旧版 初めてのドイツ語 2017/07/27 まで

Gulasch.
グーラッシュ。
Dieser Computer ist sehr gut. Ich nehme diesen Computer.
このコンピュータは非常に良いです。 私は、このコンピュータを買います。
Diese Schuhe sind seher gut. Ich nehme diese Schuhe.
これらの靴は非常に優れています。 私はこれらの靴を買います。
Diese Kamera ist seher gut. Ich neme diese Kamera.
このカメラは非常に良いです。 私はこのカメラを買います。
Dieses Auto ist sehr gut. Ich nehme dieses Auto.
この車は非常に良いです。 私はこの車を買います。
Dieser Wein ist sehr gut. Ich nehme diesen Wein.
このワインは非常に良いです。 私はこのワインを想定します。
Welches Wörterbuch empfehlen Sie? Welchen Computer empfhlen Sie?
あなたはどの辞書をお勧めですか？ あなたは、コンピュータのどのような種
類をお勧めですか？
Welche Kamera empfiehlst du? Welche Schuhe empfehlen Sie?
にどのようなカメラをお勧めします あなたは？ あなたはどのような靴をお勧
めですか？
Welchen Wein empfiehlst du? Welches Auti empfiehlst du?
あなたはどのようなワインをお勧めですか？ あなたはどのような車をお勧め
ですか？
Gut, die nehmen ich.
まあ、私が想定しています。
Sie steht dir sehr gut.
それは非常によくあなたにぴったり。
Wie findest du diese Jacke?
どのようにこのジャケットが好きですか？
Mit dieser Essenmarke kannst du ein Hauptgericht und drei Beilagen
nehmen.
あなたは前菜と 3 つのおかずを取ることができ、この食事券。
Messer Gabel Löffel Serviette
ナイフ フォーク スプーン ナプキン
Beilage
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ガーニッシュ
Menü Gedeck Hauptgericht
メニュー カバー メインコース
Essen wir in der Mensa Mittag!
カフェテリア、我々昼食に食べます！
Ich glaube
私は思います
Alex: Schwierig! Ich glaube, ich nehme ein Wiener Schnizel.
アレックス：難しいです！ 私は、ウィナー・シュニッツェルを持っていると思い
ます。
Emi: Welches nimmst du denn?
えみ：あなたはそれを取るのですか？
schlecht
悪いです
Alex: Gyros, das ist griechisch und ist auch nich schlrcht.
アレックス：ジャイロ、ギリシャ語で、悪いことではありません。
Emi: Und was ist dann dieses Essen?
エミ：そして、この食べ物は何ですか？
Alex: Hm, Essen 1 ist Wiener Schnitzel. Das empfehle ich dir.
アレックス：まあ、食べ物は 1 Wienerschnitzel です。 私はあなたにお勧めし
ます。
Emi: Alex: Welches Essen empfiehlst du?
エミ：アレックス：あなたはどのような食品をお勧めですか？
Lektion 12
レッスン 12
Was ist dein Bruder von Beruf?
あなたの兄弟の仕事は何ですか？
Hast du Geschwister?
あなたは兄弟を持っていますか？
Wo wohnen deine Eltern?
どこにあなたの両親が住んでいますか？
Woher kommt deine Mutter?
あなたのお母さんはどこにいますか？
Meine Schwester ist Schülerin.
私の妹は学生です。
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Mein Zimmer ist groß.
私の部屋は大きいです。
Meine Eltern wohnen in Osaka.
私の両親は大阪に住んでいます。
Hast du/ Haben Sie Geschwister?
あなたは/あなたは兄弟を持っていたのですか？
Was ist dein Hobby?/ Ihr Hobby?
あなたの趣味は何ですか？/あなたの趣味は？
Was studierst du?/ studieren Sie?
あなたは何を勉強していますか？/あなたは勉強していますか？
Was bist du ( von Beruf )? / sind Sir ( von Beruf )?
あなたは（職業によって）何ですか？ /サー（職業）はありますか？
Woher kommst du?/ kommen Sie?
あなたはどこから来たの？/あなたはからありますか？
Wie ist dein Name?/ Ihr Name?
あなたの名前は？/あなたのお名前は何ですか？
Ich komme aus Japan, und meine Heimatstadt ist Osaka.
私は日本から来て、私の故郷は大阪です。
Emi: Hallo, mein Name ist Emi Aoyagi.
エミは：こんにちは、私の名前は、EMI 青柳です。
Schmidt: Nun, Emi, kannst du dich vorstellen?
