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シュミット一家と学ぶドイツ語 
DEUTSCH LERNEN MIT FAMILIE SCHMITT 

 

 

登場人物 

Peter Schmittペーターシュミット（お父さん） 

Maria Schmitt マリアシュミット（お母さん） 

Stefan シュテファン（長男 14 歳） 

Daniela ダニエラ （長女 12 歳） 

 
Bernd Niemann ベルント・ニーマン （お父さんの友人） 

Maike マイケ （ダニエラの友達） 

 
Yoshio Tanaka 田中よしお （お父さんの友人） 

Yoshiko Tanaka 田中よしこ （お母さんの友人） 

Kunio Tanaka  田中くにお （シュテファンの友達）  

 

 

CD1 -01 

第 1課 LEKTION 1 

 

Wie heißen Sie? あなたのお名前は何ですか？ 

 

Wie heißen Sie? – Ich heiße Peter Schmitt. 

Und Sie? Wie heißen Sie? – Ich heiße Maria Schmitt. 

Wie heißt du? – Ich heiße Daniela. 

Wie heißt du? – Ich heiße Stefan. 

 

Woher kommt ihr? – Wir kommen aus Berlin. 

 

Wo wohnen sie? – Daniela und Stefan wohnen 

in Berlin.  
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CD1 -02 

単語集Wörterliste 

動詞 

heißen(1格) ～という名前だ studieren (大学で)勉強する machen ～する 

kommen 来る arbeiten 仕事する essen 食べる 

wohnen 住む spielen プレーする、(楽器を)演奏する fahren (乗物で)～へ行く 

 

名詞 

Herr ～さん(男性に対して) Musik 音楽 Deutsch ドイツ語 

Frau ～さん(女性に対して) Brot パン Jura 法律 

Japanisch 日本語 Wein ワイン  

Tennis テニス Klavier ピアノ  

 

代名詞 

ich 私は sie 彼女は ihr 君たちは 

du 君は es それは sie 彼らは 

er 彼は wir 私たちは Sie あなた、あなた方は 

 

疑問詞 

wie どのように wo どこに wann いつ 

was 何が、何を woher どこから  

 

前置詞 

in ～の中に aus ～から  nach ～へ 

 

副詞 

ja はい heute 今日 jetzt 今 

nein いいえ morgen 明日 gern 好んで、喜んで 

 

接続詞 

und そして 
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Lektion1 

 

１、 人称代名詞と動詞の現在人称変化 

 

 

ドイツ語には英語と同じように、1 人称、2 人称、3 人称それぞれに、単数と複数の人称代

名詞があります。 

 

     単数    現在人称変化語尾    複数     現在人称変化語尾 

1 人称   ich 私は   ‐e          wir 私たちは   ‐en  

2 人称   du 君は   ‐st                   ihr 君たちは   ‐t 
 

3 人称   er  彼は                             彼らは 

           sie 彼女は      -t                   sie 彼女らは   ‐en 

          es それは                それらは    
 

2 人称敬称 Sie あなたは ‐en                   Sieあなた方は  ‐en 
（注③参照） 

 

 

そして動詞は主語となる名詞・代名詞の人称と単数・複数に応じて人称変化をします。 

例えば動詞 „kommen（来る）“は「私は来る」という文を作るときに“Ich komme“,という

形に変化します。辞書の見出しに載っている形“kommen“（不定形といいます）から、最後

の‐enをいったん取り除いた形“komm‐“（語幹といいます）に、上の表の１人称単数の現

在人称変化語尾‐e をつけ加えればいいのです。主語が du のときは「語幹＋st」となりま

す。「君は来る」→“Du kommst.“  

 

 

注1 動詞の語幹が“t“や“d“で終わるときは、発音の都合から du/er・sie・es/ihr が主語のとき

に、語幹と語尾の間に口調を整える“e“をいれます。動詞 arbeiten（働く）の語幹は arbeit‐

ですが、「彼は働く」は“Er arbeitet“となります。“arbeitt“とならないことに注意してく

ださい。 

注2 動詞の語幹が s/ß/z で終わる動詞は、du が主語のとき発音の都合上、“‐st“ではなく“‐

t“だけをつけ加えます。動詞“heißen”（～という名前である）の語幹は“heiß‐”なの

で、「君はダニエラという名前だ」は“Du heißt Daniela.“です。“heißst“ではありません。 

注3 ドイツ語の 2 人称には「du 君は/ihr 君たちは」の他に、敬称の 2 人称と呼ばれる「Sie(あ

なたは／あなた方は)があります。初対面の相手、少し距離を置いて話したい相手にたい

して用います。人称変化語尾は３人称複数の“sie“と同じく“‐en“です。両者の違いは頭文

字の“s“が大文字であるか小文字であるかだけです。 
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1 課のテキストの本文を日本語に訳しましょう 

第 1課 LEKTION 1 Wie heißen Sie? あなたのお名前は何ですか？ 

                                              

                                               

                                              

                                              

                                              

                                              

 

練習 Übung   

下の単語を組み合わせて文を作りましょう。 
＊動詞は人称変化させて使って下さい 

Bilden Sie Sätze! 
 

例)Beispiel : trinken – gern – Bier – du?: 

            Trinkst du gern Bier ?   

 

1. Herr Meier – und – kommen – ich –aus Hamburg: 

_____________________________________ 

2. Anna – Klavier – spielen – gern: 

___________________________________________ 

3. heute – ich – nach Stuttgart – fahren: 

______________________________________ 

4. du – arbeiten – wo - ?: 

__________________________________________________ 

5. spielen – er – wann – Tennis – ?: 

__________________________________________ 

6. woher – kommen – ihr – jetzt – ?: 

_________________________________________ 

7. essen – gern – Sie – Brot – ?: 

____________________________________________ 

8. Anna – trinken – heute – Wein – ?: 

________________________________________ 

9. Herr Meier – arbeiten – morgen – in Kiel – ?: 

________________________________ 

 

 


