
　本書は、はじめてドイツ語を学ぼうとするみなさんが、ドイツ語の基本を無理
なく、楽しく学習できるよう工夫したテキストです。外国語は話せなければ意味
がない…という声がよく聞かれます。ここでは、文法に関する知識をまず理解し、
繰り返し練習することにより着実に身につける、そして、必要な文法をきちんと
押さえることにより「話せるようになる」ことを目標にしています。そのために、
以下の工夫が凝らしてあります。

• 文法説明は、学習するみなさんにわかりやすく各課にまとめてあります。

• 各課にはたくさんのバリエーションに富んだ練習問題がついていますので、そ
れらをこなすことにより、無理なく文法に関する知識が定着します。

• 各課には、それぞれの課で扱った文法事項を含む Dialog がついています。
 まず CDを聞いて下線部分を埋める（「聞く」力）、それから使用されている表
現や語彙を用いてパートナーと会話する（「話す」力）、最後に語彙を工夫して
自分たちで会話を作る練習ができるよう工夫されています。

　„Übung macht den Meister“（名人も練習次第）というドイツ語のことわざが
あります。みなさんもたくさん練習して、ドイツ語をmeisternしましょう！

　2012年「シュリット・フュア・シュリット」刊行以来、お使いいただいた先
生がたからたくさんのご意見、ご提案をいただきました。今回、そういったご意見、
ご提案を参考に、より使いやすい教科書を目指し改訂をする運びとなりました。
改訂に際しましては、課の配列、文法項目の選択、順序など、より効率的にドイ
ツ語を学習することができるよう熟慮を重ねました。このため、12課から成る
構成は変わりませんが、初級学習者においても必要と思われる丁寧な依頼表現（接
続法Ⅱ式）を導入するなど工夫いたしました。また、練習問題を量・質ともに充
実させ、聞き取り練習の見直しも行いました。新しいシュリットで、楽しく、効
果的なドイツ語学習をしていただければと願っております。
　本書の作成にあたり、ドイツ語をチェックしてくださった Frau Yoshie 
Yamaguchiに厚く御礼申し上げます。
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1 人称代名詞

主語になる人称代名詞には次のような形があります。

単数 複数

１人称 ich 私は wir 私たちは

２人称（親称） du 君は ihr 君たちは

３人称
er 彼は

es それは

sie 彼女は

sie 彼らは

２人称（敬称） Sie あなた／あなたがたは　 単複同形

2  不定詞と定動詞

動詞の基本となる形は不定詞（不定形）と呼ばれ、語幹と語尾（-en / -n）からできています。

主語の人称、数（単・複数）によって語尾が変化し、この変化した形を定動詞（定形）と呼びます。

単数 (sg.) 複数 (pl.)
定動詞 定動詞

１人称 ich e wir en/n

２人称（親称） du st ihr t

３人称 er / es / sie t sie en/n

2人称（敬称）　　　　　　　 Sie    en/n

lern
語幹 語尾

en

Ich heiße Lukas, und wie heißt du?

Lektion 1 動詞の現在人称変化

動詞の語尾
人称変化の語尾を
並べると
e st t en t en
エストテンテン

不定詞

ハイキングする

wander n

ドイツ語の２人称

du  / ihr（親称）   親しい間柄、友人、
親子、学生同士など

Sie / Sie（敬称）  初対面、敬語を使う
間柄、一般的な間柄

語幹が -d, -t, -chn, -ffnなどで終わる動詞（arbeiten, findenなど）

２人称 du / ihr、３人称単数 er / es / sieで、「口調の -e-」を入れます。

　arbeit-en　　du arbeitest　　er arbeitet　　ihr arbeitet

語幹が -s, -ss, -ß, -zなどで終わる動詞（reisen, heißen, tanzenなど）

２人称単数 duで、語尾は -tだけ付けます。

　reis-en　　du reist (reisst)