シュミット：まあ、エミ、あなたは想像できますか？
Alex: Hallow, ich bin Alex. Ich wünsche euch hier viel Spaß.
アレックス：ハロー、私はアレックスです。 私はここであなたに多くの楽しみを
願っています。
Er unterrichtet mit und hilft euch bei allen Sachen.
彼はで教え、すべてのものにあなたを助けます。
Und das ist unser Tutor, Alex.
そして、これは私たちの家庭教師、アレックスです。
Ich freue mich, mit euch Deutsch lernen zu können.
私はあなたと一緒にドイツ語を学ぶことができることを嬉しく思います。
Schmidt: Guten Tag, mein Name ist Andrea Schmidt.
シュミット：良い日は、私の名前はアンドレア・シュミットです。
Haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder.
あなたが子供を持っていますか？ いいえ、私は子供を持っていません。
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Ist das deine Mutter? Nein, das ist nicht meine Mutter.
ことは、あなたのお母さんですか？ いいえ、それは私の母ではありません。
Seid ihr müde? Nein, wir sind nicht müde.
お疲れですか？ いいえ、私たちは疲れていないです。
Hat sie Durst? Nein, sie hat keinen Durst.
彼女はのどが渇いたのか？ いいえ、彼女はのどが渇いていないのです。
Hast du ein Fahrrad? Nein, ich habe kein Fahrrad.
あなたは自転車を持っていますか？ いいえ、私は自転車を持っていません。
Ich heiße Jeanne. Ich komme aus Paris und wohne jetzt in München. Ich
bin Lehrerin. Ich höre gern Music.
私の名前はジャンヌです。私はパリから来て、今、ミュンヘンに住んでいます。
私は教師です。私は音楽を聴いて楽しみます。
Ich heiße Hans. Ich komme aus Hamburg und wöhne jetzt in Berlin. Ich
bin Beamter. Ich mache gern Karate.
私の名前はハンスです。私はハンブルクから来て、ベルリンで今 wöhne。私
は公務員です。私は空手をやりたいです。
Ich bin Student. Ich spiele gern Fußball.
私は学生です。私はサッカーをするのが好きです。
Ich heiße Taro. Ich komme aus Osaka und wohne jetzt in Tokyo.
私の名前は太郎です。私は大阪出身で、現在は東京に住んでいます。
Emi hat Hunger. Emi hat keinen Hunger.
エミさん空腹。 エミは空腹ではありません。
Er hat kinder. Er hat keine Kinder.
彼は子供を持っています。 彼は子を持ちません。
Ich habe ein Auto. Ich habe kein Auto.
私は車を持っています。 私は車を持っていません。
Alex ist der Tutor der Klasse. Alex ist nicht der Tutor der klasse.
アレックスは、クラスの家庭教師です。 アレックスは、クラスの家庭教師では
ありません。
Sie ist müde. Sie ist nicht müde.
彼女は疲れています。 彼女は疲れていないです。
Ich bin Lehrer. Ich bin nicht Lehrer.
私は教師です。 私は先生ではないです。
Ski fahren Music hören reisen lesen
スキー 音楽を聴きます 旅 読みます
Karate/ Kendo/ Judo machen
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剣道/柔道空手を作ります/
Hausmann/ Hausfrau Angestellter/ Angestellte Schüler/ Schülerin
ハウスマン/主婦 スタッフ/従業員 学生/生徒
Student / Studentin Beamter/ Beamtin Lehrer/ Lehrerin
学生/学生 公式/役員 教師/教師
Emi: Nein, ich brauch kein Visum, denn ich bleibe hier nur 2 Monate.
エミは：私はちょうど 2 ヶ月ここに滞在しているためいいえ、私は、ビザは必要
ありません。
Alex: Dann brauchst du hier in Deutschland kein Visum.
アレックス：その後、あなたはビザなしでドイツで必要になります。
Emi: Nein, ich komme nicht aus China, sondern aus Japan.
エミ：いいえ、私は中国からではなく、日本からではないです。
Alex: Woher kommst du? Aus China?
アレックス：あなたはどこから来ましたの？中国から？
Emi: Ich heiße Emi Aoyagi.
エミ：私の名前はえみ青柳です。
Alex: Wie heißt du, bitte?
アレックス：あなたの名前は何ですか、してください？
Fahrrad
自転車
整理する
整理
かたずける
抛弃
Speisekarte Menü
メニュー メニュー
Wann willst du morgen abend zur Party gehen?
とき、あなたは明日の夜はパーティーに行くのだろうか？
Wann willst du heute nachmittag einkaufen gehen?
