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

　 lern en　　Ich  lerne jetzt Deutsch.　私はいまドイツ語を学んでいます。

単数 (sg.) 複数 (pl.)

人称代名詞 定動詞 人称代名詞 定動詞

１人称 ich -e
私は

lerne wir -en/-n
私たちは

lernen

２人称（親称） du -st
君は

lernst ihr -t
君たちは

lernt

３人称 er/es/sie -t
彼は／それは／彼女は

lernt sie -en/-n
彼らは、それらは

lernen

２人称（敬称） Sie あなた［方］は　-en/-n　lernen　＊単複同形

人称代名詞・不定詞・定動詞1

主語になる人称代名詞には次のような形があります。
動詞の基本となる形は不定詞（または不定形）と呼ばれ、

語幹と語尾（-en/-n）からできています。

Lektion

1
動詞の人称変化

Ich heiße Ben. Wie heißt du?

語幹

lern

語尾

en

+

→

ここが変化します

大文字

不定詞

lernen
学ぶ

ドイツ語の2人称
親称	 敬称
du / ihr  君／君たち Sie  あなた、あなた方

・親しい間柄 ・初対面
・友人、親子、恋人 ・敬語を使う間柄
・学生同士、子供など

注意が必要な動詞
① 語幹の語尾が -d, -t, -chn, -ffn, -gn などの動詞

（arbeiten, finden など）

 2人称単数 du、3人称単数（er/es/sie）、2人称複数
ihr の語幹と語尾の間に「口調の-e-」を入れます。

 　arbeiten: du arbeitest　　er/ihr arbeitet

② 語幹の語尾が -s, -ss, -ß, -z などの動詞
 （reisen, heißen, küssen, tanzen など）

 2人称単数 du の語尾は、-t となります。

 　reisen: du reist

wandern  ハイキングする
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定動詞の位置・語順2

① 平叙文　定動詞（定形）は 2番目（第2位）に置きます。＊主語以外が文頭に置かれることもあります。

Er	 lernt　jetzt Deutsch.	 彼はいまドイツ語を学んでいます。

Jetzt	 lernt　er Deutsch. いま彼はドイツ語を学んでいます。

Deutsch	 lernt　er jetzt. ドイツ語を彼はいま学んでいます。

② 決定疑問文　ja（はい）、nein（いいえ）で答える疑問文は、定動詞を文頭（第1位）に置きます。

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

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

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

③ 補足疑問文　疑問詞を用いる疑問文は、定動詞を2番目（第2位）に、疑問詞を文頭に置きます。

Was lernt er jetzt?	 彼はいま何を学んでいますか？

— Er lernt jetzt Deutsch.	 彼はいまドイツ語を学んでいます。

Ü2 		下線を尋ねる適切な疑問詞を空欄に補いましょう。

1）  (　　　　) kommen Sie? — Ich komme aus Japan.　 ▶aus  ～から
 あなたはどちらのご出身ですか？  私は日本出身です。

2）  (　　　　) studiert Julia? — Sie studiert Philosophie. 
 ユリアは何を専攻していますか？  彼女は哲学を専攻しています。

3）  (　　　　) heißt du? — Ich heiße Noah Hartmann.
 君の名前は？  ぼくはノア・ハルトマンだよ。

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
大学で学ぶ、専攻する

warten
待つ

finden
見つける、思う

heißen
～という名前である

tanzen
踊る

ich komme

du wartest

er/es/sie heißt

wir wohnen

ihr studiert findet

sie/Sie tanzen

疑問詞
was 何が、何を wer 誰が

wann いつ wo どこで

wie どのように woher どこから

warum/wieso なぜ wohin どこへ

Wie heißt du?
Woher kommst du?
Wo wohnst du?
Wohin gehst du?　 ▶gehen  ～行く、歩く

Wer lernt Deutsch?
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seinの現在人称変化3

sein（英語 be）「～である」は不規則な変化をします。

sein～である（英語 be）

ich bin wir sind
du bist ihr seid

er/es/sie ist sie sind
Sie  sind

Ü3 		空欄に人称代名詞、下線部に seinを適切な形に変化させて入れましょう。

1）  A:                    (　　　　) Engländer? B:  Nein, (　　　　)                   Amerikaner.
       君たちはイギリス人ですか？      いいえ、私たちはアメリカ人です。

2）  A:                    (　　　　) jetzt in Japan? B:  Ja,  (　　　　)                   jetzt in Japan.
       あなたはいま日本にいますか？      はい、私はいま日本にいます。

3）  A:                    (　　　　) müde? B:  Ja,  (　　　　)                   sehr müde.
       君は疲れているの？      うん、ぼくはとても疲れているんだ。　 ▶müde  疲れた