学ぶ
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Lektion 1

Ü1   次の動詞を現在人称変化させましょう。

kommen 来る wohnen 住む studieren 専攻する heißen という名前である warten 待つ

ich komme 

du wartest

er
wir wohnen

ihr studiert 

sie 
Sie heißen 

3  定動詞の位置（語順）
平叙文　定動詞（定形）は文の最初から数えて２番目（第２位）に置きます。

日本語： 彼は 今 ドイツ語を 学んでいる

 Er jetzt Deutsch lernt

ドイツ語： Er lernt jetzt Deutsch. 彼は今ドイツ語を学んでいます。
  第２位

 Jetzt lernt er Deutsch. 今、彼はドイツ語を学んでいます。
    強調 第２位

疑問文

①決定疑問文　 ja「はい（ yes）」、nein「いいえ（ no）」で答えられる疑問文は、定動詞を文頭に置きます。

Lernt　er　jetzt　Deutsch? 彼は今ドイツ語を学んでいますか？

　Ja, er lernt jetzt Deutsch. はい、彼は今ドイツ語を学んでいます。

　Nein, er lernt jetzt Englisch. いいえ、彼は今英語を学んでいます。

②補足疑問文　疑問詞がある疑問文は、疑問詞を定動詞の前に置きます（定動詞は 2番目）。

Er lernt jetzt Deutsch.

Was lernt er jetzt? 彼は今何を学んでいますか？

疑問詞　was  何を　  wann　いつ　  wie  どのように　  warum  なぜ
　　　　 wer  誰が wo  どこで wohin  どこへ woher  どこから
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4  sein

sein（英語 be）は不規則な変化をします。

単数 複数

１人称 ich bin wir sind

２人称 du bist ihr seid

３人称 er ist sie sind

２人称（敬称） Sie sind

Ü2   （　）に人称代名詞、　　に動詞 seinを適切な形に人称変化させて入れましょう。

1. A:                 (　    　　) Koreaner?　B: Nein, (　    　　)                 Japaner.
 　君たちは韓国人ですか？ 　　　   いいえ、私たちは日本人です。 
2. A:                 (　    　　)  jetzt in Deutschland?　あなたは今ドイツにいますか？

 B: Ja, (　    　　)                 jetzt in Deutschland.　はい、私は今ドイツにいます。

3. A:                 (　    　　)  � eißig?
 　彼は勤勉ですか？　

 B: Ja, (　    　　)                 sehr � eißig.
 　はい、彼はとても勤勉です。

4. A:                 (　    　　)  Lehrerin?
 　彼女は先生ですか？

 B: Nein, (　    　　)                 Studentin.
 　いいえ、彼女は学生です。

5. A:                 (　    　　) müde?
 　君は疲れて (müde)いるの？

 B: Ja, (　    　　)                 sehr müde. 
 　うん、とても疲れているんだ。

Ich bin Student. Bist du Student? 
私は学生です。 君は学生ですか？

Ja, ich bin auch Student.
はい、私も学生です。

Nein, ich bin Angestellter.
いいえ、私はサラリーマンです。

Er ist freundlich.
彼は親切です。　▶ freundlich 親切な

ドイツ語では職業、身分、国籍を表す名詞
には、男性形と女性形があり、女性形は多
くの場合、男性形に -inを付けて作ります。

身分・職業
　Lehrer Lehrerin 教師
　Student Studentin 学生
　Arzt Ärztin 医者
例外  Angestellte [r]：形容詞変化　会社員

国籍
　Japaner Japanerin 日本人
　Koreaner Koreanerin 韓国人
　Amerikaner Amerikanerin アメリカ人
例外  Deutsche [r]：形容詞変化 ドイツ人

1 2 3 ...

平叙文 Er  / Jetzt lernt jetzt / er  Deutsch.

疑問文① Lernt er jetzt Deutsch?

疑問文② Was lernt er jetzt?

語順のまとめ

CD▶12



接続詞①　並列

語と語、句と句、文と文を対等の関係で結びつける接続詞を並列の接続詞といいます。
並列の接続詞は語順に影響を与えません。

und　そして　　　aber　しかし　　oder　あるいは　　denn　というのは、なぜなら

(nicht ...), sondern　（…ではなく）～である

① Ich wohne in Nagoya.　　② Peter wohnt in Berlin.
　 私は名古屋に住んでいます。　　　 　　 ペーターはベルリンに住んでいます。

Ich wohne in Nagoya, 　 und　Peter wohnt in Berlin.
私は名古屋に住んでいます、 そして ペーターはベルリンに住んでいます。

Ich liebe Julia, aber sie liebt Peter.  私はユリアを愛しているが、彼女はペーターを愛している。
Klaus kommt heute nicht, denn er ist krank. クラウスは今日来ません、というのは彼は病気ですから。
Frau Schmidt kommt heute oder morgen.  シュミットさんは今日か明日来ます。

