
はじめに

　本書はドイツ語を初めて学ぶ人のための文法読本です。本書の特徴は、問いかける表現を
通してドイツ語の基本を学習するようにした点、またアルファベットから接続法までドイツ語の
基礎を、この一冊で一応すべて学ぶことができる点です。
　今回、内容と基本的な用語を時代に合わせて選別しなおしました。かつ練習主体のかたち
に全体をさらに練りなおしました。ただ全体の骨格はそのまま残しています。

❶ 各課は、＜文法コーナー＞＜表現コーナー＞＜練習コーナー＞＜テキスト＞の 4 部
からなります。＜テキスト＞の部に学習が進んだときにはドイツ語の内容がスムー
ズに理解でき、学習した充実感を得られるようにしました。

❷ 使用単語を現在ドイツで生活するときに用いられる基礎単語約 700 語に極力制限
し、繰り返して基本表現を練習できるように工夫しました。どんな表現も丸暗記し
て実際の場で使うことができます。

❸ ＜表現コーナー＞は、そのまま作文問題としても使えますが、収録されたドイツ語
をはじめに聞いて書き取り練習をし、それから基本的な説明にふれるのも効果的で
しょう。＜口頭練習＞は、学習者が文字を見ないで、音としてドイツ語を体験する
貴重な場になります。

❹ 繰り返し使われる副詞は７課のうしろに、また基本動詞は例文をつけて巻末に配置
しました。日本人がドイツ語で表現する点を意識して、日本語の意味から出発して
ドイツ語の単語をまとめています。テキストで使われる名詞も巻末にまとめて訳を
付けました。

❺ 2 人称の Sie と du は非常に異なった世界を持っています。ふつう私たち日本人が
ドイツで使うのは Sie です。にもかかわらず、多くの文法書では du に対する動詞
の形を間違いなく教えようとするあまりに Sie を表からはずして、さらには練習を
あまりしないことが多く、学習者の中には「あなた」とくれば du を使うものと勘
違いしていることが多く見られます。この教科書では Sie を強調します。
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1 動詞の人称変化：動詞は主語によって変化する

不定形     語幹 ＋語尾 -en（まれに -n）

kommen komm+ en

単数 複数
1人称 ich komme wir kommen
2人称
（親称）

Sie kommen Sie kommen
du kommst ihr kommt

3人称
er
sie kommt sie kommen
es

 

 語幹が t, d で終わる語の場合、語尾 -st, -t の間に -e- を入れる。

2 たずね方

Wo wohnen Sie jetzt?  今どこにお住まいですか？

Wohnen Sie in Tokio?  東京にお住まいですか？

➡英語の助動詞 do, does に相当するものはドイツ語にはない。

3 2人称の Sieと du 

Wann kommen Sie?	 いついらっしゃいますか？

Wann kommst du? 	 いつ来る？

  

arbeiten finden
du arbeitest findest
er/ihr arbeitet findet

訳に注意！

tz [ts ツ ]　jetzt [イェツトゥ ]

発音 	 ドイツ語には現在進行形がない。

Was machen Sie? あなたは何をしますか＜していますか＞？

Ich spiele Tennis.  テニスをします ＜しています＞。
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日本語はドイツ語に、ドイツ語は日本語になおしなさい。（2課以下も同様）

1 お名前は何 (wie) とおっしゃいますか？

 Ich heiße Tanaka.

2 どちらからいらっしゃいましたか？

 Ich komme aus Hakata.

3 今はどちらにお住まいですか？

 Ich wohne jetzt in Yokohama.

4 何をなさっているんですか？

 Ich studiere. 

  あなたの隣の人に上の質問をしてください。

  隣の人から聞いた答を先生に伝えてください。

   例   彼女／彼は田中さんといいます。北海道出身です…
 

アクセントが最初の母音に置かれないもの

① be-, ver-, ge-などの前つづりで始まる語

beruflich　職業上の　verheiratet　既婚の　gefallen　気に入る

②外来語

studieren　大学生である　　Student　大学生

練習

練習

ß, ss [s] heißen [ハイセン ]

st [ʃt] studieren [ シュトゥディーレン ]

発音

   du heißt (× heißst)：
　語幹が歯音 (ß, ss, s, tz, z) で終わる語は du -t

補足補足

014

1-14CD



16

1 語群から適当な語を選んで下線に記入しなさい。

 essen arbeiten hören bringen spielen

1.                        du gern Filmmusik?

