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0.  ゲーテ・インスティトゥートとは  
 
ドイツ語を習おうとする人は「ゲーテ・インスティトゥート」の名前を聞いたことがあるでしょう。 
ゲーテ・インスティトゥートの正式名称 
 「外国語としてのドイツ語教育の振興と、国際文化交流のためのゲーテ・インスティトゥート」といいます。 

名前の示すように、ゲーテ・インスティトゥートは、外国人のためのドイツ語教育機関であるとともに、ドイ

ツ政府の委託を受けて国際文化交流促進のために存在する組織です。 ドイツ国内だけでなく、世界各

地に出先機関を設け、文化と情報の仲介者として、国際的な文化交流に貢献することで、ドイツ政府の

国際文教政策に重要な役割を果たしています。 
ゲーテ・インスティトゥートは公益法人です。 

ゲーテ・インスティトゥートは公益法人であり、営利を目的とする団体ではありません。 ドイツ国外の出

先機関にはドイツ政府の公的援助が与えられていますが、国内のゲーテ・インスティトゥートは受講料収

入で運営されています。 
国際的な文化交流組織 

ゲーテ・インスティトゥートは、世界 76 ヶ国に 145 の出先機関を設けています。 それぞれの国でドイツ語

教育を実践するだけでなく、ドイツ語教育関係者・機関への助成を行い、ドイツの現状やドイツ文化を紹

介するために、各国の公的機関や文化団体と密接に協力し、様々な形で文化活動を行っています。 
ゲーテ・インスティトゥートのドイツ語講座について 

受講開始前に、クラス分けのためのレベル判定を行います。 あなたのドイツ語の力にあった最善のクラ

スをさがします。 そして授業はドイツ語が実際に話されている環境の中でドイツ語を学ぶのが、最も効

果的で楽しい学習方法です。 授業の中では、定期的に小テストがくりかえされ、学習成果を確認します。 

コースの最後には、受講終了証明書「Teilnahmebestätigung」が発行され、必要ならばこれに成績を併

記してくれます。 またゲーテ・インスティトゥートの検定試験に合格した人には合格証書｢Zeugnis｣が授

与されます。 ゲーテ・インスティトゥートの検定試験は信頼できるドイツ語能力の証明として広く世界に

知られ評価されています。 
ZD 検定試験 

ドイツ語基礎 Grundstufe は、日常的な生活場面で、適切なドイツ語でコミュニケーションができ、平易な

ドイツ語のテキストを読んだり簡単な文章を書いたりできることが目標です。 そしてこの総仕上げにあた

るのがドイツ語基礎統一試験(ZdaF、Zertifikat Deutsch als Fremdsprache、略して ZD)です。 このた

め ZD の受験資格は基礎の終了レベルで受講時間は約 400～600 時限と言われています。 ドイツ市民

大学連盟と提携して行われます。 
 
ここでは上述したように基礎終了にあたり、是非覚えていただきたいところを網羅しました。 
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1. Präposition(前置詞) 
 

1) 後ろの名詞が、常に Dativ(3 格)になるもの。 
<aus, von, mit, nach, seit, bei, zu, gegenüber, > 
 
aus･････････～から ＊広さのある場所から 
Die Kinder kommen aus der Schule. 
子供たちが学校から出てきた。 
 
von･････････～から ＊ある一点から 
Sie kommt gerade von der Arbeit. 
彼女はちょうど仕事から帰って来たところだ。 
 
mit･････････～と共に 
Er wohnt mit seinem Freund. 
彼は友人と共に住んでいる。 
 
nach･････････①～の方へ ＊定冠詞無し 
Ich fahre nach Österreich. 
私はオーストリアに行く。 
nach･････････②～の後で 
Nach dem Essen gehen wir spazieren 
食事の後、私たちは散歩に行く。 
 
seit･････････～以来 
Seit meinem Urlaub bin ich erkältet. 
休暇以来、私は風邪をひいている。 
 
bei･････････ ①～の所で 
Er arbeitet bei der Firma. 
彼はその会社で働いている。 
bei･････････②～の場合に 
Bei Regen haben wir frei. 
雨のため我々は仕事はない。 
 
zu･････････～へ 
Sie geht zur Arbeit. 
彼女は仕事に行く。 
 
gegenüber･････････～の向かいに 
Das Restaurant ist gegenüber der Bank. 
そのレストランは銀行の向かいにある。 
 