①主文 ②主文
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Lektion 1

5  否定表現

①動詞を否定する「～ではない」を意味する否定詞は nicht（ 英語  not）です。

Ich tanze nicht.  私は踊りません。

Er kommt heute nicht. 彼は今日来ません。

②〈sein＋述語〉を否定する 
Sie ist nicht müde. 彼女は疲れていません。

Ü3   neinで答えてみましょう。

1. A: Verstehst du? B: Nein,                                                          .
 　  わかる？ 　  いいえ、（私は）わかりません。　▶ verstehen 理解する、わかる

2. A: Kommt ihr heute? B: Nein,                                                          .
 　  君たちは今日来るの？ 　  いいえ、私たちは今日行きません。

3. A: Tanzt er? B: Nein,                                                          .
 　  彼は踊りますか？  　  いいえ、彼は踊りません。

4. A: Ist sie freundlich? B: Nein,                                                          .
 　  彼女は親切ですか？  　  いいえ、彼女は親切ではありません。

nicht. 
nicht

CD▶13
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1 次の文の（　　）に主語を、 下線部に定動詞を入れて文を作りましょう。
 1. 彼は紅茶を飲みます。  trinken

  (　　　　　　)                         Tee.
 2.  彼女はボンに住んでいます。  wohnen

  (　　　　　　)                         in Bonn.
 3. 私はサッカーをします。  spielen

  (　　　　　　)                         Fußball.
 4. 私たちは大学でドイツ文学を専攻しています。  studieren

  (　　　　　　)                         Germanistik.
 5. シュミットさん (Herr Schmidt)はゆっくり歩きます。  gehen

  (　　　　　　　　)                         langsam.
 6. クラインさん (Frau Klein)はハンブルクで働いています。 arbeiten

  (　　　　　　　　)                         in Hamburg. ▶ in …で

 7. ユリア (Julia）は今音楽を聴いている。  hören

  (　　　　　　)                         jetzt Musik.
 8. マイヤー夫妻 (Herr und Frau Mayer)はベルリン出身です。 kommen

  (　　　　　　　  　　　)                         aus Berlin.  ▶ aus …から

 9. 彼の名前はハンスです。  heißen

  (　　　　　　)                         Hans.
10.   彼女はボンに旅行します。  reisen

  (　　　　　　)                         nach Bonn.  ▶ nach …に

2 次の文の（　　）に主語を、 下線部に定動詞を入れて疑問文を作りましょう。
 1. 君はサッカーをするの？ spielen

                          (　　　　　　) Fußball?
 2.  どちらのご出身ですか？ kommen

  Woher                          (　　　　　　) ?
 3. 彼女はハンスを愛しているの？ lieben

                          (　　　　　　) Hans?
 4. 君はなんという名前なの？ heißen

  Wie                         (　　　　　　) ?

Übungen 1

trinkentrinken

wohnenwohnen

spielenspielenspielenspielenspielen

studierenstudieren

gehengehengehengehen

arbeitenarbeitenarbeiten

hörenhörenhören

kommenkommen

heißenheißen

reisenreisen

spielenspielenspielenspielenspielenspielen

kommenkommen

lieben

heißen
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Lektion 1

 5. 彼女はピアノを演奏しますか？ spielen

                          (　　　　　　) Klavier?
 6. 君たちはどこに住んでいるの？ wohnen

  Wo                         (　　　　　　) ?
 7. 彼は大学で法学を専攻しているの？ studieren

                          (　　　　　　) Jura?
 8. 彼はいつ来ますか？ kommen

  Wann                         (　　　　　　) ?
 9. 君たちはベルリン出身なの？ kommen

                          (　　　　　　) aus Berlin?
10.   君は何をするのが好き？ machen

  Was                         (　　　　　　) gern?　 ▶ gern 好んで

11.   君は踊るのが好き？ tanzen

                          (　　　　　　) gern?
12.   フルートを演奏しているのは誰？ spielen

  Wer                         Flöte?　（３人称で）
13.   アンナ (Anna) はライプツィヒに旅行に行くの？ reisen

                          (　　　　　　) nach Leipzig?
14.   なぜ君は英語を学ぶの？ lernen

  Warum                         (　　　　　　) Englisch?
15.   シュミットさん (Herr Schmidt) はどこに行くのですか？ gehen

  Wohin                         (　　　　　  　　　) ?

