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(2017/08/24 木)まで

Lektion12~Lektion 18

Am Wocheende möchte ich einen Ausflug nach Rothenburg mach.
週末はローテンブルクへの遠足をしたいと思います。
Was möchte du am Wocheende machen?
週末に何をしたいですか？
Ich möchte Wiener Schnizel essen.
私はウィナーシュニッツェルを食べたい。
Was möchten Sie trinken?
何を飲みたいですか？
Lust habe ich schon. aber keine Zeit.
私はすでに喜びを持っています。しかし、時間がない。
Leider habe ich keine Zeit.
残念ながら私は時間がありません。
Leider kann ich nicht mit konnen.
残念ながら私は一緒にすることはできません。
Ja, sehr gern. Ja, gute Idee.
はい、非常に。 はい、いい考えです。
Wollen wir zusammen trinken gehen?
一緒に飲みに行こうか？
Wollen wir zusammen ins Kino gehen?
一緒に映画に行きたいですか？
Wollen wir zusammen ins Konzert gehen?
一緒にコンサートに行きたいですか？
Ich möckte einen Kuli.
私はクーリーが欲しかった。
Was möchten Sie ?
あなたは何をしたいですか？
Was möchte eine Tasse Kaffee trinken?
何杯のコーヒーが好きですか？
sie/ Sie/ möchten
彼女/彼女/それは/彼女/彼女/それ/彼女/
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wir möchten ihr möchtet
私たちは望みます あなたが欲しい
ich möchte du möchtest
私は欲しい あなたが欲しい
Must du immer fleißig arbeiten?
あなたはいつも勤勉に働いていますか？
Arbeitest du immer fleißig?
あなたはいつも勤勉に働いていますか？
Ich spiele gut Klavier. Ich kann gut Klavier spielen.
私はピアノをうまく演奏する。 私はピアノを弾くことができます。
mögen ~ wollen ~ sollen ~
好き 欲しい すべき
können ~ müssen ~ dürfen ~
缶 なければならない 5 月
trinken gehen italienisch essen gehen
飲みに行く イタリア料理
ins Theater gehen ins Café gehen
劇場に行くには カフェに行く
ins Konzert gehen ins Kino gehen
コンサートに行くには 映画館に行くには
Haben Sie Zeit, mit mir ind Konzert zu gehen?
あなたは私のインコンサートと一緒に行く時間がありますか？
Gehen wir zusammen ins Konzert?
一緒にコンサートに行くの？
Emi: Moment ... Da geht es.
Emi：瞬間...そこに行く。
Tobias: Ach so, das ist schade! Eie ist es dann am nächsten
Wochenende?
トビアス：ああ、残念だよ！それでは、来週末はどうですか？
Emi: Da mache ich mit der Klasse einen Ausflug nach Regensburg.
Emi：レーゲンスブルクへの旅行に行く予定です。
Tobias: Wieso denn? Must du arbeiten?
トバイアス：なぜ？あなたは仕事をしなければなりませんか？
Emi: Dieses Wochenende? Ach, ich kanm nicht.
Emi：今週末？ああ、できません。
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Tobias: Du, Emi, wollen wir am Wochenende in die Berge fahrenp?
トバイアス：あなた、エミ、週末に山に行きたいですか？
Tobias: Du, Emi, wollen wir am Wochenende in die Berge fshren?
トバイアス：あなた、エミ、週末に山に行きたいですか？
Lektion 18
レッスン 18
洋梨
洋ナシ
柚
グレープフルーツ
der Biergarten
ビアガーデン
Was machst du im August? Im August fahre ich and Meer.
8 月に何をしていますか？ 8 月に私は海に行きます。
Was machst du im August? Im August fshre ich and Meer.
8 月に何をしていますか？ 8 月に私は海に行く。
Was machst du am Wochenende? Am Wochenende gehe ich ins
Kino.
週末は何をしていますか？ 週末に私は映画館に行きます。
Wohin strllen wir diesen Computer? Auf den Tisch, bitte!