2) 後ろの名詞が、常に Akkusativ(4 格)になるもの。 
<durch, für, gegen, ohne, um, entlang, bis> 
 
durch･････････～を通って 
Ich muß sehr lange durch den Wald laufen. 
私は森を通って長い間、歩かなければならない。 
 
für･････････～の為に 
Ich habe eine Überraschung für dich. 
僕は君に驚かせる事があるよ！ 
 
gegen･････････～に向かって 
Das Auto ist gegen den Baum gefahren. 
その車は木に突っ込んだ。 
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ohne･････････～無しの 
Ohne dein Hilfe habe ich das nie geschafft. 
君の手伝い無しには、私はそれを成し得なかっただろう。 
 
um･････････～の周りに 
Du mußt dir keine Sorgen um uns machen. 
君は我々の周りにおいて、何も心配することは無い。 
 
entlang･････････～に沿って 
Er geht die Straße entlang. ＊名詞の後ろに来ることがある 
彼は通り沿いに歩いている。 
 
bis･････････～まで ＊定冠詞無しまたは時間、及び他の前置詞と共に 
Wir bleiben bis nächsten Montag in Frankfurt. 
次の月曜日までフランクフルトにいます。 
Ich fahre bis zum Bahnhof. 
私は駅まで行きます。 
 
3) 後ろの名詞が Dativ(3 格)、もしくは Akkusativ(4 格)になるもの。 
<an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen> 
＊対象に向かって静止している時は Dativ、動いている時または方向を示す時は Akkusativ となる。 
 
an･････････～に接して 
D-Jeden Morgen warten viele Menschen auf den Bus an der Bushaltestelle. 
毎朝、多くの人がバス停でバスを待っている。 
A-Ich habe das Bild an die Wand gehängt. 
私はその絵を壁にかけた。 
 
auf･････････～の上に 
D-Auf dem Bett sitzt eine Katze. 
ベットの上には猫が座っている。 
A-Legen Sie bitte die Schlüssel auf den Tisch! 
机の上にその鍵を置いておいてください。 
 
hinter･････････～の後ろに 
D-Hinter dem Haus ist der Garten. 
家の後ろは庭になっている。 
A-Gehen Sie hinter das Haus! 
家の後側に行きなさい。 
 
in･････････～の隣に 
D-In dieser Wohnung sind mehrere Familien. 
この住居には何組かの家族が住んでいる。 
A-Ich lege meine Kleider in den Koffer. 
私は洋服をトランクにしまった。 
 
neben･････････～の隣に 
D-Er wohnt neben uns. 
彼は私たちの隣に住んでいる。 
A-Im Kino hat eine schöne Frau sich neben mich gesetzt. 
映画館で美しい女性が私の隣に座った。 
 
über･････････①～の上に 
D-Die neue Lampe hängt über dem Sofa. 
新しいランプはソファの上から下がっている。 
A-Ich habe die neue Lampe über den Sofa gehängt. 
私は新しいランプをソファの上に吊るす。 
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über･････････②～を越えて 
D-Er wohnt über der Straße. 
彼は通りの向こうに住んでいる。 
A-Gehen Sie bitte vorsichtig über die Straße! 
通りを渡る時は気を付けてください。 
 
unter･････････～の下に 
D-Ich lag unter dem Baum und schaute in den Himmel. 
私は木の下に横になりながら、空を見上げた。 
A-Komme doch zu mir unter den Regenschirm. 
僕の傘に入りなよ！ 
 
vor･････････～の前に 
D-Lass uns heute abend vor dem Bahnhof treffen. 
今晩、駅前で会いましょう。 
A-Sie läuft vor das Auto. 
彼女は自動車の前を歩いている。 
 
zwischen･････････～の間に 
D-Siehst du die Bank zwischen den beiden Geschäften? 
二つのお店の間に銀行が見えますか？ 
A-Ich habe das Bild zwischen den Schrank und das Regal gehängt. 
私はその絵を戸棚と棚の間にかけた。 
 
 

2. Konnektor(接続詞) 
 

1) 語順に変化のないもの。(0-Konnektor, 1-Subjekt, 2-Verb) 
<aber, denn, und, sondern, oder> 
 
aber･････････しかし 
Ich wollte eine Merzedes kaufen, aber das war unmöglich. 
私はベンツを買いたかったが、それは不可能だった。 
 
denn･････････～と言うのは (=weil ＊ただし、語順は違う) 
Er macht Diat, denn seine Freundin liebt schlanke Männer. 
彼はダイエット中である。と言うのは彼の恋人は痩せた男性が好きだからである。 
 
und･････････そして 
Ich treibe Sport und ich koche ohne Fett. 
私はスポーツをし、そして油脂抜きの料理をする。 
 
sondern(nicht A sondern B)･････････A ではなくて B 
Wir gehen nicht ins Restaurant, sondern essen zu Hause. 
私たちはレストランに行かないで、家で食事する。 
 
oder･････････または 
Möchtest du Bier trinken, oder Wein? 
ビールを飲みますか？それともワインにしますか？ 
 
2) 動詞が 2 番目にくるもの。(1-Konnektor, 2-Verb, 3-Subjekt) ＊Hauptsatz 主文 
<deshalb, deswegen, trotzdem, dann, danach, sonst> 
 
deshalb, deswegen･････････それだから 
Ich treibe Sport, deshalb bin ich schlank. 
私はスポーツをするから痩せている。 
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torotzdem･････････それにもかかわらず 
Sie liebt mich nicht, trotzdem liebe ich sie. 
彼女は私を愛していない。それにもかかわらず私は彼女を愛している。 
 
dann, danach･････････それから 
Erst regnete es, dann war es sonnig. 
まず雨が降り、それから晴れた。 
 
sonst･････････そうしないと 
Arbeit nicht zu viel, sonst wirst du krank! 
あまりたくさん働くなよ！そうしないと病気になるよ。 
 
