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日本の大学での教養課程における 

ドイツ語初等文法教育において配慮すべき点 

 

清水真哉* 

 

 

Ⅰ 序 

 

 一つの外国語を学ぼうとする時に、完全な独学で、まったくの徒手空拳で取り組んだと

したら、習得は可能であったとしても、回り道が避け難く、必要以上に多くの時間を費や

すであろう。 

 短期間で、無駄なく上達を叶えるにはいかに学習したらよいのか、この問題意識から、

学習法、教育法、指導法への関心が胚胎してくる。 

 教育法とは、一つの知識体系を最も効率よく伝達する方法の謂いである。 

 そして教育法においては「誰に」教えるのかが少なからぬ意味を持つ。教わる学生が何

を知っていて何を知らないのかを予め知るということが、教えるという行為の出発点とな

る。 

 日本の大学の教養課程においてドイツ語初等文法を教授するにあたり、授業時間の制約

があるなかで、いかに要領よく、学生に文法項目を理解し、習得してもらい、最大の効果

をあげるには、どのように文法の授業を構成するのが最善なのであろうか。 

 日本の大学での教養課程におけるドイツ語初等文法教育の特性は、高校までで学習した

英語の知識を前提としている点にある。 

 既習である英語の知識は、日本の大学生がドイツ語を学習する上で、助けになると同時

に、妨げともなる。 

 

__________________________ 

  * 東京歯科大学 独語研究室 

 

 



 

 日本語にはない冠詞、現在完了、受動態、不定詞、これらを一から説明していたら、一

年間でおおよその文法を教えることは出来ないであろう。学生達が中学校、高等学校で英

語を教わる中でこれらの概念を学んできてくれているお蔭で、大学でのドイツ語教育は時

間の節約をすることができる。 

 一方で、英語の知識が先入観となって、ドイツ語の理解を妨げる、あるいは遅らせるこ

ともある。これは発音において顕著なのであるが、文法においても例えば、主語の後に動

詞が来るという英語の語順に慣れた者にとっては、定動詞が二番目に来るというルールは

頭では理解しても、感覚的にはなかなか馴染みにくいものであろう。 

 

 以上のような点を踏まえ、本稿では自らの授業経験に基づき、日本の大学における初等

文法教育において配慮されるべき点を述べていきたい。 

 

Ⅱ 授業の構成 

 

 英語既習者が授業対象であることから、筆者の授業においては、一回ごとの授業の組み

立てについて次のような構成にしている。 

 一回の授業では出来る限り一つの単元だけを、プリント一枚にまとめて教えている。そ

して一つの単元では、まず英語と共通するところを教え、英語とずれ始めるところをその

後で教える。例えば現在完了では英語のhaveに相当するhabenを助動詞とする完了を教え、

その後で seinを用いる完了を教えるといった具合である。このようにして、ドイツ語と英

語との距離感が適切に把握できるように努めている。 

 

Ⅲ 文法項目ごとの細論 

 

1) 文の語順 

 

 ドイツ語の語順について真っ先に教えなくてはならないことは、平叙文では定動詞が文

の二番目の要素にくるという規則である。これを理解してもらうにはまず、定動詞という

概念を理解させる必要がある。 

 不定詞という言葉は既に中学校での英語の時間から馴染みのあるものである。しかし、

日本の学校英語では不定詞という言葉は教えても、その反対概念である定動詞という言葉

が教えられることはない。 

 また助動詞が定動詞になることもあるということ、不定詞になった動詞は定動詞ではな

いことなどを理解させる必要がある。 

 定動詞が文の二番目の要素になるという規則のために、副詞などが文頭に来た場合には、



主語と動詞の順番が入れ替わり、定動詞の後に主語が来ることになる。この点の英語との

考え方の違いが、学生にとって慣れるのに時間の掛かる躓きの石となる。 

 この語順の規則については、従属接続詞を学ぶ際や、読解に取り組むようになってから

も、度々強調して指導しなくてはならない。 

 