このコンピュータはどこから手に入りますか？ テーブルで、してください！
Wi ist denn mein Wörterbuch? Es liegt auf dem Tisch.
私の辞書はどこですか？ それはテーブルの上にある。
Wohin gehen Sie heute? Heute grhe ich in der Stadt.
今日はどこに行くの？ 今日私は街にいます。
Wo wohnen Sie jetzt? Jetzt wohne ich inder Stadt.
今どこに住んでいますか？ 今私は街に住んでいます。
Am Sonntag gehe ich mit meiner Freundin ins Kino.
日曜日、私はガールフレンドと共に映画館に行きます。
im < in dem ins < in das vom < von dem zum < zu dem zur < zu der
Im < 〜に から <へ <へ
Wohin stellst du den Computer ? Ich stlle ihn auf den Tisch.
どこにコンピュータを置いていますか？ 私は彼をテーブルの上に置いた。
Wo steht der Computer ? Er steht auf dem Tisch.
コンピュータはどこですか？ 彼はテーブルの上に立つ。
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Wohin fährt er ? Er fährt in die Stadt.
彼はどこに行くの？ 彼は町に行く。
an~ auf ~ hinter ~ in~ neben ~ Über ~ unter ~ vor ~ zwischen~ ~
〜 〜に〜 背後〜 中〜 次の〜 〜について〜 〜の下に 〜の前に〜 〜
の間 〜
1 DM= eine Mark
1 DM = 1 つのマーク
60 DM= sechzig Mark 24,90 DM=vierundzwanzig Mark neunzig
60 DM = 60 マーク 24.90 DM = 24 マーク 90
Reisescheck Scheck
トラベラーズチェック チェック
Bargeld Kleingeld
現金 小さな変更
Geld Bank Geldschein Münze
お金 銀行 法案 コイン
hundert zweihundert zweihundertdreiundfüfzig
百 二百 zweihundertdreiundfüfzig
Einen Moment, bitte!
ちょっと待ってください！
Geld wechseln zu ~
お金 変更 〜に〜
Mann 2: Auf Wiedersehen!
男 2：さようなら！
Emi: Danke, auf Wiedersehen!
Emi：ありがとう、さようなら！
Mann: 2: Einen Moment, bitte! Einhundert, zweihundert,
zweihundertfünfzig, zweihundedertdrriundfünfzig, So, bitte seher.
Man：2：ちょっと待ってください！百二十二二百三十三だから、どうぞ、見てく
ださい。
Mann: 2: Einen Moment, bittr! Einhundert, zweihundert,
zweihundertfünfzig, zweihundedertdrriundfünfzig, So, bitte seher
男：2：一瞬、bittr！百二二二二三二三、だから、どうぞ、見てください
Emi: Dank. ...Guten Tag, ich möchte diese Yen in D• Mark
wechselen, bitte.
Emi：ありがとう。 ...こんにちは、私は D でこれらの円を変更したいです•マー
ク、してください。
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Mann1: Gehen Sie zu Schalter 3.
Man1：スイッチ 3 に移動します。
Emi: Wo kann ich Geld wechseln?
Emi：どこでお金を変えることができますか？
Lektion 17
レッスン 17
Nein, ich fahre mit meiner Mutter.
いいえ、私は母と一緒に行きます。
Fahren Sie mit Ihrem Vater ?
あなたはあなたの父親と一緒に行くのですか？
Fahren Sie mit dem Bus ? Nein, ich fare mit der U-Bahn.
あなたはバスで来ますか？ いいえ、私は地下鉄に乗っています。
Fahren Sie mit dem Auto? Nein, ich fahre mit dem Zug.
車で旅行していますか？ いいえ、私は電車に行きます。
Morgen fahre ich nach Berlin.
明日はベルリンに行きます。
Wohin fahren Sie denn morgen?
明日はどこに行くの？
Eine Karte nach Japan kostet 2 Mark.