3) 動詞が文末にくる。(1-Konnektor, 2-Subjekt, Verb an Ende) ＊Nebensatz 副文 
<weil, obwohl, während, wenn, als, nachdem, Relativsatz 関係文(der, die, das),  
indirekte Fragen 間接疑問(wo, wohin, ob, was, usw)> 
 
weil･････････だから 
Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten möchte. 
私はドイツで働きたいから、ドイツ語を勉強している。 
 
obwohl･････････にもかかわらず 
Obwohl er krank ist, geht er nicht zum Arzt. 
病気ににもかかわらず、彼は医者に行かない。 
 
während･････････～する間 
Während ich Deutsch gelernt habe, hat mein Hund geschlafen. 
僕がドイツ語を勉強している間、僕の犬は寝ていた。 
 
wenn･････････もし～ならば、～する時 
Wenn du sie liebst, geh bei ihr sofort. 
もし君が彼女を愛しているならば、すぐに彼女のもとに行きなさい。 
 
als･････････～した時(過去にすで起こった事のみ) 
Als ich ferngesehen habe, hat das Spiel zwei zu eins für Japan gestanden. 
僕がテレビを見たとき、そのゲームは 2 対 1 で日本がリードしていた。 
 
nachdem･････････～した後で 
Nachdem ich mit meinen Hund spazierengegangen war, habe ich ihn gewaschen. 
私は犬と共に散歩をした後、彼を洗った。 
 
Relativsatz(der, die, das) 
Mein Hund, der Fleck heißt, hat immer hunger. 
僕のフレックと言う犬は、いつも腹を減らしている。 
 
indirekte Fragen(wo, wohin, ob, was, usw) 
Was meinst du, ob ich die Prüfung bestehen kann? 
君は僕がテストに受かるか、どう思う？ 
 
4) その他 
 
weder A noch B･････････A でもなければ B でもない 
Das Hotel ist weber billig noch gut. 
このホテルは安くもなければ良くもない。 
Früher hatte er weder Geld noch ein Hemd. 
以前、彼はお金も無ければシャツも無かった。 
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nicht nur A sondern auch B･････････A だけでなく B も 
Das Hotel ist nicht nur gut sondern auch billig. 
このホテルは良いだけでなく、しかも安い。 
Jetzt hat er nicht nur ein Hemd sondern auch Geld. 
現在、彼はシャツだけでなくお金も持っている。 
 
sowohl A als auch B･････････A と同様に B も 
Er spricht sowohl Japanisch als auch Deutsch. 
彼は日本語と同様にドイツ語も話す。 
 
zwar A aber B･････････確かに A だが B でもある 
Das Hotel ist zwar teuer aber gut. 
このホテルは確かに高いが良くもある。 
Er hat zwar viele Geld, aber er muß viele arbeiten. 
彼は確かにたくさんのお金を持っているが、たくさんの仕事をしなければならない。 
 
entweder A oder B･････････A か B かどちらか 
Ich fahre entweder nach Spanien oder nach Italien. 
私はスペインかイタリアに行く。 
Er muß entweder zum Arzt gehen oder ein Medikament einnehmen. 
彼は医者に行くか、薬を取らなければいけない。 
 

3.  Konjunktivⅱ(接続法 2 式) 
 
＊ 接続法 2 式は、仮定及び願望を表します。また敬語表現として、レストランなどで使うことが出来ます。 
 
1) normal Verben･････････würde + Infinitiv(不定詞) 
Ich würde gern fahren, aber ich habe kein Auto. (Gegenwart, Zukunft) 
私は運転したいが、車を持っていない。(現在、もしくは未来) 
Ich hätte gern gefahren, aber ich hatte kein Auto. (Vergangenheit) 
私は運転したかったが、車を持っていなかった。(過去) 
 
2) sein･････････wäre 
Wenn ich ein Hund wäre, würde ich immer schlafen. (Gegenwart, Zukunft) 
もし僕が犬だったら、僕はいつも寝ているのに。(現在、もしくは未来) 
Wenn ich ein Hund gewesen wäre, hätte ich immer geschlafen. (Vergangenheit) 
もし僕が犬だったら、僕はいつも寝ていたはずだ。(過去) 
 
3) haben･････････hätte 
Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich neues Auto kaufen. (Gegenwart, Zukunft) 
もしもっとお金があったら、新しい車を買うのに。(現在、もしくは未来)  
Wenn ich mehr Geld gehabt hätte, hätte ich neues Auto gekauft. (Vergangenheit) 
もしもっとお金を持っていたら、新しい車を買えたのに。(過去) 
 