あなたはショッピング今日の午後に行くとき？
Wann willst du morgen vormittag zur Uni gehen?
とき、あなたは明日の朝は大学に行きたいですか？
Wann willst du heute abend ins Bett gehen?
とき、あなたは夜が今、ベッドに行きたいですか？
Wann willst du morgen aufstehen?
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とき、あなたは明日まで得るのだろうか？
Essen Sie doch noch ein Stück Kuchen!
まだケーキを食べます！
Sag das noch einmal!
再びそれを言います！
Kommt doch einmal zu uns!
私たちにもう一度来てください！
Fahr bitte nicht so schnell!
運転してください非常に高速ではありません！
Sprechen Sie bitte lauter!
大声で話してください！
Sie Schlafen Sie gut! Antworten Sie sofort! Sprechen Sie langsamer!
Seien Sie ruhig!
彼ら よく眠ります！ 即座に対応！ 遅くトーク！ 静かに！
ihr Schlaft gut! Antwortet sofort! Sprecht langsamer! Seid ruhig!
彼らの よく眠ります！ すぐに回答！ ゆっくり話します！ 静かに！
du Schlaf gut! Antworte sofort! Sprich langsamer! Sei ruhig!
君 よく眠ります！ すぐに回答！ ゆっくり話します！ 静かに！
früh
早いです
morgen früh
明日の朝
geute morgen morgen mittag gestern abend
今朝 明日の正午 昨夜
gestern heute morgen
昨日 今日 明日
Nacht in der Nacht/ nachts
夜 夜/夜間
Abend am Abend/ abends
夜 夕方/夜
Nachmittag am Nachmittag/ nachmittags
午後 午後/午後
Mittag am Mittag/ mittags
正午 正午/正午
Vormittag am Vormittag/ vormittags
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朝 朝/朝
Morgen am Morgen/ morgens
明日 朝/朝
Tobias: Gute Nacht, und schlaf gut!
トビアス：まあ良い夜と睡眠！
Emi: Gut, Einverstanden,
エミ：まあ、私は同意し、
Tobias: Dann frühstücken wir um hslb 8. O. K.?
TOBIAS：その後、我々は 8 O. K.過去半で朝食を持っていますか？
Emi: Um 7 Uhr.
エミ：午前 7 時。
Tobias: Ach, so. Aber wann willst du morgen aufstehen?
トビアス：ああ、それ。しかし、あなたは明日まで取得したいとき？
Emi: Nein, ich bin nicht so müde. Vielleicht wegen des Jet-Lags.
エミは：いいえ、私はとても疲れていませんよ。 おそらく、時差ぼけの。
Tobias: So, es ist schon zwölf. Du bist sicher müde, nicht wahr?
トビアス：だから、それは 12 となっています。 あなたは正しい、確かに疲れて
いますか？
Lektion 9
レッスン 9
Wo eßt ihr heute zu Mittag! Wir essen heute in der Kantine zu Mittag.
今日は昼食のためにどこを食べてください！ 今日は昼食のため食堂で食べ
ます。
Wo frühstückt er jeden Tag? Er frühstückt jeden Tag beim Stehimbiß.
彼は毎日、朝食を持ってどこ？ スナックを立ったとき、彼は毎日、朝食を持っ
ています。
Wo essen Sie heute zu Abend? Ich esse heute im Restaurant zu Abend.
あなたは夕食のために、今日はどこを食べていますか？ 私はレストランで今
日を食べます。
Ich esse ein Stück Brot. Ißt du auch ein Stück Brot?
私は一切れのパンを食べます。 あなたは一切れのパンを食べますか？
Ich esse ein Stück Kuchen. Essen Sie auch ein Stück Kuchen?
私はケーキを食べます。 ケーキを食べますか？
Ich trinke eine Flasche Bier, Trinken Sie auch eine Flasche Bier?
私は、ビールのボトルを飲みます また、ビールのボトルを飲みますか？
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Ich trinke ein Glas Wein. Trinkst du auch ein Glad Wein?
私はワインを飲みます。 あなたがワインを飲みますか？
Für uns ist das unglaublich.
私たちにとって、これは信じられないほどです。
Das ist für end unglaublich.
これは終わりのための信じられないほどです。
Fahren wir nach Hause! Machen Sie bitte den Einstufungstest!
私たちは家に帰ります！ プレースメントテストを提供してください！
Wie lange lernst du schon Deutsch?
どのくらいの期間は、すでにドイツ語を学びましたか？
Was möchtest du?
あなたは何をしたいですか？
Wie geht es dir?
