
こんにちは、ようこそ!  

 
発音を聞き、字幕を読み、視聴後、単語や文章を１度だ
けではなく2度リピートしましょう！簡単に記憶し、学
習できるため、すぐに話せるようになります！

多くの人がSpeakit.tvを新しい言語の基本をマスターする
お気に入りの方法として選んでいます。この機会をお見
逃しなく！

主な詳細：
-さまざまな日常生活の状況に対応する20本の 動画エピ
ソード。
- 2.5時間のプラクティスと役に立つ600単語とフレーズ
はいかなる日常生活にも適用可能です。全て日本語のガ
イダンス付きです。
- 画面上に（必要に応じて）翻訳と原文が表示されま
す！
　本コースは言語の基本知識を習得したい初心者向けに
制作されています。

楽しんで学習してください！
各々のSPEAKIT言語学習コースには以下のトピックがあ
ります： 

前書きと序文 
1. 知っておくべきこと
2. 話し始め
3. いくら、いくつ？
4. 一般的な質問
5. 重要な言葉
6. 形容詞
7. 数
8. 色
9. 曜日
10. 時間を知る
11. 個人情報
12.  ホテル
13. レンタカー
14. 友達と仕事
15. 新しい言語
16. 電話での会話
17. レストランと食べ物
18. タクシー
19. 公共交通機関
20. 買い物
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1. どうか
Das muss man wissen!
1.

はい。同意・賛同の言葉から始めるのはいいことで
すね。はい

ja
2.

快く「はい」とばかり受けるわけにはいきませんよ
ね。「いいえ」ときっぱり断りましょう。いいえ

nein
3.

「はい」と「いいえ」を覚えたら今度はお願い事を
するためにこう言いましょう。どうか・お願いしま
す

bitte
4.

もしお願いしたものが貰えたらお礼を言いたいです
よね。そんな場合はこう言いましょう。ありがとう

danke
5.

もっと丁寧にお礼がしたい場合はこう言いましょ
う。どうもありがとう

vielen Dank
6.

お礼を言われた人はきっと「いいのよ」・「気にし
ないで」もしくは謙虚にこう返事するでしょう。
どういたしまして

keine Ursache
7.

さあ、これで皆さん言葉を組み合わせることができ
ますね。言ってみましょう。はい、お願いします。
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8.

もしくは、いいえ、結構です。
nein, danke

9.
「すみません」は面白い表現ですよね。丁寧に言い
たいときや誰かの注意を引きたい時、お願いをした
い時などいろいろと使えます。例えば、「すみませ
ん、あなたは私の足を踏んでいますよ！」― すみま
せん

Entschuldigung
10.

許して欲しい時もありますよね。「あら、許してく
ださい。そんなつもりはなかったんです！」もし間
違って傷つけてしまったらこう言えますね、許して
ください

Verzeihen Sie bitte...
11.

もしストレートにお詫びの言葉を言いたい場合は、
ごめんなさいといいましょう。ごめんなさい

Es tut mir leid
12.

そしてもし何も問題がない場合はこう言えますね。
大丈夫です

in Ordnung
13.

さて、ではデートをしたくなったらどう言いましょ
うか？まずは挨拶からですよね。こんにちは

Guten Tag
14.

そしてお別れの時間が来たらこう言いましょう。楽
しかったです。また会えるといいですね。さような
ら

Tschüss
15.

時には本当にまた会いたい人もいるでしょう。そん
な時にぴったりなのが「またね」。なんにせよ言っ
てみましょう。またね

Auf Wiedersehen!
16.

不思議なことにどんな言語でも特別な挨拶が朝には
あります。朝誰かにあったらこう言いますよね。お
はよう！

Guten Morgen!
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そして午後にも特別な挨拶があります。こんにち
は！

Guten Nachmittag!
18.

そして夕方に会ったらこう言えますね。こんばん
は！

Guten Abend!
19.

そして夜に眠くなったら？そうですね！こう言いま
すよ。おやすみ！

Gute Nacht!
20.

そしてぐっすり眠ったらまた新しい一日の始まりで
す。誰かを家に招待したいですね。友達がやって来
たらこう言いましょう。ようこそ・いらっしゃい

Willkommen!
21.

誰かとばったり会ったらちょっとおしゃべりをしま
すよね。いつも同じ返事かもしれないけど一応聞い
ちゃいますよね。最近どうですか？

Was gibts Neues?
22.

お元気ですか？
本日はご機嫌いかがですか？

Wie geht es dir {Ihnen} heute?
23.

もしくはさらっとこう言う人もいるでしょう。今日
の調子はどうですか？

Wie läuft’s so?
24.

大抵の人はそう聞いたら丁寧な返事を期待しますよ
ね。愚痴ばっかり聞くのは嫌ですからね。ですから
こう言いましょう。元気ですよ。ありがとう。

Danke, gut
25.

とても元気ですよ。あなたはどうですか？
Bei mir ist alles in Ordnung und bei Ihnen?

26.
そしてもし皆大丈夫でしたら、少なくとも文句を言
った人がいなければ丁寧にこう言いましょう。楽し
かったです。

Es war sehr angenehm
27.
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んで」いつでも礼儀正しくするのはいいことです
ね。喜んで

Es war mir ein Vergnügen
28.