4) Modalverben 話法の助動詞 
 müssen  ich müsste 
 können  ich könnte 
 dürfen  ich dürfte 
 sollen  ich sollte 
 wollen  ich wollte 
 mögen  ich möchte 
Ohne meine Freunden könnte ich nicht mehr leben. (Gegenwart, Zukunft)  
友人たち無しには生きることはできない。(現在、もしくは未来) 
Ohne meine Freunden hätte ich nicht mehr leben können. (Vergangenheit) 
友人たち無しでは生きることは出来なかっただろう。(過去) 
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4.  lassen 
 
＊ 動詞の lassen には簡単に言って 2 つの用法と 3 つの意味があります。用法は lassen を本動詞として使う

用法と、zu のない不定詞と共に助動詞のように使うものの 2 種類。意味は 1.erlauben(許可) 2.nicht selbst 
tun(自分ではしないこと) 3.man will etwas für eine andere Person tun(他人の為に行うこと)の 3 つがありま

す。 
 
1) erlauben 
Ich lasse ihm seinen Willen. 
私は彼の意思のままにさせる。 
Ich lasse den Vogel aus den Käfig. 
私はその鳥をかごからだしてあげる。 
Ich lasse meine Tochter bis 22Uhr ausgehen. 
私は娘に 10 時まで外出を許可する。 
 
2) nicht selbst tun 
Du musst dich vom Arzt untersuchen lassen. 
君は医者に体を診せなければだめだよ。 
Ich lasse mir das Harre schneiden. 
私は髪の毛を切ってもらう。 
 
3) man will etwas für eine andere Person tun 
Sie arbeiteen zu viel. Lass mich Ihnen helfen! 
あなたは働きすぎです。手伝ってあげましょう！ 
Du bist erkältet. Lass mich dir kochen! 
君は風邪を引いてるから、僕が料理するよ！ 
Ich lasse ihm noch etwas Kaffee in der Kanne. 
彼の為にポットのコーヒーを残しておく。 
 
4) その他 
Sie liess die Tür immer offen. 
彼女はいつもドアを開けっ放しだ。(放置) 
Wo hast du deine Brille gelassen? 
君はめがねをどこに追いたんだい？(放置) 
Lass uns trinken gehen! (du に対して)  
飲みに行こうよ！ 
Lasst uns baden gehen! (ihr に対して) 
泳ぎに行こうよ！ 
Das lässt sich nicht ändern. 
それは変更しかねます。 
Du musst die Zigarette lassen. 
君はタバコを止めなければならない。(中止) 
Er hat beim Pokern viel Geld gelassen. 
彼はポーカーで多くのお金を失った。(手放す) 
 
 

5.  zu + Infinitiv 
 
＊ zu 不定詞を含んだ文の事を zu 不定詞句と言い、意味は｢～する事｣となります。zu 不定詞句は daß 文章

とも書き換えることも出来ます。ただし zu 不定詞句になるためには以下のような条件があります。 
 
1) nach “es ist + Adjektiv” 
 
Es ist schön, viel Urlaub nehmen zu können. 
多くの休暇が取れることは良いことだ。 
= Es ist schön, daß man viel Urlaub nehmen kann. 
Ich finde es gut, regelmäßig Sport zu treiben. 
定期的にスポーツをすることは良いことだと思う。 
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2) nach “spezielle Verben” 
<versuchen, erlauben, verbieten, anfangen, beginnen, aufhören, empfehlen, raten, vorschlagen, hoffen, 
usw> 
Ich möchte gerne anfangen, die Arbeit zu finden. 
私は仕事を探し始めたい。 
Ich freue mich darauf, mich mit meiner Freundin zu treffen. 
僕は恋人に会えることが嬉しい。 
= Ich freue mich, daß ich mich mit meiner Freundin treffen. 
 
3) nach “haben +Nomen(abstract, 抽象的) 
Ich habe manchmal Angst, mich von meiner Freundin zu trennen. 
僕は恋人と分かれることを時々不安に思う。 
Ich habe das Gefühl, zu viel gegesen zu haben. 
食べ過ぎた気がします。 
 
4) um + zu + Infinitiv･････････～する為に 
Er ist gelaufen, um den Bus eingeholt zu haben. 
彼はバスに追いつこうとして走った。 
 
5) statt + zu + Infinitiv･････････～する代わりに 
Er ist zu der Firma gefahren, statt mit seinem Kind gespielt zu haben. 
彼は子供と遊ぶ代わりに会社に行った。 
 
6) ohne + zu + Infinitiv･････････～しないで 
Er will die Prüfung machen, ohne zu lernen. 
彼は勉強もせずに試験を受けるつもりだ。 
 
7) haben + zu + Infinitiv･････････～しなければならない 
Heute habe ich viel zu tun. 
今日はしなければ為らないことがたくさんある。 
 
