
はじめに

　この教科書は初めてドイツ語を学ぶ学生を対象にした文法中心の文法読本です。参考書
のような丁寧な文法解説、そして時代を反映するテーマを取り入れ、学生たちが飽きずに、
あきらめずに学習意欲を保てるような構成となっています。
　ドイツ語の文章は、なるべく重要な単語を用い、習っていない文法が含まれないように
注意をしました。また後半には、過去完了や冠飾句等も取り上げ、中級への橋渡しになる
ように配慮しています。練習問題には全ての課で独作文を入れ、学生が自身でドイツ語の
文を正しく作れるよう、ヒントにも工夫しています。
　読本部分では、ドイツ語学習のモチベーションを上げるために、新たな提案をしており
ます。　
・	インスタグラムなどの SNS のハッシュタグ（#）にドイツ語の単語をつけることにより、
ドイツ語圏からの「いいね」に、日本に居ながらにして世界とつながることを感じて楽
しんでもらう。

・	来日する観光客に観光スポット、日本の世界遺産を紹介することにより、学生自身に日
本再発見をしてもらう。

・	クイズ形式で楽しみながらテキスト内容の理解を深めてもらう。
　『気分はドイツ』を楽しんでもらえるように、「Dialog」や「カフェでの注文の仕方」な
どを挟み込み、そのシチュエーションで想定しうる会話練習により、内容をより理解しや
すいように配慮しました。
　音声は例文、練習問題、そして読本も吹き込まれていますので、音声も大いにご活用く
ださい。
　ドイツ文に目を通し、内容に関して細部にまで丁寧な助言を与えてくださった Imke	
Lenz 先生に心から感謝の念を述べさせていただきます。

　最後に、本書『気分はドイツ』には、Deutsch	macht	Spaß! というドイツ語のタイト
ルがついていますが、初版は『気分はドイツ』Weg	zum	deutschen	Meister と題して
1996 年 4 月に出版されました。上梓されて早くも四半世紀の時が経ったことになります。
このささやかな教科書が、今後もドイツ語を学ぶ方々に少しでもお役に立てば幸いに存じ
ます。
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Das Alphabet

Alphabet（アルファベート）

　語源的にはギリシャ文字のAlpha（アルファ）とBeta（ベータ）を合成したもの。

ドイツ語特有の文字４つ
・ウムラウト（変母音）
古くはAe, Oe, Ue、のちに    ,    ,     とつづり、現在の字形 Ä, Ö, Üとなった。
それぞれ「アーウムラウト」、「オーウムラウト」、「ウーウムラウト」と呼ぶ。

Ä   ä  「アーウムラウト」→「エー」と発音する
Ö   ö  「オーウムラウト」→「オー」の口の形で「エー」と発音する
Ü   ü  「ウーウムラウト」→「ウー」の口の形で「イー」と発音する

・エスツェット

ß　 ドイツ文字の szの合字（　）に由来するもので、[sス ]と発音する。

A
e

O
e

U
e

A a B b C c D d
[aː] [beː] [tseː] [deː]
アー ベー ツェー デー

E e F f G g H h
[eː] [ɛf] [geː] [haː]
エー エフ ゲー ハー

I i J j K k L l M m N n
[iː] [jɔt] [kaː] [ɛl] [ɛm] [ɛn]
イー ヨット カー エル エム エン

O o P p Q q R r S s T t
[oː] [peː] [kuː] [ɛr] [ɛs] [teː]
オー ペー クー エア エス テー

U u V v W w X x Y y Z z
[uː] [faʊ] [veː] [ɪks] [ʏ́psilɔn] [tsɛt]
ウー ファオ ヴェー イクス ユプスィロン ツェット

Ä ä Ö ö Ü ü ß
[ɛː] [øː] [yː] [ɛstsə́t]
エー エスツェット

「オー」の口の形で「エー」 「ウー」の口の形で「イー」
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Lektion

0

辞書の引き方！

1 注意すべき母音

❶	変母音 

❸ -rの母音化

① 大体ローマ字式に発音する。
② アクセントは原則として最初の母音にある。
③ アクセントのある母音の長短
 ●母音のあとに子音が 1 個――長母音
 ●母音のあとに子音が 2 個以上――短母音（アクセントのない母音は短母音になる）