日本への航空券は 2 点です。
Entschuldigung, was kostet eine Postkarte nach Japan?
申し訳ありませんが、日本にははがきは何ですか？
Wegen des Schnees hat der Zug eine Stunde Verspätung.
雪のため列車は 1 時間遅れています。
trotz ~ während ~ wegen ~
にもかかわらず 中 〜のため
Vielen Dank für dei Einladung!
招待ありがとう！
ohne ~ um ~
なし 〜に〜
durch ~ für ~
〜によって〜 〜のために〜
Morgen fare ich mit dem Zug nach Berlin.
明日は電車に乗ってベルリンに行きます。
seit ~ von ~ zu ~
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以来 〜の〜 〜に〜
aus ~ bei ~ mit~ nach ~
〜から〜 〜で〜 〜 〜の後
Bitte vorsichtig behandeln !
慎重に扱ってください！
Adresse Absender Empfänger
アドレス 送信者 受信機
Eilpost Einschreiben Postleitzahl
至急便 入学 郵便番号
mit Luftpost Schiff
航空便で 船
Umschlag Briefpapier
封筒 文房具
Paket Päckchen Sonderbriefmarke
パッケージ パケット 記念スタンプ
Post Postamt Postkasten Postkarte Ansichtskarte Brief
郵便 ポストオフィス 郵便ポスト 葉書 葉書 手紙
Mann: Das macht zusammen 32 Mark.
Man：それは 32 点を一緒にします。
Emi: Eine zu 12 Mark, bitte!
Emi：1 から 12 のマーク、してください！
Mann: Selbsfverständlich, Wollen Sie eine zu 12 Mark oder zu 50
Mark?
Man：もちろん、1 から 12 のマークか 50 のマークがほしいですか？
Haben Sie auch Telefonkarten?
あなたは電話カードを持っていますか？
Emi: Dann geben Sie mir bitte 10 Briefmarken zu 2 Mark.
Emi：それから 2 点に 10 点の切手をくれてください。
Mann: Eine Kartr nach Japan kostet 2 Mark.
Man：日本への切符は 2 点です。
Emi: Guten Morgen, was kostet eine Postkartr nach Japan?
Emi：おはよう、日本にははがきは何？
Lektion 16
レッスン 16
Nein, das ist der Computer meiner Kinder.
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いいえ、これは私の子供たちのコンピュータです。
Nein, das ist der Computer meines Kindes.
いいえ、これは私の子供のコンピュータです。
Nein, das ist der Computer meiner Mutter.
いいえ、これは私の母のコンピュータです。
Nein, das ist der Computer meines Vaters.
いいえ、これは私の父のコンピュータです。
Ist das Ihr Computer?
これはあなたのコンピュータですか？
Gehen Sie hier immer geradeaus, dann dort nach rrchts!
右そこ、まっすぐここに行きます！
Entschuldigung, wo ist das Hotel „Mozart"?
すみません、どこで「モーツァルト」のホテル？
Die Tasche meiner Frau ist sehr teuer.
バッグは私の妻は非常に高価です。
Das ist das Auto meines Vaters.
それは私の父の車です。
Wann kommt Peter? Er kommt morgen.
ときにピーターはありますか？ 彼は明日来ています。
Wo wohnen Sie? Ich wohne jetzt in Osaka.
どこに住んでるの？ 私は今、大阪に住んでいます。
wann wo wer was warum/ wieso wir woher wohin
とき どこ 誰 何 なぜ/なぜ 我々 そこから ゆくえ
über die Brüke, dann rechts
橋の上に、右
bei der Ampel nach rechts
右へのトラフィックの光で
die erst / zweite / dritte Straße nach links
左側の第 1 /第 2 /第 3 通り
dort nach links ( rechts )
そこに（右）左へ
Gehen Sie hier immer geradeaus!
まっすぐここに行きます！
Wie komme ich zum Rathaus?
市役所への行き方？
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Passant: Gern geschehen!