8) sein + zu + Infinitiv･････････～されるべきである 
Hunde sind an der Leine zu führen. 
犬は紐につないで散歩されるべきである。 
 
9) brauchen + nur(nicht) + zu + Infinitiv･････････～すれば(しなくて)よい 
Ich brauche nur zu kommen. 
私は行きさえすればよい。 
Ich brauche nicht zu kommen. 
私は行く必要がない。 
 
 

6.  Futur(未来形) 
 
＊ 未来形の基本は werden + Infinitiv です。 ただし注意しなくてはいけないことは、この未来形が常に未来

について述べているわけではない、と言うことです。 時には、推量や意志や命令の意味になることがあるので

注意しましょう。 そして具体的な時間を示す単語がある限り、その文の動詞は未来形ではなく現在形を用いま

す。 
 
1) Zukunft(未来) 
Futur + ohne Zeitangabe , oder Präsens + Zeitangabe 
Ich werde nach Deutschland fliegen. 
私はドイツに行く予定だ。 
= Nächstes Jahr fliege ich nach Deutschland. 
 
2) Vermutungen(推量) 
<glauben, denken, meinen, vermuten> <wahrscheinlich, vermutlich, wohl, villeicht>等の単語を入れるこ

とによって、動詞が現在形でも推量をあらわす。 
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Das wird er schon schaffen. 
彼はそれをちゃんとするだろう。 
Sie wird jetzt zu Hause sein. 
彼女は今、家に居るだろう。 
= Ich meine, sie ist zu Hauze.   Wahrscheinlich ist sie zu Hauze. 
 
Willenstärke(強い意志)をともなった意味になるときもある。このときは必ず一人称。 
Ich werde das niemals tun. 
私はそれを決してしない。 
 
Befehl(命令)の意味になる。このときは必ず二人称。 
Du wirst jetzt schlafen gehen. 
もう寝なさい。 
Ihr werdet die Bücher morgen zurückgeben. 
君たち、その本は明日には返しなさい。 
 
 

7.  Passiv(受動態) 
 
＊ 受動態の基本は、他動詞のAkksativ, Objektが受動文でのNominativ, Subjektになると言うことです。 ま

た動作受動(～される)は werden で受け、状態受動(～されている)は sein で受けます。 ただし例外として、

besitzen, bekommen, erhalten,(所有を表すもの)または kosten, wiegen,(値段･計量を表すもの)については、

他動詞であっても受動にはなりません。 また逆に、自動詞であっても人の活動を表す自動詞については受動

文が作れます。 
 
Ich wasche die Hände. 
私は手を洗う。 
Die Hände wird (von mir) gewaschen. 
その手は(私によって)洗われる。 
 
1) Tempuformen des Passiv(受動の時制) 
Präsens(現在)   Die Hände wird gewaschen. 
Präteritum(過去)  Die Hände wurde gewaschen. 
Perfekt(現在完了)  Die Hände ist gewaschen worden. 
Plusquamperfekt(過去完了) Die Hände war gewaschen worden. 
erstes Futur(未来)  Die Hände wird gewaschen werden. 
zweites Futur(未来完了) Die Hände wird gewaschen worden sein. 
 
2) bekommen + Partizipⅱ(受動表現) 
Er bekommt einen Hund geschenkt. 
彼は犬を贈られた。 
 
3) sein + zu + Infinitiv(受動に müssen, können の意味が加わる) 
Alle Kinder sind zu lieben. = Alle Kinder müssen gelobt werden. 
すべての子供は愛されるべきだ。 
Der Hund war nicht mehr zu sehen. = Der Hund konnte nicht mehr gesehen werden. 
その犬を見かけることはもはやなかった。 
 
4) lassen + sich(Akksativ) + 他動詞(受動に können の意味が加わる) 
Das lässt sich machen. = Das konnte gemacht werden. 
やればできるよ。 
 
 
5) 再帰動詞で受動表現が可能 
Das Auto verkauft sich gut. 
その車は良く売れている。 
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6) 自動詞の受動 
＊ 人の活動を表す自動詞は受動文が作れるが、その場合には受動文に主語がなくなるのでesを主語とする。

ただし別の文成文が文頭にくれば、文頭を埋めているだけの es はなくなり、無主語の受動文になる。 
 
完全な自動詞の受動 
Man schläft heute lange. 
Heute wird lange geschlafen. 
Es wird heute lange geschlafen. 
今日は良く眠れる。 
 
Dativ を支配する自動詞の受動 
Er hilft mir manchmal.･･････彼は時々私を助けてくれる。 
Mir wird manchmal von inm geholfen. 
Es wird mir manchmal von ihm geholfen. 
私は彼に助けられたときがある。 
 
前置詞格を支配する自動詞の受動 
Man denkt oft an ihn.･･････人は彼を良く思い出す。 
An ihn wird oft gedacht. 
Es wird oft an ihn gedacht. 
彼のことが良く思い出される。 
 