お元気ですか？
Trinkst du auch ein Glas Wein?
あなたがワインを飲みますか？
Spricht deine Mutter auch Englisch?
あなたのお母さんは、英語を話しますか？
Hast du Hunger?
空腹ですか？
Ich komme aus Japan. Mein Name ist Emi Aoyagi. Sie kann auch
Französisch..
私は日本から来ました。 私の名前はえみ青柳です。 あなたはフランス語も
できます。..
Ich esse ein Stück Brot/ Kuchen. zwei Stück... drei Stück...
私はパン/ケーキを食べます。 2 枚...そのうちの 3 ...
eine Flasche Bier. ein Bier, einen Kaffee/Tee, eine Cola.
ビールのボトル。 ビール、コーヒー/紅茶、 コーラ。
Ich trinke ein Glas Wein. zwei Glas... drei Glas...
私はワインを飲みます。 二枚のガラス... 3 枚のガラス...
Frühstück frühstücken Mittagessen zu Mittag essen Abendessen zu
Abend essen
朝食 朝食 ランチ ランチ 夕食 SUP
Emi: Ja, gerne!
エミ：はい、してください！
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Vater: Übrigens, trinkst du auch ein Glas Wein?
父：ところで、あなたはワインを飲みますか？
Emi: Na ja, so ist es auch nicht.
エミ：まあ、そうではありません。
ja fast
殆ど
Mutter: Wirklich? Dann kocht deine Mutter js fast immer, nicht wahr?
母：本当に？そして、あなたのお母さんジュ・クックスほとんどいつも、そうでは
ありませんか？
Emi: Ach so! Für und ist das unglaublich. Wir essen dreimal warm.
えみ：ああ！以下のためのそれは信じられないほどです。 私たちは、暖かい
3 回食べます。
Mutter: So Emi, guten Apprtit! Weißt du, wir essen abendd immer kalt.
母：だからエミ、食欲！ あなたが知っている、私たちは常に冷たい夕食を食
べます。
Lektion 8
レッスン 8
unglaublich
信じられません
den Einstufungstest!
プレースメントテスト！
Weißt du
あなたが知っています
Sprecht ihr auch Englisch? Nein, aber wir sorechen Französisch.
あなたも英語を話せますか？ いいえ、私たちはフランス語を話します。
Spricht Tari auch Französisch? Nein, aber er spricht Italienisch.
タリもフランス語を話しますか？ いいえ、彼はイタリア語を話し。
Sprichst du auch Chinesisch? Nein, aber ich spreche Koreanisch.
うまくいけ中国語を話せますか？ いいえ、私は韓国語を話します。
Wie lange warten Sie schon hier? Seit zehn Minuten warte ich hier.
どのくらいここであなたを待っていますか？ 10 分のために私はここで待って
います。
Wie lange lernt ihr schon Englisch? Seit sechs Jahren lernen wir
Englisch.
あなたはどのくらい英語を勉強されていますか？ 6 年間、私たちは英語を学
びます。
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Wie lange lernst du schon Deutsch? Seit zwei Jahren lerne ich Deutsch.
どのくらいの期間は、すでにドイツ語を学びましたか？ 2 年間、私はドイツ語
を勉強しています。
Österreich Österreicher Österreicherin Deutsch
オーストリア オーストリア オーストリア ドイツ語
Korea Koreaner Koreanerin Koreanisch
韓国 韓国語 韓国語 韓国語
Japan Japaner Japanerin Japanisch
日本 日本の 日本の 日本の
Italien Italiener Italienrin Italienisch
イタリア イタリア語 Italienrin イタリア語
Frankreich Franzose Französin Französisch
フランス フランス人 フランス人 フランス語
England Engländer Engländerin Englisch
イングランド 英語 Englishwoman 英語
pEngland Engländer Engländerin Englisch
pengland 英語 Englishwoman 英語
Deutschland Deutscher Deutsche Deutsch
ドイツ ドイツ語 ドイツ語 ドイツ語
China Chinese Chinesin Chinesisch
中国 中国の 中国の 中国の
Amerika Amerikaner Amerikanerin Englisch
アメリカ アメリカン アメリカン 英語
lessen liest liest
少なくなります 読み込み 読み込み
sehen siehst sieht
見ます 見て ルックス
geben gibst gibt
与えます 与えます あります
sprechen sprichst spricht
話します 話します 話します
fahren fährst fährt
行きます 予定されています ドライブ
Seit einre Stunde Seit zhen Minuten warte ich hier.
時間 10 分以降 私はここで待っています。
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Seit einem Tag ist er krank.
