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マキは動物園を探している

	 Maki：	Entschuldigen Sie bitte, wie kommt man zum Berliner Zoo?

	 Mann：		Zeigen Sie mir Ihren Stadtplan!  Berliner Zoologischer Garten 

ist hier.

	 Maki：	Ich möchte Akili sehen.

	 Mann：	Aha!  Akili ist ein Nashornjungtier.

	 Maki：	Genau.

マキは動物に関するさらなる情報を得る

	 Mann：		Die Art ist in Afrika vom Aussterben bedroht＊.

	 Maki：		Wie schade! Aber der Berliner Zoo soll weltberühmt für 

seine Nashornzucht sein.

	 Mann：	Akili ist das 17. Kalb＊＊ dieser Art im Berliner Zoo.

	 Maki：	Herzlichen Dank für die Informationen!

	 Mann：	Gern geschehen.

LEKTION 5
fünf

Der Berliner Zoo　ベルリン動物園
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　＊bedrohenの過去分詞：「脅かされている」
＊＊das siebzehnte Kalb：₅₇ 頁「序数」を参照
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Entschuldigung, gibt es hier in der Nähe eine Bank?

すみません，この近くに銀行はありますか？

Entschuldigung, wie kommt man zur Post?

すみません，郵便局へはどう行けばよいですか？

Können Sie mir sagen, wo der Marktplatz ist?

マルクトプラッツ（中央広場）はどこにあるか教えてい

ただけませんか?

Das ist sehr nett von Ihnen. どうもご親切に。

Vielen Dank! ありがとうございます。

Herzlichen Dank! 　　　〃

Danke sehr! 　　　〃

Nichts zu danken. どういたしまして。

Keine Ursache. 　　　〃

Gern geschehen. 　　　〃

道を尋ねる

der Bahnhof 駅 die Post 郵便局

die Bank 銀行 das Rathaus 市役所

die Bushaltestelle バス停 das Schloss 城

die Information 案内所 die Schwimmhalle プール

das Kino 映画館 der Sportplatz 運動場

das Krankenhaus 病院 das Stadion スタジアム

die Kreuzung 交差点 das Theater 劇場

der Marktplatz マルクトプラッツ
（中央広場）

die U-Bahn-Station 地下鉄の駅

die Verkehrsampel 信号

das Opernhaus オペラハウス

建造物など

27

28



34 vierunddreißig

Grammatik

動詞を助けて，動詞に可能・許可・義務・意志などのニュアンスを与える助動詞を，話法の
助 動 詞 と 言 い ま す。 話 法 の 助 動 詞 は，können，dürfen，müssen，sollen，wollen，
mögen の 6 つがあり，下の表のように人称変化します。

話法の助動詞を使った文のつくり方
話法の助動詞は，文での動詞の位置（ 2番目）に置かれ，動詞は一番最後に来ます。そのため，
助動詞と動詞（不定詞）で文を囲むような形になります。これを枠構造と言います。

1）平叙文

2）ja，nein で答えることのできる疑問文

3）疑問詞を使う疑問文

　話法の助動詞を一番最初に置くことによって疑問文をつくります。

　動詞での操作と同様に，2番目に話法の助動詞を置きます。

　　Ich lerne Deutsch.　　　　　　Ich muss  Deutsch lernen  .

　　Du musst Deutsch lernen.　　Musst du Deutsch lernen?

動詞（定形）

動詞が ₂番目

私はドイツ語を勉強する。　 私はドイツ語を勉強しなければならない。

君はドイツ語を勉強しなければならない。→君はドイツ語を勉強しなければならないのですか？

話法の助動詞が ₂番目

人称変化させる

話法の助動詞

動詞は変化させずに文末

動詞（不定形）

話法の助動詞が文頭　後はそのままの形

　　Was muss ich lernen?　私は何を勉強しなければならないのですか？
話法の助動詞は ₂番目　後はそのままの形

29

1 話法の助動詞

können
～できる
～かもしれない

dürfen
～することが
　許されている

müssen
～しなければ
　ならない
～に違いない

sollen
～すべきだ
～だそうだ

wollen
～したい
～するつもりだ

mögen
～かもしれない
（～が好きだ）

ich

du

er / sie / es

wir

ihr

sie

Sie

kann

kannst

kann

können

könnt

können

können

darf

darfst

darf

dürfen

dürft

dürfen

dürfen

muss

musst

muss

müssen

müsst

müssen

müssen

soll

sollst

soll

sollen

sollt

sollen

sollen

will

willst

will

wollen

wollt

wollen

wollen

mag

magst

mag

mögen

mögt

mögen

mögen
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5 非人称主語の es

一般的なものごと全てを指す es を主語にして，3人称単数で使います。時刻や天候を表し，

熟語表現も多くあります。日本語では特に訳しません。

　　Es ist heiß.　暑い。　　Es regnet.　雨が降る。　　Wie geht es Ihnen?　ご機嫌いかがですか。

　　Es gibt eine Post.　郵便局がある。［es gibt＋ ₄格　（ ₄格のもの）がある］

　　Es handelt sich um Umweltschutz.　環境保護が問題である。
［es handelt sich um＋ ₄格　（ ₄格のもの・こと）が問題である］

4 不定代名詞のman

不特定の人を表し，通常日本語には訳されません。

　　Wie kommt man zur Post?	 （どのように（人は）郵便局へ行きますか？）

	 →郵便局へどう行けばよいですか？

　　Wo kauft man die Kugelschreiber?	 （どこで（人は）ボールペンを買いますか？）

→どこでボールペンを売っていますか？/どこでボールペンを買えますか？

2 話法の助動詞の単独用法
話法の助動詞は，他の動詞のように単独でも用いることができます。

　　Ich kann Englisch. 私は英語ができる。

　　Ich mag die Sängerin. 私はその歌手が好きだ。

　　Ich möchte Wein trinken. Er wird bald kommen.

