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ドイツのことわざ
どういう意味でしょう？

Lieber den Spatz in der 
Hand als die Taube auf 
dem Dach.
答えはスタッフまで♪

スペース開放

全フロアを開放します！ボードゲーム、スクリーンで映像、
自習、談笑などご自由にどうぞ。飲食持込みOKです。

3月 12日（日）12:00 ～ 17:00

入場料 : 　税込 1,000 円（入退場自由）
（毎月第2日曜日実施）

DZGO Anlaufstelle

会場 : DZGO
定員 : 先着 6～ 8名様
会費 : 3,000 円（クーヘン付）

【お問合せ・お申込み】
DZGO E-mail: deutschfit@dzgo.co.jp または受付カウンター

3月 27日（日）10:30 ～ 12:00

“jeden Tag” はなぜ 4格？

“Ich spiele jeden Tag Tennis.”などで使わ
れる”jeden”は、時間を表す表現に関連する
ものは 4格です。

1格 ( 主語 ) として使えるのは基本的に 1文で
1回だけなので、まずこれは 1格にはなれま
せん。また前置詞がある場合は 3格で、前置
詞がない場合は 4格を使う事になっています。

Wann arbeitest du?
 - Ich arbeite am Montag.（3格）
- Ich arbeite im Juli.（3 格）
- Ich arbeite jeden Montag.（4格）

気になる
ドイツ語
ポイント
#02

ドイツの朝食会

NEWS

DZGO Redaktion
ドイツのニュースに触れませんか？毎回 2つの簡単な
記事を取り上げます。読んで、調べて、楽しく会話し
ましょう。(おおよそA2、B1レベルの方が対象です。)

会場 : DZGO（対面のみ）
会費 : 税込 1,500 円（一般税込 1,800 円）

3月 3日（木）・17日（木）14:00 ～ 15:10
（毎月第 1・第 3木曜日実施）

【お問合せ・お申込み】
DZGO E-mail: deutschfit@dzgo.co.jp または受付カウンター

2 月 12日現在ドイツは金メダルが 8個！ドイツ
は夏冬共に上位組。さすがです！ちなみにゲレン
デやボーゲンなどスキーの単語はドイツ語由来が
多いですね。(Akiyo)

連なる前置詞は zu または gegen なので、"現時点でのコロ
ナ対策 "は "Die aktuellen Maßnahmen gegen das 
Coronavirus" となります。または簡単に、Die 
Corona-Maßnahmen と使われることもあります。(Yuki)

Tageschau から一単語！

裏面もあるよ

Tageschau とは北ドイツ放送（NDR - Norddeutscher Rund-
funk）が制作している夜のニュースで、NHKの「7時のニュース」
のような番組です。放送局本部は北ドイツの大都市Hamburg に
あります。夜 8時からですが、日本と同様毎晩放送されます。
Tageschau をから、気になる単語を取り上げてみましょう♪

die Maßnahme/- n（対策、手段、方法など）

「教室だより」全号がウェブで閲覧できるように
なりました。また、今月号からカラー＆2面に！
引き続きお楽しみください♪(Toshi)

裏面のクイズの答え A

カフェにライ麦パン。
懐かしいドイツの朝を
ひさしぶりに体験
しませんか？



KiyoshiのGeographie

旅のA2
た び の ア ー ツ ヴ ァ イ

スクリーンに投影されたドイツの情景を楽しみな
がら、その場で使えるドイツ語フレーズ（A2文法）
の反復練習をします。

旅のヒントも満載。習ったドイツ語を現地で活か
せるおすすめのプログラムです。

旅に役立つ A2 文法

(90 分×全 10 回 )税込 38,000 円

木曜日 19:30 ～ 21:00
実施期間 : 3 月 3 日～ 5 月 12 日（ 5 月 5 日を除きます）

教室 (対面 )・オンライン
どちらでも受講可能

オリジナルカードケース
プレゼント！

ドイツ縦断
スタンプカード

Max: Entschuldigen Sie, wissen Sie wo das Hotel “Pura-
tor” ist?
Hanna:  Ja, gehen Sie hier geradeaus bis zur Ampel. 
Gehen Sie dann an der Ampel nach links und dann 
gehen sie die erste Straße rechts und dann die erste 
Straße links. Gehen Sie circa 30 Meter geradeaus. Dann 
sehen Sie das Hotel auf der linken Seite.
Max: Vielen Dank!
Hanna:  Bitteschön!

A

C
B

D Wo sind Max und Hanna?
Maxと Hanna は　　～　　のどこにいるでしょう？A D

KAKI>NAOSMATを使ってみよう !

● フォーマットが1枚500円という手軽さ
● 提出期限なし
● 紙ベースなのでWiFi がなくても書ける
● 赤ペン添削が入るので訂正箇所が分かりやすい
● 何度も書いて復習できる（復習用の余白がある）

所定のフォーマットに独作文を書いて提出。ドイツ語講師に
て添削後、返却します。

1部 税込500円 ／ 11部 税込5,000円

ライン川中流域に Koblenzという美し
い街があります。モーゼル川との合流点
にあるドイチェスエック（Deutsches 
Eck）は有名ですね。

ラテン語の " confluentes flumines(と
もに流れる川 )"が町の名前の語源だそうです。ちなみに英語で
もco はコープやコンビなど共同体を意味しますね。地名の起こ
りはとても面白いですね。(Kiyoshi)

答えは表面の下にあります

定員 :　3～7名様

1部お得 !

ザクセン州のLichtensteinに古
切手を扱うお店があり、今はなき
DDR（東ドイツ）の切手がたく
さん売られていました。右の写真
は、その内の一部で、コットブス
やフランクフルト（オーデル）に
加え、ドイツ東部の残り２つの街
を示しています。それぞれどこの
町か当ててみてください。答えは
スタッフまで！（Takuto）

？ ？

どこの町のエンブレムでしょう？

ちなみに、この町はリヒテンシュタイン”Lichtenstein”で
すが、リヒテンシュタイン公国の綴りは「Liechtenstein」
と eが入ります。

→