2) 格の概念 

 

 学生がドイツ語を学ぶ上で困難を覚える最大の関門は格という概念である。初めてドイ

ツ語を学ぶ学習者に対しては、一格・二格・三格・四格のそれぞれについて丁寧にその用

法を説明していく必要がある。ところが大学での授業用のドイツ語初等文法の教科書では、

不定冠詞や定冠詞、所有冠詞などを主項目とし、それらの格変化表を並べて、それで終わ

りとしてしまっていることが多い。 

 不定冠詞、定冠詞についても学ばなくてはならないことは多いが、それらの概念そのも

のは日本の大学生にとっては英語の学習において既知のことであり、ドイツ語の入口にお

いてはまず格という概念を正面に置くほうが望ましい。 

 そして授業においては、一つ一つの格について、十分に時間を掛けて教える必要がある。

できれば、一つの格に一回の授業枠を割り当てることが望ましい。 

 初等文法の学習用教科書でこのような構成をとっているものに、小笠原能仁『ドイツ語

をはじめからていねいに』がある。 

 

 授業の中で格は、指導上の都合で、一格、四格、三格、二格の順に取り上げている。 

 

2-1) 一格 

 

 一格は主語、あるいは補語になる格であるが、学生にとっては補語になるということが

盲点である。まずは動詞の後が目的語なのか補語なのかという見分け方を教えなくてはな

らない。そして補語であるならば一格を用いるということを教えなくてはならない。 

 

2-2) 四格 

 

 四格は四つの格のうち比較的、困難なく理解してもらえる格である。 

 後に三格目的語が出てきてから、それとの区別が問題となってくるが、動詞の目的語は

原則的に四格であるととりあえず覚えてもらい、三格を目的語とする動詞を例外として記

憶するようにさせている。(二格を目的語とする動詞は初等文法の範囲では取り上げていな

い。) 

 



2-3) 三格 

 

 三格は指導に際し神経を用い、なお後々まで学生からの質問が絶えない格である。 

 三格は利害関係者を表すという三格の本質を教えはするが、それを直ぐに理解してもら

うのは楽ではない。そのため一旦、便宜的な教え方から入らざるを得ない。 

 具体的には、動詞に目的語が二つある時と一つだけの時の、二つの場合に分けて教えて

いる。 

 一つは、英語の動詞で言えば目的語が二つあり一つが間接目的語で一つが直接目的語で

ある動詞に相当するドイツ語の動詞の場合である。この場合の英語の間接目的語に相当す

るのがドイツ語の三格目的語であり直接目的語は四格目的語となる。 

 もう一つは、動詞が目的語を一つだけとり、その目的語が三格となる場合である。この

ように一つだけとる目的語が三格となる動詞については例外として一つ一つ記憶させてい

る。 

 

2-4) 二格 

 

 二格の用法は様々ある訳だが、細々したことをいきなり話しても学生は混乱するだけな

ので、出だしとしては簡単に、英語の of に相当する場合のみを指導している。それでも

冠詞や名詞の変化語尾に、冠詞の機能が含まれるという現象は理解し難いところもあるで

あろうから、英語の訳を付すなど、理解の手助けをしている。 

 

教材例 1) 

der Schwanz eines Hundes 

   the tail     of  a   dog 

 

 さらに二格と所有冠詞が同時に使われた際には、学生に二重の混乱を招くため、教材に下

線を引くなどして特に注意を促している。 

 

教材例 2) 

「～の～の」 

＊所有冠詞と二格は違う！ 

     die Brille  meines  Onkels 

                私の       叔父の 

              （所有冠詞）     （二格） 

     (the glasses  of  my  uncle) 

 



3) 所有冠詞 

 

 mein や dein などの所有冠詞を教えるにあたっては、その呼称が意味を持つ。所有代名

詞や所有形容詞といった用語もあるが、名詞の前に冠のように付くのであるから所有冠詞

と称するのが、初心者に対しては適切であろう。近年は所有冠詞という呼称が優勢のよう

である。 

 