発音

nullte Lektion 

null

ä, ö, üは a, o, uの後に、ßは ssの後に置かれる。

母音 +子音１つ以下  長母音
Nam

4

e      hab
4

en      Kin
4

o      Dom
4

      du

母音 +子音２つ以上  短母音
kalt 
44

     denk
44

en      Film
44

      Post
44

      uns
44

ä [ɛː] Dänemark　デンマーク

 [ɛ] Länder　国々

ö [ø:] hören　聞く

 [œ] Köln　ケルン（地名）

ü [y:] müde　疲れた

 [Y] Düsseldorf　デュッセルドルフ（地名）

au [aʊ アオ ] Baum  木
äu [cʏ オイ ] Bäume  木々

eu [cʏ オイ ] heute  今日

ei [aɪ アイ ] Eis  氷
ie [i: イー ] Liebe  愛
ie [ɪə イエ ] Lilie  ゆり

-r [ɐ̯ ア ] mir  私に

-er [ɐ アー ] Mutter  母

❷ 二重母音

8

1) CD   2) EU   3) Euro ( € )   4) BMW    5) Benz      6) Audi    7) Volkswagen    8) Porsche 発音してみよう
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2 注意すべき子音
 

❷

❹
s+母音 [z ズ ] sagen 言う

sch [∫ シュ ] Schuhe くつ

sp [∫p シュプ ] Sport スポーツ

st [∫t シュト ] Stein 石

ß [s ス ] Fuß 足

b [p プ ] Herbst  秋

d [t ト ] Geld  お金

g [k ク ] Berg  山

ig [Iç イヒ ] Honig  蜂蜜

ng [ŋ ング ] lang  長い

❶	

j [j イ ] Japan  日本

v [f フ ] Vater  父

w [v ヴ ] Wien  ウィーン（地名）

z [ts ツ ] tanzen  踊る

❸

-dt [t ト ] Stadt 町

tsch [t∫ チュ ] Deutsch ドイツ語

z [ts ツ ] Zeit 時、時代

ts [ts ツ ] Geburtstag 誕生日

-tz [ts ツ ] jetzt 今

-ds [ts ツ ] abends 晩に

❺

a, o, u, auの後の ch

ch [x] Bach  　小川、バッハ（音楽家）

noch  　まだ

Buch  　本

auch  　〜もまた

a, o, u, au以外の場合の ch

ch [ç ヒ ] ich  　私は

München  　ミュンヒェン（地名）

reich  　金持ちの　

chs [ks クス ] Fuchs  　きつね

母音 + h [:] Ruhe  　静けさ

後に母音がつかなければ濁らない

r は、舌先あるいは口蓋垂（のどひこ）を震わせる

母音字 h の h は発音しない

喉音：前の母音を引きずりながら、 
のどの奥で息をかすらせる

sp- と st- の語頭の s は sch のように
発音する

母音の前の s は有声音

9

9) Baumkuchen    10) An die Freude
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1
Lektion

動詞の現在人称変化（１）
eins

erste Lektion 

Er lernt Englisch. Wir lernen Deutsch.
彼は英語を 学ぶ／学んでいる。 私たちはドイツ語を 学ぶ／学んでいる。

1 動詞の現在人称変化（１）
動詞の基本の形（辞書形）を不定形（不定詞）という。
動詞の不定形（不定詞）は語幹と語尾 -en（動詞によってはまれに -n）からなる。
不定形	 lern-en trink-en
 語幹 -語尾 語幹 -語尾

動詞の形は、主語の人称・数
すう
に応じて変化する。これを人称変化という。

動詞の現在人称変化は基本的に語幹に次のような語尾をつける。

人称代名詞 語尾 lern■ trink■

単数

１人称 ich
イヒ

私は -e lerne trinke

2人称 du
ドゥー

君は -st lernst trinkst

3人称

er
エア

彼は

-t lernt trinkt
sie
ズィー

彼女は

es
エス

それは

複数

1人称 wir
ヴィーア

私たちは -en lernen trinken

２人称 ihr
イーア

君たちは -t lernt trinkt

３人称
sie
ズィー

彼らは -en lernen trinken
彼女らは
それらは

1 ２人称 Sie  
ズィー

あなた（方）は -en lernen trinken

主語に応じて変化した動詞の形を定形（定動詞）という。
Trinkst du Tee?　—Ja, ich trinke Tee.    trinken 

Trinken Sie Kaffee?　—Ja, ich trinke Kaffee.

ドイツ語の現在形は英語
の現在形と現在進行形に
相当する。

２人称 du, ihr は家族、友人など親しい
間柄で、また子供に対して用いられる

（親称）。それ以外の関係ではSieを単数、
複数ともに用いる（敬称）。

ich -e
du -st
er -t
wir -en
ihr -t
sie -en

２人称敬称の Sie は３人称複数を
転用したものなので、動詞の形も
同じ。頭文字はつねに大文字。

エスト・テン・テンと覚える

10

 訳してみよう！ Trinkt sie Bier?  Trinken sie Wein?  Trinken Sie Tee?
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辞書の引き方！

2 sein,	haben の現在人称変化

3 定形の位置
疑問詞のない疑問文をのぞき、主文（独立した文）の定形は２番目に置かれる（                          ）。
文頭に主語がくるとは限らない。

2   
Er wohnt jetzt in Berlin.  wohnen  

Jetzt wohnt er in Berlin.