2.                        sie複  gern Kuchen?

3.                        Herr Tanaka bei Sony? 

4. Wann                        Frau und Herr Heinemann Klavier?

5. Wohin                        Frau Bauer Kuchen?

2 ドイツ語を聞き適当な語を（　　）内に記入し、日本語にしなさい。 

Herr Meyer (                       ) aus Deutschland. Frau Meyer (                       ) als 
Sekretärin bei Siemens. Sie (                       ) jetzt in München. Sie (                       ) gern 
Tennis und (                       ) gern klassische Musik. (                       ) du auch Tennis?

…が好き

Ich spiele gern . するのが好き

Ich höre gern .  聞くのが好き

Ich esse gern .  食べるのが好き

bei 会社名 arbeiten　…に勤めている

als 職業名 arbeiten　…に働いている

テニス　Tennis 
野球　Baseball 
サッカー　Fußball 
ゴルフ　Golf
卓球　Tischtennis

ピアノ　Klavier 
バイオリン　Geige 
フルート　Flöte 
ギター　Gitarre

ケーキ　Kuchen 
アイスクリーム　Eis 
スパゲッティ　Spagetti
チョコレート　Schokolade

ポップス　Popmusik 
クラシック音楽
　klassische Musik
映画音楽　Filmmusik 
ロック　Rock

名詞は大文字で

発音
ey [ アイ ] Meyer [マイアー ]

sch [Í] Schokolade [ ショコラーデ ]

015

1-15CD



17

J = Japaner　日本人　　D = Deutsche　ドイツ人

 J: Guten Tag! Ich heiße Makoto Tanaka. Ich komme aus Japan.
  Jetzt wohne ich in Frankfurt. Ich arbeite als Journalist. Wie heißen Sie bitte?
 D: Ich heiße Anna Bauer.
 J: Woher kommen Sie, Frau Bauer?
 D: Ich komme aus Stuttgart.
 J: Wo wohnen Sie jetzt?
 D: Jetzt wohne ich in Frankfurt.
 J: Arbeiten Sie?
 D: Ja, ich arbeite.
 J: Was machen Sie?
 D: Ich arbeite als Lehrerin.

あなたのお仕事は？

  語群から適切な語を選び、正しい形で（　　　）内に記入し、ドイツ語をゆっくり音読し

ましょう。

  kommen        wohnen        arbeiten

Herr Tanaka (                     ) jetzt in Frankfurt. Er (                     ) als Journalist. Frau 
Bauer (                     ) aus Stuttgart. Sie (                     ) in Frankfurt. Sie (                     ) 
als Lehrerin.

 次のドイツ語（音声）の質問（5 題）に答えなさい。

会話中のうなずき
会話中、聞き手にまわったときの日本人の頻繁なうなずきは、「あなたの言うことをきち
んと聞いていますよ」という程度の一種の合図ですが、ドイツ人はこれを完全な同意の
意思表示ととります。とくに相手の立場に立った同調のことば「はい、はい、そうですね」
という合いの手の反復が加われば完璧に誤解します。

問い

問い

　ドイツでは職業教育 (Ausbildung) が幅広く整備されており、一般的に男女を問わず、実際に仕
事についていなくても自分の職業をはっきり口にします。｢銀行員｣ という職業を挙げた場合、そ
の人は必ずしも銀行に就職しているから ｢銀行員｣ ではなく、銀行員の教育・訓練を受けて銀行員 

(Bankkaufmann/-frau) の資格をもった人である可能性もあります。

Kleine Information

音声で確認！

Jetzt wohne ich in Frankfurt.
動詞は文中 2番目にくる

（詳しくは Lektion 2で）
L
レーレリン
ehrerin 教師（語尾の -inは女性形、
男性の場合は L

レーラー
ehrer）

外来語は発音が異なる 

Journalist［ジューナリスト］ジャーナリスト
Baseball［ベースボール］
Klavier［クラヴィーア］

018

1-18CD

019

1-19CD

016

1-16CD
ゆっくり

017

1-17CD
ノーマル
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原則

▶ドイツ語の母音

 a Name (name) alt (old)

 e  geben (give) helfen (help)

 i  Bibel (bible) Kind (child)

 o  Rot (red) Post (post)

 u  Hut (hat) Butter (butter)

 aa  Haar (hair)

 ee  Meer　　　海

 oo Boot (boat)

