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ドイツ語の、その先へ

夏は冷たいカフェが喉を潤わせてくれます。涼し
いお部屋でみんなでヴィナーカフェをつくってみ
ましょう！スウィーツもご用意します。

7月 24日（日）14:00 ～ 15:30

ヴィナーカフェをつくろう（夏バージョン）

会場 :  DZGO（対面のみ）　定員 :  6 ～ 10名様
会費 :  税込 3,000 円

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
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DZGO全フロアを開放！ボードゲーム、スクリー
ン利用、自習、談笑等ご自由に。飲食持込みOKです。
7月 10日（日）12:00 ～ 17:00
会場 :  DZGO（対面のみ）　
入場料 :  税込 1,000 円
              （入退場自由）

スペース開放 DZGO Anlaufstelle

あとがき
イベントを再開しています！暑い日が続き
ますが、ドイツもりだくさんですので、皆
さんのご参加心待ちにしております。一緒
にドイツを楽しみましょう♪ (Yuki)
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ヴィナーカフェをつくろう／ Traubengassse ／サ
マースペシャル（ワインセット）

動作受動まとめ／Nomen ( 名詞 ) die 
Nachfrage/n ( 需要 )

ドイツのまち③ハッティンゲン／写真 : Reise über 
Kyushu ／グリーンツーリズム
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2022だよりだより

Hattingen
ドイツのまち③

ハッティンゲン

Hattingen （ハッティンゲン）はサッカーチーム
でも有名なDortmund、Essen、Duisburg、
Bochumなどの都市が連なる重工業が盛んな地
域Ruhr( ルール ) の中にあります。Bochumか
らは S-Bahn（路面電車）で約 35分です。

「ヒューマンスケールな可愛らしさ」と「まるで
迷路のように広がる小径」がこの町のおすすめポ
イントです。町には明るいグレーを基調とする
家々が立ち並びます。「魔女の帽子」のような屋
根が特徴の聖ジョージ教会と、その周辺に広がる
壁が曲がって見える建物の数々がメルヘンチック
な世界に迷い込んだ雰囲気を味わわせてくれま
す。かつては土地の面積に応じて税金が課せられ
ていたため、節税のために 1階よりも 2階の床
面積を大きくした家が多いのも興味深いです。

クリスマスの時期にはその形を利用して「アドベ
ンツカレンダー」になる旧市庁舎の建物や、騎士
の甲冑のような瓦葺きの建物などがあり、歩きな
がら様々な発見ができます。聖ジョージ教会のあ
る広場に面するレストランでは、チェス盤やダイ
ヤモンドゲームが描かれた机で、ワインやビール
を片手にゲーム駒持参で遊んでいる方もいて、人
情味の溢れる雰囲気も楽しめます。ルール地方に
行かれた際は、ぜひハッティンゲンを散策してみ
てください。(Takuto)

Traubengasse
～ 大阪本町・ぶどうの小径 ～

[ 日時 ]　2022年 7月 10日 (日 )14:00-16:00
[ 定員 ]　8～ 12名様
[会費 ]　税込 3,800円

[お問合せ・お申込み ]　DZGO (deutschfit@dzgo.co.jp)

爽やかな日曜日の午後ドイツワインの試飲を楽しみなが

らのんびり和やかな「ドイツな休日」を過ごしませんか？

ドイツワイン専門店「ローテ・ローゼ」の松田社長によ

る「とっておきミニ講座」もお楽しみいただけます♪

主催 協力

ディーズゴー株式会社 株式会社ドイツ商事

新型コロナウィルス感染予防対策を講じた上で実施いたします。マスク着
用でお越しください。また、体調のすぐれない方はご参加ご遠慮ください。
大阪府下の状況により日時変更、中止となる場合があります。

Traubengasse #04

初めての方も、
2回目以降の方も楽しめます。

同じワインはお出し
しません＾＾。

今回のテーマは

サマーワインを楽しむ
ワインショーレ、 Secco、 ゼクトや

2021年ビンテージワインなど７種の試飲ができます。
オールドヴィンテージワインをお楽しみに！

旧市庁舎 壁が曲がって見える建物

聖ジョージ教会

Hattingen

[販売元]      株式会社ドイツ商事　ローテ・ローゼ
      roterose-kobe.co.jp
[共同企画]　ディーズゴー株式会社(DZGO) 
      dzgo.co.jp

×

＊[Rote Rose オンラインショップ]にてお買い求めください。【ご注文】

商品名: サマースペシャル2022
 （商品コード  22-06-S）
16,800円 (税込・全国送料無料・クール便)

roterose-kobe.co.jp



需要と供給って頻出単語ですね。

今月はその需要 die Nachfrage です。ちなみに

供給は das Angebot/e になります。

bisher は副詞で「これまで」という意味で、

例文訳「これまで需要はどのくらい

ありましたか？」となります。

Tagesschau から一単語！

Nomen ( 名詞 ) die Nachfrage/n ( 需要 )

〒564-0082 吹田市片山町3丁目6-20
グリーンワルト株式会社

tel. 06-6339-7238 fax.06-6339-1082
Email. info@gruenwald.co.jp

www.gruenwald.co.jp

動作受動まとめ

Mietwohnungen im deutschen Stil ,  
umgeben von grünem Wald

緑の森に囲まれた
ドイツ風賃貸マンション

ドイツのことわざ
どういう意味でしょう？

答えはスタッフまで♪

Reden ist Silber,
Schweigen ist Gold.

