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ドリルをはじめる前に 活用を覚える秘訣  

 

秘訣 1. 3つの人称変化に注目 

 

ドイツ語の動詞の現在人称変化は、「エストテンテン」だと習った方も多いのではな

いでしょうか。エストテンテンって何？という方もいらっしゃるかと思いますので、まず

は基本的な動詞の現在人称変化を見てみましょう。 

                                  

kommen 意味：来る 

ich komme wir kommen 
du kommst ihr kommt 
er kommt sie kommen 

 

太字になっている語尾の部分を e-st-t-en-t-en とつなげると、「エストテンテン」

と読めますよね。この「エストテンテン」が現在人称変化の活用語尾の大原則です。こ

のドリルでは、まずこの形をしっかり覚えることから始めます。 

 

ここで合わせて注目していただきたいことは、動詞の元の形（不定詞）と wir および

sie の活用形が全く同じであるということです。 

 

不規則動詞も見てみましょう。 

  

dürfen 意味：～してもよい   

ich darf wir dürfen 
du darfst ihr dürft 
er darf sie dürfen 

              不規則変化 規則変化 

 

ここでも不定詞と wir と sie はどれも dürfen になっていますね。不規則動詞でも、

wir と sie の活用形は不定詞と同じ形なのです。 

 

（中略） 

同じ形 

同じ形 



 

 

 
 

4日目 弱変化の曲者その１（語幹が t、dで終わる①） 

語幹が t、d で終わる動詞の場合、du、er、ihr の活用語尾の前に e を挟み（口調上

の e といいます）語尾をそれぞれ est、et とします。 

これは、語幹末の t と語尾のｔが連続して発音しにくくなることを避けるためです。 

  

 

arbeiten 意味：働く 

ich arbeite wir arbeiten 
du arbeitest ihr arbeitet 
er arbeitet sie arbeiten 

m、n で終わる一部の動詞も同様の変化をします。どういった動詞が該当するか

は、辞書を引いて確認します。 

öffnen 意味：開ける、開く 

ich öffne wir öffen 
du öffnest ihr öffnet 
er öffnet sie öffnen 

   

【問題】 活用表を埋めましょう。 

finden 意味： 

ich  wir  

du  ihr  

er  sie  
 

atmen 意味： 

ich  wir  

du  ihr  

er  sie  

【解答】 

finden： 見つける atmen： 呼吸する 

finde finden atme atmen 

findest findet atmest atmet 

findet finden atmet atmen 

発音は「アルバイテット」 発音は「アルバイテスト」 