 

8.  ZD 用テーマ別単語集 
 
Das Wetter 
 

Deutsch Japanisch Adjektiv Nomen Verb
der Wind 風 Es ist windig. Es gibt Wind. X
der Regen 雨 Es ist regerisch. Es gibt Regen. Es regnet.
der Nebel 霧 Es ist neblig. Es gibt Nebel. X
der Schnee 雪 X Es gibt Schnee. Es schneit.
Wolken(pl) 雲 Es ist wolkig.(bewölkt, bedeckt)Es gibt Wolken. X
der Donner 雷 Es donnert.
der Blitz 稲妻 Es blitzt.
das Gewitter 雷雨 Es ist gewittrig. Es gibt Gewitter.
die Sonne 太陽(晴れ) Es ist sonnig. Es gibt Sonne. Die sonne scheint.
der Strum 嵐 Es gibt Strum. Es stürmt.
 
Das Tier 
 
r Hund 犬 s Pferd 馬 e Katze 猫
r Tiger 虎 r Elefant 象 r Löwe ﾗｲｵﾝ
s Maus ねずみ r Fuchs きつね r Bär 熊
r Vogel 鳥 r Papagei ｵｳﾑ r Wellensitrich ｲﾝｺ
r Hase 野うさぎ s Kaninchen うさぎ e Giraffe ｷﾘﾝ
r Affe 猿 s Schwein 豚 r Fisch 魚
s Rind 牛 e Kuh 牝牛 s Kalb 子牛
s Huhn ﾆﾜﾄﾘ e Henne 雌鶏 r Hahn 雄鶏
e Pute 七面鳥 e Nachtigall ﾅｲﾁﾝｹﾞｰﾙ r Gepard ﾁｰﾀｰ
r Hamster ﾊﾑｽﾀｰ e Schlange 蛇 e Krähe ｶﾗｽ
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Die Landschaft 
 
r Berg 山 e Wiese 草原 r Wald 森林
s Meer 海 r See 湖 e Wüste 砂漠
e Küste 海岸 s Ufer 岸 s Tal 谷
r Felsen 岩山 r Busch 低木 r Zaun 柵
e Schiene ﾚｰﾙ e Ampel 信号 e Schranke ふみ切り
s Gebirge 山岳地帯 r Leuchturm 灯台 e Windmuhler 風車
s Schild 表示板
 
Der Urlaub 
 
e Reise 旅行 r Reiseführer ｶﾞｲﾄﾞ r Prospekt ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
e Besichtigung 観光 e Erfahrung 経験 e Aussicht 見晴し
e Unterkunft 宿 s Abflug 離陸 e Abfahrt 出発
e Einreise 入国 e Ausreise 出国 r Verkehr 交通
e Rückkehr 帰還 e Rückfahrt 帰路 r Tempel 寺院
e Moschee ﾓｽｸ r Schrein 神社 e Synagoge ﾕﾀﾞﾔ教会

名所e Sehenswürdigkeit
verreisen 旅行に出かける verzollen 関税を払う
abfliegen 離陸する abfahren 出発する
erreichen 到着する ankommen 到着する
verpassen (機会などを)逃す ausgeben 支出する
besichtigen 観光する wandern ﾊｲｷﾝｸﾞする
angeln 釣りをする tauchen 潜る
Trauben pflücken ブドウを摘む segeln ヨットに乗る
klettern 手足で登る sich verlieben in A ～に夢中になる
 
Der Sport 
 

e Gymnastik 体操 r Stabhochsprung 棒高跳び e Leichtathletik 陸上競技
r Kampfsport 格闘技 e Kletterei 登山 s Tauchen ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ
s Fechten ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ s Stadion ｽﾀｼﾞｱﾑ s Spielfeld ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
e Sporthalle 体育館 e Kampfbahn 格闘場 s Sportgerät 用具
r Stab 棒 r Schlittschuh ｽｹｰﾄ靴 s Schläger 打撃用具
r Helm ﾍﾙﾒｯﾄ s Tor ｺﾞｰﾙ s Netz ﾈｯﾄ
s Visier ﾊﾞｲｻﾞｰ s Hemd ｼｬﾂ r Trikot ﾄﾘｺｯﾄ
e Stutzen ｿｯｸｽ r Anzug 胴着 r Gürtel ﾍﾞﾙﾄ
e Manschaft ﾁｰﾑ r Spieler 選手 s Sanitäter 救急隊員
r Schiedsrichter 審判 r Kampfrichter ﾚﾌﾘｰ r Zuschauer 観客
s Publikum 観客
werfen 投げる fangen 捕る schießen 射撃する
kämpfen 戦う verteidigen 守る zielen 狙う
treten 蹴る trnnen 体操する rudern 漕ぐ
 
