ドイツ語 3

Lektion 19～Lektion 22

（2017/09/16 まで）

stelle
場所
die Autobahn die Tankstelle
ハイウェイ ガソリンスタンド
Weil ich keine Lust hatte.
私はそれが好きではなかったので。
Weil ich einen Kater hatten.
私は二日酔いがあったので。
Warum warst du gestern nicht auf der Party?
あなたはなぜ昨日パーティーにいませんでしたか？
Ich war schon dreimal in der Schweiz.
私はスイスに 3 回行っています。
Wie oft waren Sie schon in der Schweiz?
何度スイスに行ったことがありますか？
Nein, leider war ich noch nicht dort.
いいえ、残念ながら、私はまだそこにいませんでした。
Waren Sie schon einmal in Deutschland? Ja, ich war schon einmal dort.
あなたはドイツに行ったことがありますか？ はい、私は以前にそこにいまし
た。
Waren Sie schon einmal in Deutschland?
あなたはドイツに行ったことがありますか？
Weil ich ein bißchen Fieber hatte.
私は少し熱があったので。
Ich hatte ein bißchen Fieber.
私は少し熱がありました。
Warum waren Sie nicht auf der Party?
なぜあなたはパーティーにいませんでしたか？
ich hatte du hattest er/ sie/ es hatte wir hatten ihr hattet sie/ Sie hatten
私は持っていた あなたは持っていた 彼/彼女/それは持っていた 我々は持っ
ていた あなたは持っていた 彼女は持っていた
ich war du warst er/ sie/ es wast wir waren ihr wart sie/ Sie waren
私は あなたは 彼/彼女/それは無駄です 私たちは あなたは 彼女は/彼女
だった
haben hatte gehabt
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持っています 持っていました 持っていました
sein war gewesen
彼の ました き
gehen ging gegangen
行きます 行ってきました ゴーン
kommen kam gekommen
来ます 来ました 来ます
dreimal viermal
三回 4 回
nie
決して
Ich war schon Zweimal dort. Ich war noch nie dort.
私は二度そこにいました。 私はそこに行ったことはありません。
Wie oft waren Sie ( Warst du ) schon in Deutschland?
何度ドイツに行ったことがありますか？
Ja, ich war schon einmal dort. Nein, leider war ich noch nicht dort.
はい、私は以前にそこにいました。 いいえ、残念ながら、私はまだそこにいま
せんでした。
Waren Sie ( Warst du ) schon einmal in Österreich?
あなたはオーストリアに行ったことがありますか？
Tobias: Aber natürlich!
トバイアス：もちろん！
Emi: Ja, bestimmt! Aber Tobias du mußt auch mal zu nach Japan
kommen.
Emi：はい、間違いなく！ しかしトバイアスは日本に来なければなりません。
Emi: Ja, bedtimmt! Aber Tobias du mußt auch mal zu nach Japan
kommen.
Emi：はい、はい！ しかしトバイアスは日本に来なければなりません。
Tobias: Das glaube ich dir. Willst du noch mal zu uns Kommen?
トバイアス：私はあなたを信じています。 私たちに戻ってきたいですか？
Emi: Natürlich hier in München!
Emi：もちろんここミュンヘン！
Tobias: Ja, stimmt. Wir waren in Salzburg. Wo hat es dir am besten
gefallen?
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トバイアス：そうだね。我々はザルツブルグにいた。 どこで一番好きでした
か？
Lektion 22
レッスン 22
Emi: Ich war in Regensburg, in Berlin war ich auch . Ja, und mit euch
war ich auch in Österreich.
Emi：私はレーゲンスブルクにいた、私はベルリンにもいた。はい、私もオース
トリアにいました。
Tobias: Die Zeit vergeht ja schon! Wo warst du überall in Deutschland?
トバイアス：時間はすでに過ぎています！ ドイツ全土どこにいたの？
Tobias: Die Zeit vergeht ja schon! Wo warst du überall im Deutschland?
トバイアス：時間はすでに過ぎています！ ドイツ全土どこにいたの？
Tobias: Die Zeit vergeht ja schon!