4) 否定の表現 

 

 keinと nichtの使い分けも、学生からの質問が絶えず、試験でも間違いの多い項目であ

る。 

 nein が英語の yes - no の no、kein が英語の I have no money.の no、nicht は英語の

notであると、まず三つの否定表現の区別を教える。 

 さらに keinについては、否定冠詞という用語を用いることにより、それが名詞に冠のよ

うにかぶさるという認識を与え、後に名詞が続くことを説明している。 

 

5) 不規則動詞の直説法と命令法の関連付け 

 

 直説法の二人称単数と三人称単数で不規則に変化する動詞の変化形と、それらの動詞の

命令法単数の変化形には関連性がある。授業では直説法での不規則変化を先に教えるが、

後に命令法を教えるときに備えて、予め両者に共通した番号を用いて分類している。次頁

に不規則動詞の直説法の変化表(穴埋め式教材)を、次々頁に不規則動詞の命令法の変化表

(穴埋め式教材)を示す。 

 この番号付けにより、学生には関連性が見出し易くなっているはずである。 

 

 



 

不規則動詞の直説法の変化表 学習用教材 

 

 

＊不規則動詞の中には直説法現在人称変化の単数二・三人称で幹母音が変わるものがある。 

1) aが äに変わるもの 2) e[e]が iに変わるもの 3) e[e:]が ieに変わるもの 

fahren sprechen stehlen 

      

      

      

1) fangen du er ihr 

schlafen du er ihr 

tragen du er ihr 

waschen du er ihr 

1.1) lassen du er ihr 

wachsen du er ihr 

1.2) halten du er ihr 

raten du er ihr 

1.3) laden du er ihr 

1.4) laufen du er ihr 

2) helfen du er ihr 

sterben du er ihr 

treffen du er ihr 

2.1) essen du er ihr 

vergessen du er ihr 

3) sehen du er ihr 

3.1) lesen du er ihr 

3.2) geben du er ihr 

3.3) nehmen du er ihr 

treten du er ihr 

 

 



 

不規則動詞の命令法の変化表 学習用教材 

 

 

不定詞 直説法現在単数 命令法単数(du) 命令法複数(ihr) 命令法敬称(Sie) 

machen du    

zeigen du    

0) 発音の都合上、直説法二、三人称の単数の語尾が-st, -tではなく、-est, -etとなる動詞があ

る。 

  命令法親称単数では、語幹に -e を付ける。親称複数では語幹に-etを付ける。 

arbeiten du    

antworten du    

öffnen du    

rechnen du    

1) 直説法現在単数二人称・三人称において aが äに交替する不規則動詞。 

  この交替は命令法においては起こらない。 

1) fahren du    

1) fangen du    

1) schlafen du    

1) waschen du    

1.1) lasssen du    

1.1) wachsen du    

1.2) halten du    

1.2) raten du    

1.3) laden du    

1.4) laufen du    

＊直説法現在単数二人称・三人称において 2) eが i に交替する、あるいは 3) eが ieに交替

する不規則動詞。   この交替は命令法親称単数においても同様に起こる。 

2) sprechen du    

2) helfen du    

2) sterben du    

2) treffen du    

2.1) essen du    

2.1) vergessen du    

3) stehlen du    

3) sehen du    

3.1) lesen du    

3.2) geben du    

3.3) nehmen du    

3.3) treten du    

例外 werden du    

例外 sein du    

 



 

6) 命令法 

 

 ドイツ語の命令法はそれ自体では、特に複雑である訳ではない。しかし英語の命令法が

あまりに簡素であるため、それと比較するとドイツ語の命令法も複雑に見えてくるであろ

う。 

 学生には次のように説明している。 

 英語の命令法が単純である理由は、二人称が敬称もなく、単数と複数の区別もなく you 

一種類しかないため、命令法も一種類しかないのである。ドイツ語には二人称が三種類あ

るため、命令法もそれぞれに応じて三種類あるのだと。 

 その三種類の中では、二人称親称単数において不規則動詞が不規則に変化する場合があ

るので注意を要する。 

 ところで、大学用初等文法テキストの不規則動詞変化表では大抵、命令法が省略されて

いる。しかし初心者の立場に立った場合は、命令法も記載されているほうが親切であろう。 

 