 ä ［3 エ］ Käse (cheese) Hände (hands)

 ö ［O の口の形で E を発音］ Öl (oil)  Löffel (spoon)

 ü ［U の口の形で I を発音］ üben (practice) Küche (kitchen)

 ei Ei (egg) Arbeit (work)

 au Baum (tree) blau (blue)

 äu [ オイ ] Bäume (trees) Träumerei　夢想

 eu [ オイ ] Euro　ユーロ Freund ( friend)

 ie hier (here) Lied (song)

1 ローマ字読みにすること。
 a は「ア」、i は「イ」、u は「ウ」、o は「オ」。

  Auto finden (find)

2 母音のうしろに子音が1つの場合は長く、2つ以上の場合は短く発音する。

  Titel (title) Ball (ball)

3	アクセントを最初の母音に置く。
  aber  antworten

（　　）内は英語

原則
020

1-20CD

021

1-21CD
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▶英語と違うつづりの読み方

 z [ts ツ ] Zoo (zoo)
 ts [ts ツ ] nichts (nothing)
 tz [ts ツ ] jetzt (now)

 ds [ts ツ ] abends　晩に

 qu [kv クヴ ] Quittung　領収書

 rh [r]  Rhein　ライン川

 -b, -d, -g の後ろに母音が来ないときは

 -b [p]  Krebs　ガン

 -d [t]  Land (land)

 -g [k]  Berg　山

 pf [pf]  Kopf　頭

 tsch [tʃ] Deutsch　ドイツ語

 x [ks クス ] Examen (examination)

  ドイツ語であることを意識して発音してください。

 Hand (hand) Sport (sport) Butter (butter) besser (better) Wasser (water)

 hallo (hello) Zoo (zoo) Paar (pair) jung (young)

 neu (new) Tee (tea) Mai (May)

 Englisch (english) 

 Eis (ice) 
 Bier (beer) 

▶アクセントの場所が異なるドイツ語

 modern (modern) フランス語から Salat (salad) イタリア語から

 Familie ( family) ラテン語から Student (student) ラテン語から

 Universität (university) ラテン語から Karate ( 空手）日本語から

  発音を聞き、発音されたほうの単語にしるしをつけましょう。

 1.  Glas　ガラス  Gras　草 4.  Vögel　鳥（複数）  Vogel　鳥

 2.  Bein　脚  Wein　ワイン 5.  Bayer   Bauer　農民

 3.  Rand　へり  Land　国 6.  Miller   Müller

練習

母音に注意！

発音が似ていても、つづりが違うことがあります

eの発音に注意！

巻き舌にならないように！
外来語の意識がまだ残っている語は
アクセントを置く場所が異なります

練習

022

1-22CD

023

1-23CD

024

1-24CD

025

1-25CD
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Weißwurstの食べ方

バイエルンの名物Weißwurst。

①自分の皿に取り分けます。

皮は犬の大好物。捨てないで！

	②まずまん中で半分に。 ⬇

③さらにたてに半分に切ります。 ⬇

④少しずつそぎ落とします。 ⬇

	⑤きれいにそぎ落とします。 ⬇

⑥皮は皿の端に。

Weißwurstを召し上がれ。

いただきます！
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なぜか大きめ、多め

▲ Kaiserschmarren：一人分が二皿に分けて出てきました。▲ Fischplatte：これで三人前！（Ostfriesland で）

▲ Frittensuppe：
 スープだけでおなかが一杯になりそう。

▲窓下のゴミ受け。がっしり，大きめ。

Schweinehaxe：豚のすね肉料理。▶

▲ Wiener Schnitzel
 （オーストリアにて）

▲ 何となく大きめのクロワッサン。

◀敷石も大きめ。

▲ドイツと日本のソケット。

日本

ドイツ
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