アンパッサン：どういたしまして！
Emi: Danke schön!
えみ：ありがとう！
Passant: Ach ja ! Jetzt weiß ichs. Gehen Sie hier geradeaus, dann
dort nach links! Dann sehen Sie auf der rechten Seite das Hotel.
アンパッサン：ああ！今白い EGO。 そこに左に、まっすぐここに行きます！
その後、右側にホテルを参照してください。
Passant: Ach ja ! Jetzt weiß ich's. Gehen Sie hier geradeaus, dann
dort nach links!
アンパッサン：ああ！今私は知っています。 そこに左に、まっすぐここに行き
ます！
Emi: Ich weiß nur, es ist in der Nähe des Rathauses..
エミ：私はちょうどそれが町役場の近くに知っています...
Passant: Wie heißt das Hotel? „Germania"? Hm ...
アンパッサン：ホテルは何ですか？ 「ゲルマニア」？フム...
Emi: Entschuldigung, wo ist das Hotel „Germanla"?
エミ：すみません、どこで「ゲルマニア」ホテル？
Lektion 15
レッスン 15
Es gehört mir.
それは私のものです。
Es gehört dem Kind dort.
それはそこに子供に属します。
Es gehört der Frau dort.
それはそこに女性に属します。
Es gehört dem Mann dort.
それはそこに男に属します。
Wem gehört das Buch hier?
その本がここに属している場合は？
Wem cehört das Buch hier?
その本は、ここに cehört 場合は？
Geben Sie ir bitte ein Kännchen Tee!
IR は、お茶のポットを喜ばしてください！
Geben Sie mir bitte eine Tasse Kaffe!
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私はコーヒーのカップを与えてください！
Was möchten Sie? Geben Sie mir bitte ein Glas Bier!
あなたは何をしたいですか？ 私はビールのグラスを教えてください！
Ich gebe ihm ein Heft. Das Auto gehört ihm.
私は彼に本を与えます。 車は彼に属します。
uns Sie euch sie
米国 彼ら 君 彼ら
mich Sie dich ihn sie es
私に 彼ら 君 それは 彼ら それは
uns Ihnen euch ihnen
米国 君 君 それら
mir Ihnen dir ihm ihr ihm
私に 君 君 それは 彼らの それは
wir Sie ihr sie
我々 彼ら 彼らの 彼ら
er sie es
彼 彼ら それは
ich Sie du
私 彼ら 君
Ich gebe dem Kind ein Heft. Das Auto gehört dem Mann.
私は子供に本を与えます。 車は人に属します。
ihm ihr ihm ihnen
それは 彼らの それは それら
meinem Mann meiner Frau meinem Kind meinen Kindern
私の夫 私の妻 私の子供 私の子供たち
einem Mann einer Frau einem Kind Kindern
男 女 子供 子供
diesem Mann dieser Frau diesem Kind diesen Kindern
この男 この女性 この子 これらの子供たち
dem Mann der Frau dem Kind den Kindern
男 女 子供 子供
er sie es sie
彼 彼ら それは 彼ら
mein Mann meine Frau mein Kind meine Kinder
私の夫 私の妻 私の子供 私の子供たち
-9-

ein Mann eine Frau ein Kind Kinder
男 女 子供 子供
dieser Mann diese Frau dieses Kind diese Kinder
この男 この女性 この子 これらの子供たち
der Mann die Frau das Kinf die Kinder
男 女 子供 子供
ein Glas / zwei Glas ein Glas Orangensaft
ガラス/ガラス 2 オレンジジュース 1 杯
ene Tasse / zwei Tassen ene Tasse Tee mit Milch
カップ/ 2 杯 ミルクティーのカップ
Cola Mineralwasser mit/ ohne Kohlensäure( Gas)
コーラ ミネラルウォーター /二酸化炭素（ガス）無し
Schkolade Kakao Orangensaft Apfelsaft
チョコレート ココア オレンジジュース リンゴジュース
Kaffee Tee mit Milch( Zitrone)
コーヒー ティー ミルク（レモン）
Emi: Mit Zitrone, bitte.