1 日以来、彼は病気です。
aseit sechs Wochen Seit einer Woche Seit fünf Tagen
6 週間 aseit 週間 5 日間
Seit einem Monat wohne ich hier in Tokyo.
月のために今私はここ東京に住んでいます。
Seit zen Jahren Seit einem Jahr Seit acht Monaten
禅年以来 今年の 8 ヶ月間
ja super!
とても素晴らしいです！
Mutter: Spricht deine Mutter auch Englisch? Das ist ja super!
母：あなたのお母さんと英語を話しますか？それは素晴らしいです！
Emi:Nein, aber sie sprechen Englisch.
エミ：いいえ、しかし、彼らは英語を話します。
Mutter: Sprechen Deine Eltern auch Deutsch?
母：ドイツ語もあなたの両親を話しますか？
Emi: Seit zeei Jahren lerne ich Deutsck.
エミ：2 年間、私はドイツ語を勉強しています。
Voter: Wir lange lernst du schon Deutsch?
投票者：私たちは長い間あなたはすでにドイツ語を学びましたか？
Guten Morgen Guten Tag Auf Wiedersehen
おはようございます 良い一日 さようなら
Wie heißt die Dame? Sie heißt Nancy Wiliams.
女性は何ですか？ 彼女の名前はナンシー・ウィリアムズです。
Wie heißt der Herr? Er heißt Max Meyer.
主の名前は何ですか？ 彼の名前はマックス・マイヤーです。
Wie heißen Sie? Ich heiße Andrea Schmidt.
あなたの名前は何ですか？ 私の名前はアンドレア・シュミットです。
Wie heißt er? Er heißt Taro Suzuki.
彼の名前はなんですか？ 彼の名前は鈴木太郎です。
Wie heißt du? Ich heiße Emi Aoyagi.
お名前は何ですか？ 私の名前はえみ青柳です。
Was ist das? Das ist ein Bild.
それは何ですか？ これは写真です。
Was ist das? Das ist ein Tisch.
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それは何ですか？ これはテーブルです。
Was ist das? Das ist ein Buch.
それは何ですか？ これは本です。
Was ist das? Das ist ein Biich.
それは何ですか？ これは Biich です。
Was ist das? Das ist eine Tasche.
それは何ですか？ これは、バッグです。
Was ist das? Das ist ein Kugelschreiber.
それは何ですか？ これはペンです。
Ich heiße Emi Aoyagi.
私の名前はえみ青柳です。
Wie heißt du? / heißen Sie?
お名前は何ですか？ /あなたの名前は？
Mein Name ist Emi Aoyagi.
私の名前はえみ青柳です。
dein
あなた
Wie ist dein/Ihr Name?
あなた/あなたの名前は何ですか？
ein eine ein eines einer eines einem einer einem einen eine ein
AAAA
Ich habe Ihre Frage nicht verstanden.
私はあなたの質問を理解していませんでした。
Bitte, wiederholen Sie Ihre Frage!
あなたの質問を繰り返してください！
Bitte, noch einmal!
してください、もう一回！
Bitte, och einmal!
、一度 OCH してください！
Bitte, noch langsamer!
さらに遅い、してください！
itte, noch langsamer!
イッテ、さらに遅いです！
Bitte?/Wie bitte?
？/私はお選びください？
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Alex: Jede Klasse hat einen Totor oder eine Tutorin.
アレックス：各クラスは Totor や家庭教師を持っています。
Emi: Ach si! Jetzt weiß ich's.
エミ：ああ SI！今私は知っています。
Alex: Tutor. Das ist auf englisch „tutor".
アレックス：家庭教師。これは、英語で「家庭教師」です。
Emi: Wie bitte? Tu...?
エミ：何？火...？
Alex: Ich heiße Alex. Ich bin der Tutor der Klasse.
アレックス：私の名前はアレックスです。 私はクラスの家庭教師です。
Eni: Ja. Ich heiße Emi.
エニ：はい。私の名前はエミです。
Alex: Hallo, lernst du auch in der Grundstufe?
アレックス：こんにちは、あなたは基本的なレベルで学びますか？
Die Bücher sind teuer.
本は高価です。
Die Taschen sind groß.
袋は素晴らしいです。
Die Kugelschreiber sind praktisch.
ペンは実用的です。
Das Buch ist teuer.
この本は高価です。
Die Tasche ist groß.
バッグは大きいです。
Der Kugelschreiber ist praktisch.
ペンが便利です。
Ich danke Ihnen für Iher Freundlichkeit!