3 下から適切なものを選んで（必要ならば変化させて）下線部に入れましょう。

heißen 　kommen 　wohnen 　trinken 　lernen 　spielen

1. Ich                         in München. 私はミュンヘンに住んでいます。

2. Sie                         Maria. 彼女の名前はマリアです。

3. Tim und Stefan                         Japanisch. ティムとシュテファンは日本語を勉強しています。

4. Herr Mayer                         aus Österreich. マイヤーさんはオーストリア出身です。

5. Wir                         gern Ka� ee. 私たちはコーヒーを飲むのが好きです。

6.                         du gern Klavier? 君はピアノを弾くのが好き？

wohnenwohnen

tanzen

kommenkommen

studierenstudieren

spielenspielenspielenspielen

lernen

spielen

machenmachen

kommenkommen

reisen

 gehen gehen gehen

CD▶14



職業

Student / Studentin 学生

Lehrer / Lehrerin 教師

Arzt / Ärztin 医者

Angestellte(r) / Angestellte 会社員
Beamte(r) / Beamtin 公務員

Polizist / Polizistin 警察官

Journalist / Journalistin 記者

Hausmann / Hausfrau 主夫・主婦

国籍

Japaner / Japanerin 日本人

Deutsche(r) / Deutsche ドイツ人

Engländer / Engländerin イギリス人

Franzose / Französin フランス人

Russe / Russsin ロシア人

Schweizer / Schweizerin スイス人

Österreicher / Österreicherin オーストリア人

Chinese / Chinesin 中国人

Koreaner / Koreanerin 韓国人

専攻

Jura 法学 Literatur 文学
Psychologie 心理学 Philosophie 哲学
Informatik 情報学 Soziologie  社会学
Betriebswirtschafslehre （BWL） 経営学
Wirtschaftswissenschaften 経済学
Medizin 医学 Pharmazie 薬学
Naturwissenschaften 自然科学 
Umweltingenieurwesen  環境工学
Physik  物理学 Biologie生物学
Chemie化学 Technik 工学
Pädagogik 教育学

Anglistik 英語英文学
Germanistikドイツ語ドイツ文学
Kunst芸術・美術

国名

Japan 日本

Deutschland ドイツ

England  イギリス  

Frankreich  フランス  

Russland   ロシア

die Niederlande オランダ

Liechtenstein   リヒテンシュタイン

die Schweiz   スイス

Luxemburg  ルクセンブルク

Österreich   オーストリア

China  中国

Korea   韓国

職業・専攻・国名・国籍
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4 下から適切な疑問詞を選び、下線部を尋ねる疑問文を作りましょう。

wo 　woher　 was　 wann　 wohin 　wie

1.                                                      ? Er heißt � omas.
2.                                                      ? Christian studiert Jura.
3.                                                      ? Julia und Hans kommen aus Hamburg.
4.                                                      ? Sie geht nach Leipzig.
5.                                                      ? Heute kommt er.
6.                                                      ? Wir wohnen in Düsseldorf.

CD▶15



1   CDを聞き、下線部に動詞を書き入れましょう。L: Lea  H: Haruka

L: Hallo, ich                Lea, Lea Aigner. 
 Wie                du?
H: Hallo, ich                Haruka, Haruka Inoue.
L: Woher                du?
H: Ich                aus Japan, （aus） Tokyo. Und du?
L: Ich                aus Berlin.                machst du hier? 
H: Ich                Studentin. Ich                Germanistik. Und du?
L: Ich                auch Studentin. Ich                Musik.

2  パートナーに尋ねてみましょう。
Wie heißt du? Woher kommst du?

Wo wohnst du? Bist du Student / Studentin?

Was studierst du? 

3    ハルカがレアの紹介をしています。パートナーを紹介しましょう。

Dialog

Sie Partner/Partnerin 1 Partner/Partnerin 2

Vorname

Familienname

Herkunft

Wohnort

Beruf

Studium

Sie heißt Lea Aigner.
Sie ist 20 Jahre alt.
Sie kommt aus Berlin. 
Jetzt wohnt sie in Freiburg.
Sie ist Studentin. 
Sie studiert Musik. 

            heißt            .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
            ist             Jahre alt.
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Lektion 1

CD▶16

CD▶17

CD▶18

Wer bist du? Ich bin Haruka.
君は誰？ 私はハルカよ。

Wie alt bist du? Ich bin 19 Jahre alt.
君は何歳？ 私は 19歳です。