エミ：レモン、してください。
Kellner: Mit Milch oder mit Zitrone?
ウェイター：ミルクまたはレモンでは？
Emi: Geben Sie mir bitte ein Kännchen Tee!
エミは：私のお茶のポットを与えます！
Kellner: Und Sie? Was möchten Sie?
ウェイター：そして、あなた？あなたは何をしたいですか？
Alex: Ich möchte eine Tasse Kaffee, bitte.
アレックス：私は、コーヒーをしてくださいしたいと思います。
Kellner: Guten Tag, bitte schön?
ウェイター：良い一日、してください？
私は来週の水曜日に戻ってきます。 質問は、それを議論します。 失礼しま
す。
Was kosten diese Hefte? Sie kosten 3 Mark. Gut, die nehme ich.
これらの本はいくらですか？ 彼らは、3 つのマークを要しました。 まあ、私は
考えます。
Was kostet dieses Heft? Es kostet 1 ( eine ) Mark. Gut, das nehme
ich.
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この冊子はいくらですか？ これは、図 1（a）のマークがかかります。 まあ、
私は考えます。
Gut, die nehme ich.
まあ、私は考えます。
Was kostet diese Schere? Sie kostet 10 Mark.
このギャップはどのくらいですか？ 彼らは 10 のマークを要しました。
Was kostet dieser Kuli? Er kostet 3 Mark. Gut, den nehme ich.
このペンはいくらですか？ それは 3 マークがかかります。 まあ、私は考えま
す。
Ich möchte ein Heft. Ich möchte drei Hefte.
私は本が欲しいです。 私は 3 つの課題をしたいです。
Ich möchte einen Kuli. Ich möchte eine Schere. .
ペンが欲しいのですが。 私ははさみをしたいと思います。 、
Guten Tag, Sie wünschen?
良い一日、あなたがしたいですか？
Gut, den Kuli nehme ich.?
まあ、ペンは私が使用していますか。？
Dieser Kuli kostet nur 2 Mark.
このペンはわずか 2 マークがかかります。
Ich möchte einen Kuli. Dann empfehle ich diesen Kuli.
ペンが欲しいのですが。 私はこの KULI をお勧めします。
der Kuli des Kulis dem Kuli den Kuli
クーリー クーリー KULI ペン
r Bleirift r Druckbleistift r Füller r Radiergummi s Heft r Ordner ÜE
Mappe e Schere s Kineal r Hefter
R Bleirift R シャープペンシル R フィラー R 消しゴム s の問題 R フォルダ
UE 財布 電子はさみ s の Kineal R ステープラー
Ich hätte gern einen Druckbleistift.
鉛筆が欲しいのですが。
Ich möchte einen Druckbleistift.
鉛筆が欲しいのですが。
Emi: Gut, den Kuli nehme ich.
エミ：まあ、ペン私は考えます。
Verkäufer: Dieser kostet nur 2 Mark.
売主：これは 2 マークがかかります。
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Emi: Was kostet er ?
エミ：それは何の費用がかかるのでしょうか？
Verkäufer: Dann empfehle ich diesen Kuli.
売主は：それから私は、この KULI をお勧めします。
Emi: Ich möchte einen Kuli.
エミ：私はペンをしたいと思います。
Verkäufer: Guten Tag, Sie wünschen?,
売主：良い一日、あなたがしたいです、？
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取ります。
Diese Schuhe sind seher gut. Ich nehme diese Schuhe.
これらの靴は非常に優れています。 私はこれらの靴を取ります。
Diese Kamera ist seher gut. Ich neme diese Kamera.
このカメラは非常に良いです。 私はこのカメラを取ります。
Dieses Auto ist sehr gut. Ich nehme dieses Auto.
この車は非常に良いです。 私はこの車を取ります。
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.
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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
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？
Lektion12
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