Der Fußball 
 
r Fußballplatz ｻｯｶｰ場 s Mittelkreis ｾﾝﾀｰｻｰｸﾙ e Mittellinie ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ
e Seitenlinie ﾀｯﾁﾗｲﾝ e Torlinie ｺﾞｰﾙﾗｲﾝ r Torraum ｺﾞｰﾙｴﾘｱ
r Feldverweis 退場 e Verwarnung 警告 r Stürmer ﾌｫｱｰﾄﾞ
r Flügelstürmer ｳｲﾝｸﾞ r Mittelfeldspieler ﾐｯﾄﾌｨﾙﾀﾞ r Läufer ﾊｰﾌﾊﾞｯｸ
r Verteidiger ﾌﾙﾊﾞｯｸ r Vorstopper ｽﾄｯﾊﾟｰ r Libero ﾘﾍﾞﾛ
r Torwart ｷｰﾊﾟｰ r Anstoß ｷｯｸｵﾌ s Kopfball ﾍﾃﾞｨﾝｸﾞ
s Zuspiel ﾊﾟｽ s Abseits ｵﾌｻｲﾄﾞ r Eckball ｺﾅｰｷｯｸ
r Abstoß ｺﾞｰﾙｷｯｸ r Freistoß ﾌﾘｰｷｯｸ r Einwurf ｽﾛｰｲﾝ
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Der Körper  

ie Gewohnheit 
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örper 身体 s Ellenbögen ひじ e Zehe 足の指
 
r K

 

erbrechen 吐く erschrecken 驚く･驚かす
feststellen 確かめる klagen 苦情を言う
verschreiben 処方する sich weigern 拒む
nützen 役に立つ fühlen 感じる
leiden 苦しむ verunglücken 事故に遭う
behandeln 治療をする impfen ﾜｸﾁﾝを打つ
brechen 折る vernünftig まともな
künstlich 人工の nmwilksam 効果のない

r Daumen 親指 e Augenbraue 眉毛 s Muskel 筋肉
e Ernährung 栄養物 Nahrungsmittel 食品 s Mehl 小麦粉
r Seetang 海苔 e Bewegung 運動
e Krankenheit 病気 r Durchfall 下痢 e Verstopfung 便秘
r Klebs 癌 e Grippe ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ s Magengeschwür 胃潰瘍
r Heuschnupfen 花粉症 r Husten せき r Schluckauf ｼｬｯｸﾘ
r Kater 二日酔い r Muskelkat 筋肉痛 s Nasenbluten 鼻血
e Hämorrhoide 痔 椎間板障害
s Heilmittel 薬 s Rezept 処方箋 e Spritze 注射
e Salbe 塗り薬 r Verband 包帯 s Pflaster 絆創膏
r Hustenbonbon のど飴 e Tropfen 滴薬 e Akkupunktur 針治療
s Themometer 体温計 s Chirurg 外科医 e Prophylaxe 病気予防

r Bandscheib orfall

schlimm 悪い abhärten 鍛える

er
env

D
 

 

sich kämmen 髪をとかす sich rasieren 剃る
schwitzen 汗をかく schnarchen いびきをかく
sich schminken 化粧をする niesen くしゃみをする
erholen 元気になる kehren 掃く
putzen 片付ける dekorieren 飾り付ける
bügeln ｱｲﾛﾝをかける streichen 塗る
füttern 餌をやる gießen 水を注ぐ
sich anstrengen 努力する sich entspannen くつろぐ
montieren 取り付ける wegwerfen 捨てる
würzen 味付けをする schälen 皮をむく
vermischen 混ぜる streuen 振りかける
kleben 貼り付ける tapezieren 壁紙を張る
anklopfen ﾉｯｸする trösten 慰める
klatschen 陰口を言う tratschen うわさをする
e Wäsche aufhängen 洗濯物を干す s Geschirr spülen 食器を洗う
abwaschen 汚れを落とす sich verbeugen おじぎをする
begrüßen 挨拶をする verabschieden 別れの挨拶をする
den Tisch decken ﾃｰﾌﾞﾙをｾｯﾄする den Tisch abräumen ﾃｰﾌﾞﾙを片付ける
klemmen はさまる rutschen 滑る

sich anziehen 服を着る sich ausziehen 服を脱ぐ

 
 
 
 
 
 
 
 



Die Wohnung 
 

9.  Verb mit Präposition(前置詞をとる動詞) 
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大邸宅 r Boden 床･地面 s Fensterbrett 窓敷居
 Fensterscheibe e Wand e Mauer

 
Die Politik 

窓ｶﾞﾗｽ 内壁 外壁
e Heizung 暖房器具 r Kamin 暖炉 r Schornstein 煙突
s Erdgeschoß 一階 r erste Stock 二階 r Gang 廊下
r Flur 廊下 e Diela 玄関 r Innenhof 中庭
r Vorgarten 前庭 r Springbrunnen 噴水 e Decke 天井
e Treppe 階段 s Dach 屋根 s Möbel 家具
e Miete 家賃 s Maklergebühr 仲介料 r Abstand 補償金
Nebenkosten 雑費 e Kaution 敷金 s Eigentum 所有物

e Villa
e

 

