ist                                                          teuer?

 ● Ja, sie ist sehr teuer.

(3) (d.. Fahrrad)

 ○ Ist                                                          teuer?

 ● Nein, es ist billig.

2  与えられた語句を参考にドイツ語文を作ってみましょう。e.. は不定冠詞を，? は疑問文である
ことを示しています。

(1) これは何ですか。

 was / das / sein ?

  

(2) これはコンピューターです。

 das / e.. Computer / sein

  

(3) あそこに教会が立っています。

 dort / e.. Kirche / stehen

  

(4) その隣に喫茶店があります。

 daneben / e.. Café / sein

  

siebenundzwanzig

2

-eで終わる名詞は
女性名詞が多いよ !
e Liebe〈愛〉
e Lampe〈ランプ〉
e Straße〈通り〉
e Rose〈バラ〉
e Schlange〈蛇〉