お問合せはウェブから

気になるドイツ語ポイント #06

Wie groß war bisher die Nachfrage?
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Staffelsee ( シュタッフェル湖 )

Japan

Deu
schland

みんなの写真

Lernen wir Deutsch!

Reise über Kyushu
Bevor ich mein Jahr als Austauschstudent in 
Kobe beginnen sollte, wollte ich noch ein 
wenig reisen. Ich hatte mich dafür entschie-
den in aller Ruhe Städe in Kyushu abzuklap-
pern, aber am meisten hatte ich mich auf 
Yakushima gefreut. Von dieser Insel sagt 
man, dass es dort "35 Tage im Monat　
regnet". Von Kagoshima aus ging es dorthin 
mit der Fähre - 4h Fahrzeit bei hohem 
Wellengang und Starkregen. Die Kulisse aus 
Urwald und Bergen erweckten in mir den 
Eindruck mich an den Drehort eines 
weiteren Jurassic Parc-Filmes verirrt zu 
haben. Kein funktionierendes Smartphone 
dabei, dafür aber eine ausgedruckte google 
maps - Route auf Papier, die sich kurz nach 
dem Verlassen der Fähre bereits in meinen 
Händen wegen des Regens aufzulösen zu 
begann. Nach etwas 30min Busfahrt stieg 
ich aus, hatte keine Ahnung wo ich war, 
taumelte durch den Regen, fragte im 
nächsten Blumengeschäft nach einem 
Telefon und verständigte mich in gebroche-
nem Japanisch soweit, dass mich die 
Betreiber der Unterkunft mit dem Auto 
abholten. Der lustige Zufall: die Unterkunft 
befand sich mehr oder weniger auf der 
anderen Seite der Straße. Durch diese 
kuriose Geschichte wiederum konnte ich 
sofort neue Bekanntschaften knüpfen mit 
Japanern, die mich am nächsten Tag im 
Auto mitnahmen (um das ich mich freilich 
auch nicht gekümmert hatte). Am Ende war 
der Aufenthalt dann sehr angenehm und es 
schien sogar die Sonne! Da kann man nur 
sagen: Mehr Glück als Verstand! (Leo)

「農村地域を活性化する方法を知りたい！」そんな
思いから、大学 4年生の時にドイツ留学に行き、
ヘッセン州のBad Arolsen という町で、グリー
ンツーリズム（農家に滞在して、休暇を過ごす観
光形態）のフィールドワークをしました。
宿泊した部屋には薪とストーブがあり、部屋に入っ
て開口一番「薪のくべ方知ってる？」と言われた
ところから滞在は始まりました。

農家さんと一緒に鶏やガチョウを追い回したり、
ポニー（子馬）やヒツジ、ウサギ、ガチョウなど
の小動物への餌やりや牛乳の乳搾りをしたり、ま
るでハイジの世界のようなわらのベッドで寝たり
などの様々な農に関する体験をしました。このよ
うな面白い体験の在り方を日本にもぜひ広めたい
と思います。(Takuto)

● 現在形
Er wird angerufen.  
彼は電話を受けます。（＝電話をとります。）

● 現在形 (助動詞あり )
Er muss angerufen werden. 
彼は電話を受けなければなりません。

● 過去形
Er wurde angerufen. 
彼は電話を受けました。

● 過去形 (助動詞あり )
Er musste  angerufen werden. 
彼は電話を受けなければなりませんでした。

● 現在完了形
Er ist  angerufen worden. 
彼は電話を受けました。

● 現在完了形 (助動詞あり )
Er hat  angerufen werden müssen. 
彼は電話を受けなければなりませんでした。

1. Stunde: 8:10 ‒ 8:55
2. Stunde: 8:55 ‒ 9:40
　kleine Pause (5min)
3. Stunde: 9:45 ‒ 10:30
　grosse Pause (25min)
4. Stunde: 10:55 ‒ 11:40
　kleine Pause (5min)
5. Stunde: 11:45 ‒ 12:30
6. Stunde: 12:30 ‒ 13:15
　Ende

ドイツの学校の時間割ってどんなの？

ドイツのとある学校の時間割
です。地域により異なること
がありますが、日本より朝が
早く、昼食や掃除の時間がな
い学校がほとんどです。

■ 各クラス 3ヵ月＝9レッスンで教科書 1冊マスターを目指します
■ 日本語解説と練習問題がセットになったドリル付き
■ 自習に役立つオンライン教材とドイツ語ラウンジの参加が無料

グループレッスンが
新しくなりました

DZGO受付カウンターまたはウェブサイトにて
お気軽にお問合せください


