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今あなたは、ドイツ旅行を考えている最中でしょうか？ それ
とも、ドイツ留学・出張・赴任を目前にし、単語集を探してい
るところでしょうか？ それとも、何気なく本書を手にとり、ぱ
らぱらとページをめくっているところでしょうか？
きっかけはどうあれ、「ドイツ語ってどんな言語だろう？」「ド
イツ語でどう表現すればいいんだろう？」あるいは「いい例文
ないかな？」なんて考えながら、見ているのではないかと思い
ます。
外国の方が日本に来て日本語を話してくれると安心します
ね。それがちょっとした挨拶だとしても、雰囲気が和むことが
あります。それと同じで、私たちがドイツ語を話せば、やはり
それは相手に興味を持っていることの証になります。言語を理
解すると、人間性や文化もより深く理解できるはずです。
本書は日常生活に必要な単語を厳選し、実際に使える表現、
とりわけ簡単に話せる例文を紹介しています。既にこれまでド
イツ語を学習してきた方には、知識の再確認としてもお役に立
てるのではないかと思います。第 3章では必要最低限のドイツ
語文法をまとめました。堅苦しい表現は避け、出来る限り簡単
に説明しましたので、ご一読いただければ嬉しいです。
それでは、本書の例文を使って、ドイツ語会話をお楽しみく

ださい！

2010年 9月
岡手 雅代

❖ は じ め に
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　本書は以下の 3部構成になっています。

【第1章　これだけは覚えよう！　ドイツ語頻出表現20】
　初めてのドイツ旅行でも必要になってくる頻出表現を集めました。

20の頻出表現を覚えることで、旅がより充実したものになるでしょう。

アクセントはカタカナ表記に太字で示しました。

また、⤴ マークは尻上がりに読みます。

【第2章　日本語から引くドイツ語】
　日本語を手がかりにドイツ語を覚えてきます。左ページにはドイツ

語、右ページにはそのドイツ語を使った例文を紹介しています。例文

は日常会話でよく使われる表現、作文に応用できる表現を中心に紹介

しました。
　左ページで紹介されている単語のうち、名詞には 男  女  中 で性別を

表示してあります。ドイツ語の名詞は性別とともに覚えることが大切

です。

■記号

男 男性名詞 男・女 男女同形の名詞
女 女性名詞 男・中 いずれの冠詞もありうるケース
中 中性名詞 複 複数形

【第3章　ドイツ語の基本文法】
　ドイツ語の発音と基本的な文の仕組みについて解説してあります。

❖ 本書の構成と使い方
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はい。［返事］

Ja.
ヤー

いいえ。［返事］

Nein.
ナイン

ありがとう。［あいさつ］

Danke schön.
ダンケ シェーン

おはようございます。［あいさつ］

Guten Morgen!
グーテン モァゲン

すみません。［質問するとき］

Entschuldigung.
エントシュルディグング

さようなら。［あいさつ］

Auf Wiedersehen.
アオフ ヴィーダァゼーエン

こんばんは。［あいさつ］

Guten Abend!
グーテン アーベント

こんにちは。［あいさつ］

Guten Tag.
グーテン ターク
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Ja.

Gute Nacht.

Nein.

Doch.

Guten Morgen.

Guten Tag.

Guten Abend.

Hallo.

Entschuldigung.

Verzeihung.

Es tut mir leid.

Macht nichts.

Danke.

Bitte.

Danke schön.

Gern geschehen.

Auf Wiedersehen.

Tschüss!

Schönes Wochenende!

Gute Reise!

Viel Spaß!

ヤー

グーテ ナハト

ナイン

ドッホ

グーテン モァゲン

グーテン ターク

グーテン アーベント

ハロー

エントシュルディグング

フェアツァイウング

エス トゥート ミア ライト

マハト ニヒツ

ダンケ

ビッテ

ダンケ シェーン

ゲァン ゲシェーン

アオフ ヴィーダァゼーエン

チュス

シェーネス ヴォッヘンエンデ

グーテ ライゼ

フィール シュパース

はい。

いいえ。

はい。
［否定形で質問されて肯定するとき］

おはよう。

こんにちは。

こんばんは。

やあ。［親しげに］

すみません。［呼びかけ・お詫び］

失礼。

ごめんなさい。

気にしないでください。

ありがとう。

どういたしまして。

どうもありがとう。

どう致しまして。

さようなら。

バイバイ。

よい週末を！

良いご旅行を！

おやすみなさい。

楽しんでね！
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❖ 一緒に来ないのですか？ - いいえ、行きますよ。
Kommen Sie nicht mit? − Doch, ich komme mit.