7) 分離動詞、非分離動詞と英語での相当する動詞 

 

 ドイツ語の分離動詞を理解させるためには、それが英語の複合動詞(熟語動詞)に相当す

るものであることを説明して理解の一助とさせている。 

 ドイツ語の非分離動詞に関しても、英語にも comeから派生した becomeのような動詞が

存在することを想起させている。 

 

8) 知覚動詞と使役動詞の共通性 

 

 sehenや hörenなどの知覚動詞と使役動詞 lassenは同じ一回の授業の中で取り上げるよ

うにしている。それは、文末に不定詞が来て枠構造をなすこと、その不定詞の意味上の主

語が四格をとる点などが共通し、学生の理解に資するからである。 

 

9) 形容詞の変化表の覚え方 

 

 ドイツ語の付加語形容詞については、次頁のような説明のついた変化表を配布して覚え

させるようにしている。強変化と弱変化の基本形をまず覚え、この二つの基本形の冠詞の

種類ごとの組み合わせ方を理解すれば記憶はかなり楽になるはずである。 

 

 



註) 下は授業で学生に配布しているドイツ語の形容詞の変化表のうち、学生の理解、記憶

に資するよう解説した部分のみを抜き出したものである。 

 

 

＊ドイツ語の冠詞形容詞の変化には一つの大原則がある。それは「名詞の前に来る冠詞か

形容詞の語尾のどちらかで、その名詞の性と格を一度はっきり示さなくてはならないが、

一度だけでよい」というものである。この場合、性と格をはっきり示す強い語尾とは、r

（男性一格、女性二、三格、複数二格）、 s（男性二格、中性一、二、四格）、 e（女性・

複数一、四格）、 m（男性・中性三格）、 n（男性四格、複数三格）などのことであり、e、

n などは弱い語尾とみなされる。 

 

強変化と弱変化の基本形 

強変化 男性 中性 女性 複数 弱変化 男性 中性 女性 複数 

一格 -(er) -(es) -e -e 一格 -e -e -e -en 

二格 -es -es -er -er 二格 -en -en -en -en 

三格 -em -em -er -en 三格 -en -en -en -en 

四格 -en -(es) -e -e 四格 -en -e -e -en 

 

 冠詞の変化 形容詞の変化 

無冠詞  男性強変化名詞と中性名詞は名

詞が強変化するので形容詞は弱

変化となるが、それ以外は強変化 

定冠詞類 完全強変化 完全弱変化 

定冠詞 特殊強変化（中性一格と中性四

格が esではなく asとなり、女性一

格と四格、複数一格と四格が e で

はなく ie となる） 

完全弱変化 

不定冠詞、所有冠詞と否定

冠詞 

不完全強変化（括弧の中（男性一

格、中性一格、中性四格）は欠落

する） 

男性一格、中性一格、中性四格

では冠詞が強変化していないの

で形容詞が強変化するが、それ

以外は弱変化 

 

 



 

Ⅳ 結び 

 

 英語既習者としての大学一年生に、英語の知識がドイツ語学習の礎となるように、また

理解の妨げとならないように、指導する者の立場からどのような配慮が出来るか、自らの

授業での実践から紹介させて頂いた。 

 さらに、それ以外の授業での指導法の工夫についても、幾点か述べた。 

 他にもドイツ語の初等文法教育において配慮すべき点は多くあるであろうが、本論考で

は以上にとどめておきたい。 

 学生が有する英語の知識を最大限活用するには、語彙の習得においても、もっと英語と

の関連性を活かせるはずである。そのような教材の開発が待たれる。 
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