否定表現4

否定詞 nicht（英語 not）「～ではない」を用いて否定します。

① 動詞を否定する　nichtを文末に置きます。

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　nichtを述語の前に置きます。

Sie ist nicht müde. 彼女は疲れていません。

Ich bin nicht Student. 私は学生ではありません。

③ それ以外（部分否定など）　nichtを否定したい語の前に置きます。

Er singt nicht gern. 彼は歌うのが好きではありません。

Ich bin Student.  Bist du auch Student?
私は学生です。君も大学生ですか？

—Ja, ich bin auch Student. 
 はい、私も大学生です。 ▶auch ～も、～もまた

—Nein, ich bin noch Schüler. 
 いいえ、（私は）まだ生徒です。 ▶noch まだ、なお

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

4）  (　　　　) spielt ihr Fußball? — Morgen spielen wir Fußball.
 君たちはいつサッカーをするの？  明日 ぼくたちはサッカーをするよ。

5）  (　　　　) reist Herr Schmidt? — Er reist nach Spanien.
 シュミットさんはどちらへ旅行されるのですか？  彼はスペインへ旅行します。 ▶nach（地名・国名）～へ、～に

6）  (　　　　) arbeitest du?  — Ich arbeite in Stuttgart. 
 君はどこで働いているの？  ぼくはシュトゥットガルトで働いているよ。　　▶in（地名・国名）～で
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Ü4 		neinで答えましょう。

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

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:  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。

4）  A:  Schwimmst du gern? B:  Nein,                                                               
 　　君は泳ぐのが好き？ 　　いいえ、ぼくは泳ぐのが好きじゃない。　 ▶schwimmen  泳ぐ

Ü5 		（　　）に適切な接続詞を入れましょう。

1）  Ich bin Student, (　　　　　) er ist noch Schüler.
 私は学生です、しかし彼はまだ生徒です。

2）  Er kommt nicht heute, (　　　　　) morgen.
 彼は今日ではなくて、明日来ます。

3）  Sie studiert Jura (　　　　　) er studiert Informatik.
 彼女は法学を専攻しています、そして彼は情報学を専攻しています。

並列の接続詞
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

(nicht ...), sondern  （…ではなく）～である

 Ich wohne in Nagoya.																		Ben wohnt in Berlin.
　  私は名古屋に住んでいます。 　  ベンはベルリンに住んでいます。

 Ich wohne in Nagoya　		und　  	Ben wohnt in Berlin.
　  私は名古屋に住んでいます、 そして ベンはベルリンに住んでいます。
	

Fynn liebt Lena, aber sie liebt Paul.  フィンはレーナのことを愛しているが、彼女はパウルを愛しています。

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だからです。

Ich komme nicht aus Deutschland, sondern aus Österreich.
私はドイツではなくてオーストリアの出身です。  

Frau Schmidt kommt heute oder morgen.  シュミットさんは今日か（あるいは）明日来ます。

gern（副詞）よろこんで（～する）、好んで
Sie spielt gern Klavier.	 彼女はピアノを弾くのが好きだ。

Gern!/Gerne! よろこんで！

Gern geschehen! （お礼に対して）どういたしまして！
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1 	（　　）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)  私はヘディスをします。	 spielen

	 (　　　　　　)                              Headis.

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）ハンブルクで働いています。	 arbeiten

	 (　　　　　　)                              in Hamburg. ▶in	～で

7)  ユリア（Julia）はいま音楽を聴いている。	 hören

	 (　　　　　　)                              jetzt Musik.

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

	 (　　　　　　　　　　　　)                              aus Berlin. ▶aus	～から

9)  彼の名前はルカです。	 heißen

	 (　　　　　　)                              Luka.

10) 彼女はボンに旅行します。	 reisen

	 (　　　　　　)                              nach Bonn.

2 	（　　）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)  君は卓球をするの？	 spielen

	                             (　　　　　　) Tischtennis?

2)  どちらのご出身ですか？	 kommen

	 Woher                             (　　　　　　)?

3)  彼女はノアを愛しているの？	 lieben

	                             (　　　　　　) Noah?

4)  君はなんという名前なの？	 heißen

	 Wie                             (　　　　　　)?

5)  彼女はバイオリンを演奏しますか？	 spielen

	                             (　　　　　　) Geige?

Übungen 1
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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)  彼はいつアルバイトしているの？	 jobben

	 Wann                             (　　　　　　)?

9)  君たちは歌うのが好き？	 singen

	                             (　　　　　　) gern?

10) 君はいま何をしているの？	 machen

	 Was                             (　　　　　　)  jetzt?