コメン ズィー ニヒト ミット⤴ ドッホ イッヒ コメ ミット

❖ すみません、通してください。
Entschuldigung, darf ich bitte mal durch?

エントシュルディグング ダァフ イッヒ ビッテ マール ドゥルヒ⤴

❖ ［相手にぶつかって］あ、すみません。- 気にしないでください。
Oh, Entschuldigung! − Macht nichts.
オー エントシュルディグング マハト ニヒツ

❖ ごめんなさい、そんなつもりではなかったんです。
Es tut mir leid, ich wollte das nicht.
エス トゥート ミア ライト イッヒ ヴォルテ ダス ニヒト

❖ コーヒーありがとう。- いいえ、どういたしまして。
Danke für den Kaffee. − Gern geschehen.
ダンケ フュア デン カフェ ゲァン ゲシェーン

❖ 良い週末をね！ - あなたもね！
Schönes Wochenende! − Danke, gleichfalls!
シェーネス ヴォッヘンエンデ ダンケ グライヒファルス

❖ どうぞお入りください。
Kommen Sie rein.

コメン ズィー ライン

❖ くつろいでください。
Machen Sie es sich bequem!
マッヘン ズィー エス ズィヒ ベクヴェーム

❖ いつでもいらっしゃいね。
Sie sind jederzeit willkommen.
 ズィー ズィント イエーダァツァイト ヴィルコメン

❖ 連絡取りあいましょうね！
Wir bleiben in Kontakt!
ヴィア ブライベン イン コンタクト

❖ 元気でね！
Machs gut!

マハツ グート
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3　よく使う疑問
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Was ist das?

Wie bitte?

Ist das ...?

wo

wann

wer

warum

welcher 

welche 

welches 

welche

wie

Was kostet das?

Wie viel?

Welche Etage?

wohin

woher

Seit wann ...?

Bis wann ...?

Gibt es ...?

Haben Sie ...?

ヴァス イスト ダス

ヴィー ビッテ

イスト ダス

ヴォー

ヴァン

ヴェァ

ヴァルーム

ヴェルヒャア

ヴェルヒェ

ヴェルヒェス

ヴェルヒェ

ヴィー

ヴァス コステット ダス

ヴィー フィール

ヴェルヒェ エタージェ

ヴォーヒン

ヴォーヘーァ

ザイト ヴァン

ビス ヴァン

ギープト エス

ハーベン ズィー

これは何ですか。

これは～ですか。

どこ

いつ

誰

なぜ

どれ、どちら（男性単数）

どれ、どちら（女性単数）

どれ、どちら（中性単数）

（2つ以上のうち）どれ（複数）

どうやって

これはいくらですか。

いくら？／いくつ？

何階？

どこへ

どこから

いつ（何時）から～

いつ（何時）まで～

～ありますか。［一般に］

え、何ですって？［聞き返し］

～ありますか。［店内で］
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❖ これは何ですか？ - これは、オルゴールです。
Was ist das? − Das ist eine Spieldose.
ヴァス イスト ダス⤴  ダス イスト アイネ シュピールドーゼ

❖ 次のバスはいつ来ますか。- 5 分後に。
Wann kommt der nächste Bus? − In 5 Minuten.
ヴァン コムト デァ ネヒステ ブス⤴ イン フュンフ ミヌーテン

❖ どこへ旅するつもりですか。- ドレスデンへ。
Wohin wollen Sie reisen? − Nach Dresden.
ヴォーヒン ヴォレン ズィー ライゼン⤴ ナッハ ドレースデン

❖ どこの出身ですか。- 東京出身です。
Woher kommen Sie? − Ich komme aus Tokyo.
 ヴォーヘーァ コメン ズィー⤴ イッヒ コメ アオス トーキョウ