ご親切にありがとうございます！
Vielen Dank für Ihre Einladung! Gern geschehen!
ご招待いただき、ありがとうございます！ どういたしまして！
Nichts zu danken!
どういたしまして！
Bitte! Vielen Danke! Bitte schön / sehr!
してください！ ありがとうございます！ ここに行く/たくさん！
Danke! Danke schön / sehr!
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ありがとうございます！ /たくさんのありがとう！
Emi: Da bin ich beruhigt. Danke!
エミ：私は安心しています。ありがとうございます！
Frau: Keine Sorge! Er dauert nur 30 Minuten.
女性：心配しないでください！それだけで 30 分かかります。
Emi: O.K. Wie lange dauert der Test? Eine Stunde oder zwei Stunden?
エミ：O. K.テストはどのくらいですか？ 1,2 時間？
Frau: In dem Raum da drüben.
女性：あそこの部屋で。
Emi: Wo macht man den Test?
えみ：あなたがテストを行うのですか？
Frau: Grüß Gott, Frau Aoyagi! Machen Sie bitte zuerst den
Einstufungstest!!
女性：こんにちは、さん青柳！ プレースメントテストをチェックアウトしてくださ
い！
Emi: Giten Tag, mein Name ist Aoysgi.
エミ：良い日は、私の名前は青柳です。
Kommen Sie nicht aus Deutschland? Doch, ich komme aus
Deutschland. Nein, ich komme aus Frankreich.
ドイツから来ないのですか？ しかし、私はドイツから来ました。 いいえ、私は
フランスから来たんです。
Kommst du nicht aus Japan? Doch, ich komme aus Japan. Nein, ich
komme aus China.
あなたは日本から来ていませんか？ しかし、私は日本から来ました。 いい
え、私は中国から来たんです。
Sind Sie nicht Lehrer? Doch, ich bin Lehrer. Nein, ich bin Tutor.
あなたは教師ではありませんか？ はい、私は教師です。 いいえ、私は教師
です。
ist du nicht Taro? Doch, ich bin Taro. Nein, ich bin Kenta.
あなたは太郎ではないでしょうか？ しかし、私は太郎です。 いいえ、私は健
太です。
Ist Tobias aus Deutschland? Ja, er ist aus Duets hland.
トビアスは、ドイツからですか？ はい、彼はドイツからです。
Habt ihr Durst? Ja, wir haben Dust.
あなたはのどが渇いていますか？はい、私たちはほこりを持っています。
Kommen Emi und Taro aus Japan? Ha, sie kommen aus Japan.
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日本からの EMI と太郎来ますか？ ハ、彼らは日本から来ました。
Hat Emi Hunger? Ja, sie hat Hunger.
エミは空腹持って？はい、彼女は空腹です。
Doch , die Autobahn in Japan ist kostenlos.
しかし、日本では高速道路は無料です。
Nehmen wie den Bus / ein Taxi!
こうしたバス/タクシーなどの企業！
Ich fahre mit dem Fahrrad / Bus / Taxi zum Bahnhof.
私は駅まで自転車/バス/タクシーで行きます。
Ich fahre mit dem Auto / Wagen nach Hamburg.
私は、ハンブルグへ車/バンで駆動します。
Tobias : Ach so, wir in England!
TOBIAS：ああ、私たちイギリスの！
Emi : Nein , sie ist sogar sehr teuer. Und wir fahren links.
エミ：いいえ、彼女も非常に高価です。 そして、私たちは左折します。
Tobias: Ja, genau. Ist die Autobahn in Japan nicht kostenlos?
トビアス：はい、まさに。日本での高速道路は無料ではありませんか？
Emi: Ist die Autobahn hier kostenlos?
エミ：高速道路は無料でここですか？
Toblas : Hast du Angst? Gut. Jetzt fahre ich nicht so schnell.
トビアス：あなたは恐れていますか？わかりました。 今、私は非常に高速駆
動しません。
Emi: Du Tobias, bitte nicht so schneii!
エミ：あなたトビアス、してください非常に高速ではありません！
Lektion 4
レッスン 4
München ? Wo ist das denn ? München liegt in Süddeutschland.
ミュンヘン？ どこですか？ ドイツ南部ミュンヘン、。
Hamburg? Wo ist das denn ? Hamburg liegt in Norddeutschland.
ハンブルク？どこですか？ ハンブルクはドイツ北部に位置しています。
Woher kommen Sie ? Ich komme aus Frankreich.
どこから来たのか？ 私はフランスから来ました。
Woher kommst du ? Ich komme aus Deutschland.