　　　ワインを飲みたいのですが。 　彼はもうじき来るだろう。

　　Ich möchte eine Tasse Kaffee. Er wird Lehrer.

　　　コーヒーを1杯欲しいのですが。（単独用法） 　彼は先生になる。

3 möchteとwerden

möchteはmögenの接続法Ⅱ式（70 ページ参照）で，「（できれば）～がしたい，ほしい」と

いう控えめな欲求を表し，会話で頻繁に使われます。「～になる」という意味の動詞werden	

は，「～だろう」という未来・推量を表す助動詞としても用いられます。

möchte

ich möchte

du möchtest

er / sie / es möchte

wir möchten

ihr möchtet

sie möchten

werden

ich werde

du wirst

er / sie / es wird

wir werden

ihr werdet

sie werden

参照
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1 　空所に話法の助動詞またはmöchte，werdenを適当な形にして入れましょう。

₁）Ich 　　　　　　　 Cola. コーラが飲みたいのですが。

₂）Er 　　　　　　　 seine Hausaufgaben machen. 彼は宿題をしなければならない。

₃）Wir 　　　　　　　 zusammen arbeiten. 我々は一緒に働くべきだ。 

₄）　　　　　　　 du Französisch sprechen? 君はフランス語を話すことができる？

₅）Sie 　　　　　　　 morgen hierher kommen. 彼女は明日ここに来るだろう。

3 　（　　）の単語を並び替え，動詞を適当な形に変化させて文をつくりましょう。
₁）残念ながらこの近くに郵便局はありません。

　（geben / leider / hier / Nähe / es / der / in / Post / keine）

₂）そこを左に行ってください。そうすると標識が見えます。

　（Sie / können / dann / links / Schild / Sie / ein / da / nach / gehen / sehen / ! /.）

₃）どこで靴を売っていますか？

　（kaufen / die / wo / Schuhe / man / können / ?）

　入り口の近くです。

　（finden / die / Nähe / Sie / in / können / der / von / Eingang / dem / .）

4 　（　　）内のヒントを参考に，足りない語を補って，次の日本語をドイツ語に訳しましょう。
₁）今日は寒い。（kalt，heute，es）

₂）明日雨が降るだろう。（morgen，regnen，werden）

₃）ご機嫌いかが？ （duに対して）（wie，es，gehen）

₄）環境汚染が問題だ。（die Umweltverschmutzung，es，um）

Übungen

2 　例にならって（　　）の助動詞を使って言い換え，日本語に訳しましょう。
例）Ich arbeite morgen. （müssen） →　Ich muss morgen arbeiten.　　　　　

   　　（私は明日働かねばならない。）

₁）Wir zahlen getrennt. （wollen） →　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

₂）Ich trinke Espresso. （möchte） →　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

₃）Sie geht sofort nach Hause. （sollen） →　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

₄）Hier parkt man nicht. （dürfen） →　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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絶滅危惧種

　₂₀₀₆ 年 ₅ 月に公表された世界自然保護連盟（IUCN）のレッドブックに ₁₆,₁₁₉ 種の絶滅
を危惧されている動植物が載っています。₅₃₀ 種の新絶滅危惧種にホッキョクグマとカ
バが加えられました。動物学者は，この ₃₅～₅₀ 年の間にホッキョクグマの頭数は ₃分の
₁まで減少するだろうと予測しています。極地専門家はカナダ北東部にあるハドソン湾
の海水の凍結がどんどん遅くなり，氷山の融解がますます早まっている事実を指摘して
います。そのために小熊の養育に必要なアザラシ狩りの期間が短くなり，小熊たちは十
分な栄養が得られないことになるのです。

動物と鳴き声

　言語が違えば，動物の鳴き声の表し方も変わります。日本語では，「猫がニャーと鳴く」
となりますが，ドイツ語では， ”Die Katze miaut.“ で，「ニャーと鳴く」という部分は動
詞miauenで表します。下の表を見ると，それぞれの動物の名前の性と，鳴き声とそれ
を表わす動詞が様々に異なることが分かります。

	 動物名	 	 鳴き声（動詞）	 鳴き声
 der Elefant ゾウ trompeten töröö!

 der Esel ロバ iahen i-ah!

 die Eule フクロウ schreien ruhh, ruhh! / U-uuuuh!

 der Frosch カエル quaken quak!

 die Gans ガチョウ schnattern schnatter!

 der Hahn 雄鶏 krähen kikeriki!

 das Huhn 鶏，雌鶏 gackern gock, gock!

 der Hund 犬 bellen wau, wau!

 die Katze 猫 miauen miau!

 die Krähe カラス krächzen krah!

 der Kuckuck カッコウ rufen kuckuck!

 die Kuh 牝牛 muhen muh!

 der Löwe ライオン brüllen roaar!

 die Maus ハツカネズミ fiepen / piepsen fiep! / piep!

 das Pferd 馬 wiehern wieher!

 das Schaf 羊 mähen mäh!

 das Schwein 豚 grunzen grunz!

 die Taube 鳩 gurren ruckediku-ruckediku!

 der Wolf 狼 heulen auuu!

 die Ziege ヤギ meckern mäh!

30