さて、続けて礼儀正しくいきましょう。お別れの際
にはこう言ったらどうでしょう。～でありますよう
に

Ich wünsche Ihnen...
29.

他にも「がんばって」「がんばれ」などとも言えま
すね。祈りましょう。幸運を祈ります

viel Glück
30.

もちろん、ただ漠然とではなく絞ってみることもで
きますね。健康と幸せを祈ります。

Glück und Gesundheit
31.

他の挨拶では良い休暇を！などがあります。良い休
暇を！

ein schönes Fest
32.

そしてもちろん明けましておめでとう
ein gutes Jahr

33.
さようならの他にもお別れの挨拶はありますよ。い
ってらっしゃい

eine gute Reise
34.

やあ、君！何歳になったの？お誕生日おめでとう
Alles Gute zum Geburtstag

35.
そして結婚した日を祝ってこう言いましょう。結婚
記念日おめでとう

alles Gute zum Hochzeitstag
36.

どうぞごゆっくりとおくつろぎください
einen angenehmen Aufenthalt

37.
そして、良い一日を

einen schönen Tag!
38.

そしてこの挨拶はいつでも使えるでしょう。がんば
って
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2. 話し始めるには
Beginnen wir zu sprechen… 
39.

外国に旅行して目的地への行き方がわからなかった
ら尋ねる必要がありますよね。それでは誰がどこで
何をどうやってなどの質問の仕方を学びましょう。
はっきり聞き取れなかった場合や理解できなかった
場合はこう聞きましょう。何ですか？

Was?
40.

次はこれです。誰が？
Wer?

41.
さあ、便利な代名詞を覚えましょう。これで自己紹
介や友達の話をする時に使えますよね。まずは第一
人称です。私

ich
42.

そして次は第二人称単数形ですね。あなた
Sie
du

43.
第一人称複数形は私達

wir
44.
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ihr {Sie}

45.
第三人称なら彼もしくは彼女

er / sie
46.

そして彼ら・彼女ら
sie

47.
全員ならどうでしょう？みんな

alle 
48.

それか誰でもない
niemand

49.
時間について少し話しましょう。これは後でも出て
きますよ。最初の単語は、いつ？

Wann?
50.

「いつ？」の問いにはいろんな答え方が存在しま
す。もし正確な時間がわからなければ他のことに比
較した言い方ができますね。「旅行の前」とか「食
後」とかです。ではまずは、前

vor 
51.

そしてその後は、後
nach

52.
「いつ？」と聞いてきた人の何人かは今直ぐと答え
て欲しい人もいます。今

jetzt 
53.

でも中にはいつまでたってもやらない人もいますよ
ね。後で

nachher
54.

今すぐじゃないならいつ？いつになるの？直ぐなの
かしら、それとも後ほどなのかしら？直ぐ

bald 
55.

それとも後ほど
später

56.
もう少し複雑な表現を学びましょうか？まだです
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57.

辛抱強くなければ請う言ってしまいますね。「今す
ぐでなければいや！」そして文句をよく言う人はこ
う言うでしょう。「こんにゃろ！いつもこうだ！」
いつも

immer 
58.

その逆なら、決して~
ない

nie, niemals
59.

休んでいいですか？少しだけ。すぐに戻ってきま
す。少しだけ

einen Augenblick!
60.

他にも質問するときに便利な単語があります。「私
どうかしら？」どう

Wie?
61.

どうして夏はあんなに暑いのだろう？どうして
Warum?

62.
どうしてと質問したら説明を期待しますよね。説明
は大抵こう始まります。なぜなら

weil
63.

「どこですか」は旅行者にとってとても大切な単語
です。博物館はどこですか？レストランはどこです
か？どこですか？

Wo?
64.

時間と同じように場所も他のものと比較してどこに
あるかを説明するといいですね。塔の後ろ、博物館
の前：前

vor 
65.

逆は：後ろ
hinter

66.
探すに探した挙句、なんと目の前にありました。こ
こですよ

Hier ist es
67.
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にあるよ」や「あっちにいきなよ」など。ここにあ
ってもあっちにあっても最後には見つかりますけど
ね。ここ

hier 
68.

もしくは、あっち・あちら
dort

69.
大都市に訪れる人々は街全体が見渡せる高いビルに
登ろうとします。でも私たちがビルに登った時には
周りが雲で覆われていて何も見えませんでした。な
ので下に下りました。まずは上

oben 
70.

そして次に下
unten

71.
その博物館は外観は見事でした。でも内側からは大
したことありませんでした。内側

drinnen 
72.

逆は、外側
draußen

73.
テーブルの上にあるのは何ですか？そして下には何
を隠しているのですか？～の上に

auf 
74.

そして～の下に
unter

75.
さらに質問したいときに便利な言葉を紹介しましょ
う。例えばショッピングに行ったときに店員の人が
こう聞いて来るかもしれないですね。どっちです
か？・どちらのでしょうか？

welcher? / welche? / welches?
76.

それでは店員さんを困惑させてあげましょう。こ
れ、いや、あれ、いや、向こうのがいい！もう直ぐ
後でわかりやすいように色の勉強しますが、今はと
りあえず：これ

dieser hier / diese hier / dieses hier
77.