どこから来たのか？ 私はドイツから来ました。
Eltern, Kind, Sohn, Tochter, Geschwister
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親、子供、息子、娘、兄弟
Vater, Mutter, Bruder, ich, Schwester
父、母、兄、私、妹
Wo bist du her / sind Sie her? Ich bin aus Japan.
あなたがからだ/あなたはどこから来ましたの？ 私は日本から来ました。
Woher bist du / sind Sie ? Ich bin aus Japan.
/あなたはどこにいるのさ？ 私は日本から来ました。
Woher kommst du / kommen Sie ? Ich komme aus Japan.
あなたはどこから/あるからですか？ 私は日本から来ました。
Emi: Osaka liegt in Westjapan.
エミ：大阪は西日本に位置しています。
Mutter: Osaka ? Wo ist das denn?
母：大阪？どこですか？
Emi: Ja, Ich komme aus Osaka.
エミ：はい、私は大阪から来ました。
Du kommst aus Japan, nicht wahr?
あなたは正しい、日本から来ましたか？
Vater: Gut. Aber duzen wir uns! O. K.?
父：良いです。しかし、我々は条件に名前を付けます！ O. K.？
Emi: Danke, gut. Und Ihnen?
エミは：良い、ありがとう。おまえは？
Vater: Guten Tag, Emi. Willkommen bei uns! Wir geht's?
父：良い一日、エミ。 ようこそ！私たちはあなたをしていますか？
Tobias: Jetzt sind meine Eltern da.
トビアス：今、私の両親があります。
Lektion 3
レッスン 3
Was möchten Sie, Milch oder Saft?
あなたは、牛乳やジュースを何をしたいですか？
Was möchten Sie, Weißwein oder Rotwein?
あなたは、白や赤、ワイン、何をしたいですか？
Was möchtest du, Bier oder Wein?
あなたはビールやワインを何をしたいですか？
Was möchtest du, Cola oder Fanta?
あなたはコーラやファンタ何をしたいですか？
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Haben Sie Zahnschmerzen? Ja, ich habe heftige Zahnschmerzen.
あなたは歯痛を持っている場合は？ はい、私は暴力的な歯痛を持っていま
す。
Haben Sie Durst? Ja, ich habe großen Durst.
あなたはのどが渇いていますか？ はい、私は偉大な喉の渇きを持っていま
す。
Hast du Kopfschmerzen? Nein, ich habe keine Kopfschmerzen.
あなたは頭痛がありますか？ いいえ、私は頭痛を持っていません。
Hast du Angst? Nein, ich habe keine Angst.
あなたは恐れていますか？いいえ、私は恐れていませんよ。
Was möchtest du/ möchten Sie ( gern ), Kaffee oder Tee? Kaffee, bitte.
何がしたい/あなたは（のような）、コーヒーまたは紅茶したいですか？コーヒ
ー、してください。
Zeit Lust
時間 欲望
..., mit mir ins Konzert zu gehen?
...コンサートに私と一緒に行きますか？
Hast du/ Haben Sie Zeit, mit mir ins Kino zu gehen?
あなたは/あなたが映画に私と一緒に行く時間を持っていたのですか？
Hast du: / Haben Sie Zeit, ...?
あなたは DID： /あなたは時間を持っていますか...？
Angst. Sorgen. Glück.
恐怖。 悩み。 幸福。
Ich habe Fieber. Kopfschmerzen,/ Bauchschmerzen,/ Zahnschmerzen.
高熱があります。 頭痛/ 腹痛、/ 歯痛。
Tobias: Natürlich! Hier, bitte sehr!
トビアス：もちろん！ ここに行きます！
Tobias: Natürlich!
トビアス：もちろん！
Emi: Hast du Tee?
えみ：あなたはお茶を持っていますか？
Tobias: Was möchtest du? Cola, Kaffee, Bier ...
トビアス：あなたは何をしたいですか？ コーラ、コーヒー、ビール...
Emi: Ja, ein bißchen.
エミ：はい、少し。
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Tobias: Hast du Durst?
トビアス：あなたはのどが渇いたのか？
Emi: Nein, ich habe keinen Hunger.
エミは：いいえ、私は空腹ではありませんよ。
Tobias: Hast du Hunger?
トビアス：あなたは空腹ていますか？
Wir oft muß ich diese Medizin nehmen?
どのくらいの頻度私はこの薬を使用する必要がありますか？
die Medizin
医学
der Fuß / das Bein
足/脚
Was studiert Annette? Sie studiert Geologie.