❖ いつからケルンに住んでいるのですか。- 8 年前からです。
Seit wann wohnen Sie in Köln? − Seit 8 Jahren.
ザイト ヴァン ヴォーネン ズィー イン ケルン⤴ ザイト アハト ヤーレン

❖ お店は何時まで開いていますか。- 20 時までです。
Bis wann ist der Laden geöffnet? − Bis 20 Uhr.
ビス ヴァン イスト デァ ラーデン ゲエフネット⤴ ビス ツヴァンツィヒ ウーァ

❖ 近くにバス停がありますか。
Gibt es eine Bushaltestelle in der Nähe?
ギープト エス アイネ ブスハルテシュテレ イン デァ ネーエ⤴

❖ え、何ですって？ もう一度言ってください。
Wie bitte? Können Sie das wiederholen?
ヴィー ビッテ⤴ ケネン ズィー ダス ヴィーダァホーレン⤴

❖ 教会までどう行けばいいですか。
Wie komme ich zur Kirche?
ヴィー コメ イッヒ ツーァ キァヒェ⤴

❖ これはドイツ語で何と言いますか？
Wie heißt das auf Deutsch?
ヴィー ハイスト ダス アオフ ドイチュ⤴

❖ ここ空いていますか。- ええ、どうぞ。
Ist hier frei? − Ja, bitte.
 イスト ヒーァ フライ⤴ ヤー ビッテ
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1 アルファベットと発音

■発音
ドイツ語でアルファベットを Alphabet ［アルファベート］ といいます。
それぞれ次のように読みます。

□A a ［アー］

□B b ［ベー］

□C c ［ツェー］

□D d ［デー］

□E e ［エー］

□F f ［エフ］

□G g ［ゲー］

□H h ［ハー］

□ I i ［イー］

□ J j ［ヨット］

□K k ［カー］

□L l ［エル］

□M m ［エム］

□N n ［エヌ］

□O o ［オー］

□P p ［ペー］

□Q q ［クー］

□R r ［エル］

□S s ［エス］

□T t ［テー］

□U u ［ウー］

□V v ［ファオ］

□W w ［ヴェー］

□X x ［イクス］

□Y y ［ユプスィロン］

□Z z ［ツェット］

□Ä ä ［エー］ ［アー ウムラオト］

□Ö ö ［エー］［オー ウムラオト］

□Ü ü ［ユー］［ウー ウムラオト］

□ ß ［エスツェット］

＊ 文字の読み方は英語と異なるものが多いので、しっかり覚えましょ
う！

＊ 「r」のカタカナ表記は「エル」ですが、「ル」は喉を鳴らす感じで発
音してみてください。

＊ 「ä］ の読み方は「e」［エー］ と同じです。
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2 ドイツ語の発音

　ドイツ語の発音はわりとカタカナ表記どおりに読めば通じます。
勇気を持って、はっきりと言えば大丈夫です！もちろん、いくつか注
意しなければならない規則があります。その主なものを以下に示します。

■母音
母音の基本は a, i, u, e, o, (ä), ö, üです。（短母音、長母音、二重母

音を含めると 17個）

1） 母音の後ろに子音が 2つ重なると、母音は短く発音します（短母音）。

□Ball　ボール □Zimmer　部屋
バル ツィマァ

2） 同じ母音が 2つ重なる場合と母音が hの前に来る場合は、母音を長
く発音し（長母音）、hは発音しません。

□Aal　うなぎ □Klee　クローバー
アール クレー

□Bahn　鉄道 □ gehen　行く
バーン ゲーエン

3） 異なる母音が 2つ重なると（二重母音）、特別な読み方になります。

□ ei ［アイ］ eins　数字の 1／ reich　裕福な
アインス ライヒ

□ eu ［オイ］ Eule　ふくろう／ heute　今日
オイレ ホイテ

□ ie ［イー］ Brief　手紙／Knie　ひざ
ブリーフ クニー

□ äu ［オイ］ Gebäude　建物／ äußern　述べる
ゲボイデ オイサァン
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