トバイアス：時間はすでに過ぎています！
Baden Baden Bad
〜について バスルーム
Freust du dich auf die Sommerferien? Ja, ich freur mich sehr auf die
Sommerferien.
あなたは夏休みを楽しみにしていますか？ はい、私は夏休みにとても満足し
ていました。
Erinnern Sie sich noch an mich? Ja, ich erunnere mich noch gut an Sie.
あなたは私を覚えていますか？ はい、私はまだあなたにとても良いです。
Interessiern Sie sich für Umweltschutz? Ja, ich interessiere mich sehr für
Umweltschutz.
あなたは環境保護に興味がありますか？ はい、私は環境保護に非常に関心
があります。
Interessierst du dich für Baseball? Nein, ich interressiere mich für
Fußball.
あなたは野球に興味がありますか？ いいえ、私はサッカーに興味がありま
す。
Ich freue mich auf die Sommerferien. Interessieren Sie sich für Rockmusik?
私は夏休みを楽しみにしています。 あなたはロックミュージックに興味があり
ますか？
Gerhard denkt immer nur an sich.
Gerhard は常に自分自身についてしか考えていない。
Matinee Soiree Stehplatz
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マチネ 夜会 一般入場料
Vorverkaufskarte ausverkauft Erwachsene Kind
前売りマップ 完売 アダルト 子供
Film klassische Musik Rockmusik Jazz
フィルム クラシック音楽 ロックミュージック ジャズ
in die Oper ins Konzert ind Teater ins Kino gehen
オペラで コンサートへ インドネシア 映画館に 行きます
Teaterksse Oper Konzert Teater Kino Musical
興行 オペラ コンサート 劇場 シネマ ミュージカル
Mann: Das wissen wir leider nicht. Am brsten informieren Sie sich bei
der Turisteninformation.
Man：わからない。 より多くの情報を得る最も良い方法はツーリスト情報に相
談することです。
Emi: ... Unf ich möchte heute in die Oper. Was wird heute aufgeführt?
Emi：...今日はオペラに行きたいです。 今日は何が行われるのですか？
So, Sie sind Frau Aoyagi. Herzlich willkommen bei uns! Füllen Sie bitte
dieses Fotmular aus!
だから、あなたは青柳さんです。 ようこそ私たちに！ この写真を記入してくだ
さい！
Setzn Sie sich bitte auf das Sofa da!
ソファに座ってください！
Emi: Guten Tag, mein Name ist Aoyagi.
Emi：こんにちは、私の名前は青柳です。
Lektion 21
レッスン 21
Bundesliga Landesliga.
ナショナルリーグ 部門。
Du, um wieviel Uhr stehst du morgen auf? Morgen muß ich um 6 Uhr
aufstehen.
明日何時に起きますか？ 明日は 6 時に起きなければならない。
Ich weiß leider nicht, wann er abfährt.
私は彼が去るときを知らない。
Entschuldigung, wann fährt der nächste ICE nach Berlin ab?
すみません、次の ICE はいつベルリンに行くのですか？
Er kommt dort um 12.41 Uhr an.
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彼はそこに 12.41 時間で到着する。
Und wann kommer er in Dresden an?
そしていつ彼はドレスデンに着いたのですか？
Er fährt hier um 10.32 Uhr ab.
彼は 10.32 クロックでここにいます。
Entschuldigung, wann fährt der nächste IC nach Dresden ab?
すみません、次の IC はいつドレスデンに向かいますか？
Emi besucht heute ihren Brieffreund in Köln.
Emi は今日ケルンの彼女の手紙を訪問します。
Ich muß morgen sehr früh aufstehen.
私は明日早く起きなければならない。
Ich weiß nicht, wann der nächste ice abfährt.
次の氷がいつ始まるかわからない。
aufstehen anrufen einkaufen ausgehen
立ち上がります コール ショッピング 外出
abfahren ankommen zurückkommen
去ります 着きます リターン
Der ICE kommt um 19.34 Uhr in Berlin an.
ICE は、午後 7 時 34 分にベルリンに到着します。
Der ICE fährt hier um 13.45 Uhr ab.