In Berlin wohnt er jetzt.

Wo wohnt er jetzt?

 Wohnt er jetzt in Berlin?

定形第２位の原則

不定形	sein［ザイン］

ich bin［ビン］ wir sind [ ズィント ]

du bist［ビスト］ ihr seid [ ザイト ]

er
sie
es

ist［イスト］ sie
(Sie)

sind [ ズィント ]

Ich bin Student.    Sie ist Studentin.     sein 

Anna ist jung.       Er ist alt.            女性語尾 -in

不定形	haben［ハーベン］

ich habe ［ハーベ］ wir haben
du hast［ハスト］ ihr habt ［ハープト］

er
sie
es

hat［ハット］ sie
(Sie)

haben

Peter hat Fieber.                            haben   

Hast du jetzt Zeit?

Ich lerne Deutsch.       Peter lernt Japanisch.
       動詞は、lerne, lerntという定形のまま引かないで、不定形 lernen にして引く。

Du singst gut.	 gutは副詞で、「じょうずに」という意味であるが、辞書では形容詞（形）「じょうずな」と
して出ている。ドイツ語では形容詞がそのまま副詞としても用いられる。

数詞
0 null [ヌル ] 7 sieben [ズィーベン ] 14 vierzehn [フィアツェーン ]

1 eins [アインス ] 8 acht [アハト ] 15 fünfzehn [フュンフツェーン ]

2 zwei [ ツヴァイ ] 9 neun [ノイン ] 16 sechzehn [ゼヒツェーン ]

3 drei [ ドライ ] 10 zehn [ツェーン ] 17 siebzehn [ズィープツェーン ]

4 vier [フィーア ] 11 elf [エルフ ] 18 achtzehn [アハツェーン ]

5 fünf [フュンフ ] 12 zwölf [ ツヴェルフ ] 19 neunzehn [ノインツェーン ]

6 sechs [ゼクス ] 13 dreizehn [ ドライツェーン ] 20 zwanzig [ ツヴァンツィヒ ]

疑問詞のない疑問文の定形は文頭
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Übung   1

1 不定形を人称変化させて、下線部に入れ、全文を和訳しなさい。また主語を変えて練習しなさい。

1. Ich                       Kaffee.  trinken 

2. Du                       gut.  singen 

3. Er                       in Berlin.  wohnen 

4. Was                         ihr? —Wir studieren Musik.  studieren 

5.                       Herr und Frau Schmidt aus Amerika?  

 —Nein, sie                       aus Deutschland.  kommen 

6.                        Sie Japaner?  —Ja, ich                       Japaner.  sein 

7. Peter                       heute Geburtstag.  haben 

2 下線部の動詞の不定形を書きなさい。また全文を和訳しなさい。

1. Wie heißen Sie?  —Ich heiße Peter Schmidt.  ___________

2. Sie lernt jetzt Englisch und Deutsch. __________

3. Was macht ihr morgen?  —Morgen spielen wir Tennis. ___________  ___________

4. Deutsch ist leicht. ___________

5. Ich bin Studentin und studiere Jura. __________  ______________

6. Hast du Geld?  —Ja, ich habe heute Geld.  __________

7. Herr Sato arbeitet jetzt in Deutschland. ______________

3 ドイツ語にしなさい。

1. 私は 〇〇 自分の名前    という名前です。私は 大学生  です。

…という名前である：heißen（2番目）  /  大学生：Student（男性）   Studentin（女性）  /  …である：sein（2番目）

2.  マリは 英語を  学んでいますか？ —いいえ、彼女（小文字）は 今 ドイツ語を 学んでいます。

英語：Englisch（文末）  /  学ぶ：lernen（疑問文では文頭）  /  いいえ：nein  / 今：jetzt  / ドイツ語：Deutsch（文末）

チャレンジ問題	 この課に出てきた単語を使ってみよう！

 あなたは今日 時間がありますか？ —はい、私は時間があります。

ベアリーン

ムズィーク

ヤパーネリン

ゲブァツターク

ユーラ

ヤパーナー

英 Mr. and Mrs.

女性形 Japanerin

口調上の e（下の Tipp!  参照）
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Tipp! 語幹が -t で終わるもの（例：arbeiten）は、口調の都合で、du -est, er -et, ihr -et と e を入れる 。（74 頁）
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