 
Die Wirtschaft 

s Gefängnis 刑務所 e Koalition 政党連合 e Steuer 税金
e Gemeinschaft 共同社会 e Gesellschaft 利益社会
wählen 選挙する anbieten 提案する veröffentlich 公にする
gründen 創立する korrupt 堕落した

r Bundeskanzler 連邦首相 e Regierung 政府 e Partei 政党
ahl 選挙 r Minister 大臣 r Außenminister 外務大臣e W

 

e Abteilung 部門 r Abteilungsleiter 部長 e Herstellung 製造
e Produktion 製造 e Ermäßigung 値下げ e Preiserhöhung 値上げ

 
 

den Preis sinken 物価が下がる den Preis steigen 物価が上がる
übernehmen 引き継ぐ befördern 運送する
berufstätig 職についている

e Arbeitserlaubnis 就労許可 r Ausweis 許可書 e Gewerkschaft 労働組合
Zinsen 利子 r Preis 値段

herstellen 製造する produzieren 製造する
ermäßigen erhöhen値下げする 値上げする

 
1) an 
 

 
2) auf 

sich gewöhnen an A ～に慣れる sich anschlißen an A ～に引き続いて
teilnehmen an D ～に参加する sich stören an D ～で気を悪くする

denken an A ～の事を思う sich erinnern an A ～を思い出す
schreiben an A ～に手紙を書く sich machen an A ～に取り掛かる

 

sein gespannt auf A ～を心待ちにしているsein stolz auf A ～を誇りに思う
ich freuen auf A ～を喜ぶ hoffen auf A ～を望む

warten auf A ～を待つ sich vorbereiten auf A ～の準備をする
vegessen auf A ～を忘れる sich verlassen auf A ～を頼りにする
achten auf A ～に注意する aufpassen auf A ～に注意する
verzichten auf A ～をあきらめる schimpfen auf A ～をののしる
bestehen auf D ～を主張する

s



3) für 
 

) über 

) nach 

sich badanken für A ～を感謝する danken für A ～を感謝する
sich interesieren für 

 

A～に興味を持つ sorgen für A ～の世話をする
sich entscheiden für A～に決める sein Für A ～に賛成だ
kämpfen für A ～のために戦う demonstrieren für A ～のためにﾃﾞﾓする
halten für A ～と見なす

4
 

 
) um 

sich unterhalten über ～について語り合う sich ärgeren über A ～について怒る
sich freuen über A ～について喜ぶ schreiben über A ～について書く
berichten über A ～について報告する sich beschweren über ～の事で苦情を言う
klagen über A ～の事で苦情を言う

diskutieren über A ～について議論する lachen über A ～の事を笑う
eden über A ～について話す sprechen über A ～について話すr

5
 

 
6) vor  
 

bitten um A ～を頼む sich kümmern um A ～の面倒を見る
es handelt sich um A ～が問題になる rufen um A ～を求めて呼ぶ
sich sorgen um A ～を心配する sein verlegen um A ～に困っている

sich bewerben um A ～の職を求める sich bemühen um A ～を得る為努力する

haben Angst vor A ～を不安に思う fliehen vor A ～を避ける
rchten vor A ～を恐れる

 
sich fü

7) mit 
 

diskutieren mit D ～と議論する sein einverstanden mit～に同意する
reden mit D ～と話をする sprechen mit D ～と話をする
sich unterhalten mit D～と語り合う sein verheiraten mit D～と結婚する

fen mit D ～をしかる handeln mit D ～を商う
ekannt machen mit 

schimp
D～に紹介する sein dekannt mit D ～と知り合いである

～をもてなす

d
zufrieden mit D ～に満足である aufhören mit D ～を止める
beginnen mit D ～を始める anfangen mit D ～を始める

wirten mit D
 
be

8
 

 
9) von 
 

richten nach D ～に向ける sich richten nach D ～に合わせる
schmecken nach D ～の味がする rufen nach D ～を求めて呼ぶ
sich erkundigen nach ～を問い合わせる fragen nach D ～の事を尋ねる

abhängen von D ～次第である erzählen von D ～を話して聞かせる
träumen von D ～を夢見る sich trennen von D ～と別れる

len von D ～から立ち直る sein beeindrucken vo
 
sich erho n～に感銘を受ける
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10) zu 

 
11) aus 

2) bei 

ehören zu D ～の一員である sich bereiten zu D ～の準備をする
gratulieren zu D ～のお祝いを言う

 
g

 

1
bestehen aus D ～から成り立っているsein aus D ～の出身である

 

 
sich bedanken bei D ～に感謝する
sich bewerben bei D ～に求職する halfen bei D ～を助ける

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご意見や気づきました点がありましたら、ご連絡ください。 
 
2002 年 9 月    アキ･アルテック株式会社 
    E-mail : info@aki-alltech.co.jp 
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