ICE は午後 1 時 45 分に出発します。
einen Platz nach ~ reservieren
後に場所を予約する
Gleis Schließfach
トラック ロッカー
Eingang Ausgang
入力 出力
Raucher Nichtraucher
スモーカー 禁煙
Abteil. Großraumwagen
コンパートメント。 Großraumwagen
ICE IC Schnellzug. Personenzug.
ICE IC 速いです。 旅客列車。
Bahnhof Fahrkartenschalter Fahrkartenautomat
鉄道駅 予約オフィス 券売機
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Bahnangestellter: Um 19.34 Uhr. Wollen Sie auch eine
Platzreservierung?
研修生：19.34 時。 また、予約をしたいですか？
Emi: Und wann kommt er in Berlin an?
Emi：いつ彼はベルリンに到着しますか？
Bahnangestellter: Der ICE 285 fährr hier um 13.45 Uhr ab.
電車：ICE 285 は午後 1 時 45 分に出発します。
Emi: Wann fährt der nächste Zug nach Berlin?
Emi：次の列車はいつベルリンに行くの？
Bahnangestellter: 260 Mark.
訓練生：260 標章。
Emi: Hin und zurück, bitte!
Emi：前後に、してください！
Bahnangestellter: Einfach oder hin und zurück?
列車：簡単にまたは前後に？
Emi: Einmal Berlin zweiter Klasse, bitte.
Emi：いったんベルリンの第二のクラス、してください。
Lektion 20
レッスン 20
Was machen Sie denn, wenn Sie viel Zeit haben? Wenn ich viel Zeit
habe , mache ich eine Reise nach Deutschland.
あなたは多くの時間があれば何をしますか？ 私は多くの時間があるとき、私
はドイツに旅行します。
Was machst du denn, wenn das Wetter morgen schön ist? Wenn das Wetter
morgen schön ist, spiele ich Tennis.
明日は天気がいいときは何をしていますか？ 明日は天気が良いなら、 私は
テニスをする
Warum lernen Sie so fleißig Deutsch? Well ich später in Deutschland
arbeiten möchte.
なぜドイツ語をとても勉強していますか？ さて、私は後でドイツで働くでしょ
う。
Warum gehst du heute nicht zur Uni? Well ich einen Kater habe.
なぜ今日は大学に行けないの？ まあ、私は二日酔いがあります。
Warum kommt Tobias heute nicht ? Well er stark erkältet ist.
なぜトビアスは今日来ないのですか？ まあ、それは非常に寒いです。
Tobias kommt heutr nicht, denn er ist stark erkältet.
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トバイアスは今日来ない。 彼は非常に寒いので。
Heuzung Handtuch Seife Wolldecke
加熱 タオル 石鹸 毛布
Aufzug Notausgang Klimaanlage
エレベーター 非常口 空調
ein Zimmer mit Bad / Dusche / Frühstück / Balkon
バスタブ/シャワー/朝食/バルコニー付きのお部屋
Kasse Quittung
チェックアウト 領収書
Unterschrift Wertsachen
署名 貴重品
auschecken Anmeldungsformular
チェックアウト エントリーフォーム
Reservierung buchen einchecken
予約 ブック チェックイン
Hotel Pension jugendherberge Empfang / Rezeption
ホテル ボード ユースホステル フロント/レセプション
Emi: Danke sehr! Auf Wiederhören!
Emi：どうもありがとう！それを見て！
Müller: Gut. Das Zimmer kostet mit Frühstück 120 DM. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch, Frau Aoyagi.
ミュラー：良い。朝食は 120 DM の部屋です。 皆様のお越しをお待ちしており
ます。
Müller: Einen Moment! Wollen Sie ein Einzelzimmer oder ein
Doppelzimmer?
ミュラー：一瞬！あなたは 1 つの部屋またはダブルルームが欲しいですか？
Eni: Guten Tag, hier spricht Aoyagi. Haben Sie an diesem Samstag noch
ein Zimmer frei?
エニ：こんにちは、青柳です。 今週の土曜日に部屋がありますか？
Müller: Hotel „ Germania" Müller, guten Tag!
ミュラー：ホテル "ドイツ語"ミュラー、良い一日！
Lektion19
Lektion19
編集：明壁浩信 （2017/09/17 日）
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