何がアネットを勉強しましたか？ 彼女は地質学を勉強しました。
Umzug
パレード
die Watte
バッティング
Sag mal,
、と言います
SAG mal,
SAG 回、
Wird sie bald wier gesund?
彼女はよくすぐに得るのだろうか？
aus
から
Sie leben
彼らは生きます
lemen
lemen
meine guten Kinder meiner guten Kinder einen guten Kindern meine
guten Kinder
私の良い子供たち 私の良い子供たち 良い子供たち 私の良い子供たち
leben
生きます
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können
缶
Ich
私
Studiert Ihr Sohn immer noch in Amerika?
アメリカではまだあなたの息子を勉強？
In meinem Zimmer sind keine Handtücher.
私の部屋にはタオルがありません。
Ян1oich meiner
Ян1oich 私
ich bin
アイム
ection 3
ection 3
ein Baum , eine Blume , ein Haus
木、花、家
Er geht auf die Straße.
彼は通りに入ります。
König
王
Saal, leer, Boot, deutschb
ルーム、空、ボート、ドイツ語
von Frankreich zur Schweiz.
フランスからスイスへ。
Ich habe Kopfschmerzen.
私は頭痛を持っています。
Ich habe Kopfschmerzen
私は頭痛を持っています
AIch bin Japaner.
愛知は日本です。
Zwiebel
タマネギ
t
トン
Eine kleine Dame
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少し女性
bequem
快適
GEGENTEIL
反対の
ZUR BEACHTUNG
重要
Katze ist krank
猫が病気であります
der Freund / die Freundin
友人/ガールフレンド
QaAUDGANFT
QaAUDGANFT
Ge
Ge の
Glück
幸せ
Gidrun und Günter leben auf gut Glück.
グドルンとギュンターはランダムに住んでいます。
Au
金
Wir hatten heute Japaner zu Besuch.
今日は日本を訪問しなければなりませんでした。
MONSTE
MONSTE
der Wochentag
平日
letzte
最新の
der Morgen
朝
Annette nimmt den Toaster in die Uni mit.
アネットは、大学とトースターを取ります。
In Frankfurt am Main gibt es einen Flughafen.
フランクフルトでは空港があります。
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Was ist mit den Toaster? Ich glaube, der Toaster ist kaputt.
トースターはどう？ 私はトースターが壊れていると信じています。
Su
蘇
dreizehn / dreizehnte vierzehn / vierzehnte
13 /第十三 14 /第十四
Zehn
10
Schön, wieder euch mit euch im Restaurant zu frühstücken!
レストランであなたと一緒に朝食を持っているあなたにニース！
Frankfurt Freund
フランクフルト 友人
Frankfurt
フランクフルト
ZAHLEN
図面
dieser
本
Der Papagei
鸚鵡
Section 17
セクション 17
sein
彼の
Sie steht immer früh auf.
彼女は早く、常に上昇します。
sehr
非常に
Kapitel
章
Se
SE
Guten tag. Wie geht es ihnen? Wie geht's?
今日は。 お元気ですか？ お元気ですか？
Sehr freundlich von Ihnen！
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あなたの非常に親切！
Mehr interessantest
より興味深い A
Ja. / Nein.
はい。 /いいえ
Ich freue mich.
私は嬉しく思います。
Ich heiße Kyoko Sato,
私の名前は京子佐藤あり、
Ich bin Angesterllter.
私は従業員です。
Aperitif
食前酒
Wie spät ist es?
それは何時ですか？
Möchten Sie einen Aperitif?
あなたはドリンクをご希望ですか？
Bratwurst Glühwein
ブラートヴルスト ホットワイン
Hieben
ストローク
Ich möchte das Schloss besichtigen.
私は城を訪問したいと思います。
Nächsten
次
Können Sie bitte das Fenster öffen?
あなたは、ウィンドウを開くことができますしてください？
Gibt es eine Bank hier in der Nähe?
この近くに銀行はありますか？
Tobaks: Hallo, bist du Rmi?
Tobaks：こんにちは、あなたは RMI をしていますか？
Auf Wiedersehen! Tschüss / Tschüss!
さようなら！ さようなら/さようなら！
Auf
上の
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Gemüse im Gerten Vollmond im Oktober istromantisch.
野菜作物で 10 月 istromantisch で満月。
Und dir / Ihnen?
そして、あなた/あなたは？
Wie geht es dir? Danke, es geht, Und dir?
お元気ですか？ ありがとう、それが来て、あなたは？
Nächsten Monat werde ich nach Deutschland fahren.
来月私はドイツに行きます。
es sind
あります
wie
どのように
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