11) 君は踊るのが上手いの？	 tanzen

	                             (　　　　　　) gut?

12) 料理が好きなのは誰ですか？（3人称単数で）	 kochen

	 Wer                             gern?

13) アンナ（Anna）はライプツィヒに旅行に行くの？	 reisen

	                             (　　　　　　) nach Leipzig?

14) 君はなぜ英語を学ぶの？	 lernen

	 Warum                             (　　　　　　)  Englisch?

15) シュミットさん（Herr Schmidt）は（飛行機で）どこに行くのですか？	 fliegen

	 Wohin                             (　　　　　　)?

3 	 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

	 A:  Wer kommt morgen?　	 B:  Frau Müller kommt morgen.
 誰が明日来ますか？	 ミュラーさんが明日来ます。

1）  A:                                                             B:  Ich heiße Emilia.

2）  A:                                                             B:  Julian studiert Technik.

3）  A:                                                             B:  Laura und Theo kommen aus Salzburg.

4）  A:                                                             B:  Sie geht nach Freiburg.

5）  A:                                                             B:  Sie kommen heute.

6）  A:                                                             B:  Wir wohnen in Düsseldorf.

032
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4 	 与えられた語を使って、必要ならば変化させて作文しましょう。

1）  in Bern / Max / jetzt / wohnen いまマックスはベルンに住んでいます。

	 Jetzt                                                                                                                            

2）  studieren / Geisteswissenschaften / du 君は人文科学を専攻しているの？

	                                                                 　                                                                

3）  arbeiten / wo / Herr Weber ヴェーバーさんはどこで働いていますか？

	                                                                 　                                                                

4）  reisen / wohin / du 君はどこへ旅行するの？

	                                                                 　                                                                

5）  sehr müde / wir / sein ぼくたちはとても疲れています。

	                                                                 　                                                                

6）  kommen / aus Bremen / Frau Steiner シュタイナーさんはブレーメンの出身です。

	                                                                 　                                                                

職業

Beruf ♂ ♀
学生 Student Studentin
生徒 Schüler Schülerin
教師 Lehrer Lehrerin
医者 Arzt Ärztin
警察官 Polizist Polizistin
公務員 Beamter* Beamtin
会社員 Angestellter* Angestellte*

国・国籍

Länder ♂ ♀
Japan Japaner Japanerin
Korea Koreaner Koreanerin
China Chinese Chinesin
Deutschland Deutscher* Deutsche*
Österreich Österreicher Österreicherin
die Schweiz Schweizer Schweizerin
Frankreich Franzose Französin
Italien Italiener Italienerin
England Engländer Engländerin
Amerika Amerikaner Amerikanerin

Literaturwissenschaft  文学

Sprachwissenschaft  言語学

Geisteswissenschaften  人文科学

Naturwissenschaften  自然科学

Pädagogik  教育学

Jura  法学

Philosophie  哲学

Geschichte  歴史

Psychologie  心理学

Soziologie  社会学

Informatik  情報学

Kunst  芸術・美術 

Musik  音学

BWL (Betriebswirtschaftslehre)  経営学

Wirtschaftswissenschaften  経済学

Agrarwissenschaften  農学

Pflegewissenschaft  看護学

Umweltwissenschaften  環境学

Medizin  医学

Pharmazie  薬学

Technik  工学

Mathematik  数学

Physik  物理学

Chemie  化学

Studienfächer	専攻
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Hören und Sprechen

Alter（年齢）
Wie alt bist du?	 君は何歳なの？

Ich bin 19 Jahre alt.	 私は19 歳だよ。

▶wie alt（英語	how old）何歳
▶... Jahre alt sein（英語	years old）…歳である

Beruf（職業）
Was sind Sie von Beruf?		あなたのご職業は何ですか？

Ich bin Angestellter (von Beruf ).　私は会社員です。

▶von Beruf sein	～の職業である

1 音声を聴いて、下線部に動詞を書き入れましょう。

B: Ben  R: Riko
B:  Hallo, ich               Ben, Ben Adler.

 Und wie               du?

R: Hallo, ich               Riko, Riko Haruki. Freut mich!

B:  Freut mich auch!

R: Ich               aus Japan, aus Tokyo. 

 Und du?  Woher               du?

B:  Ich               aus Berlin.                du auch Studentin?

R: Ja, ich               Germanistik.  Was               du?

B:  Ich               BWL.

2 ①の会話を参考にして、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?                                                                

Wie alt bist du?                                                                

Sie Partner/in

Vorname Ben

Familienname Adler

Herkunft Berlin

Wohnort München

Beruf Student

Studienfach BWL

Alter 20

♣ Auf dem Campus
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