


変化の
パターン

語尾
（辞書の表記）

ウムラウト 単数１格 複数１格

何もつけない

ー der Onkel （叔父） die Onkel
ー ⭕ der Vater（父） die Väter

-eをつける
ー e der Hund（犬） die Hunde

ー e ⭕ der Baum（木） die Bäume

-erをつける
ー er die Kind（子供） die Kinder

ー er ⭕ der Mann（男性；夫） die Männer

-en/-nをつける
ー en der Student（大学生） die Studenten

ーn der Junge（男の子） die Jungen

-sをつける ーs der Gummi（消しゴム） die Gummis

–(e)n型
45%

–e型
25%

無語尾型

15%

–er型
少ない

–s型
少ない



Why? 
German?

Why?
Warum?
Deutsch?
Warum?



今日は

にしよう！



変化の
パターン

語尾
（辞書の表記）

ウムラ
ウト

単数１格 複数１格

何もつけない
（無語尾型）

ー der Onkel （叔父） die Onkel

ー ⭕ der Vater（父） die Väter

–eをつける
（E型）

ー e der Hund（犬） die Hunde

ー e ⭕ der Baum（木） die Bäume

15%

25%





•das Mädchen（女の子）
- で終わる名詞

•das Vöglein（小鳥）
- で終わる名詞

•der Schüler（生徒）
- で終わるほとんどの名詞

•der Wagen（車）
- で終わるほとんどの名詞

•der Löffel（スプーン）
- で終わるほとんどの名詞



男性名詞
der

女性名詞
die

中性名詞
das

（単）der Onkel （叔父）
（複）die Onkel

（単）die Butter （バター）
（複）die Butter

（単）das Lebensmittel（食料品）
（複）die Lebensmittel

（単）der Wagen （車）
（複）die Wagen

（単）die Paprika （パプリカ）
（複）die Paprika

（単）das Mädchen（女の子）
（複）die Mädchen

（単）der Himmel  （空）
（複）die Himmel

（単）das Zimmer（部屋）
（複）die Zimmer

（単）der Kuchen （ケーキ）
（複）die Kuchen

（単）das Brötchen （丸い小型のパン）
（複）die Brötchen

（単）der Kugelschreiber（ボールペン）
（複）die Kugelschreiber

（単）das Hähnchen（若鶏）
（複）die Hähnchen

定冠詞をdie に変える！
あとはそのまま！



男性名詞
der

女性名詞
die

中性名詞
das

（単）der Vater（父）
（複）die Väter

（単）die Mutter（母）
（複）die Mütter

（単）der Apfel（リンゴ）
（複）die Äpfel

（単）die Tochter（娘）
（複）die Töchter

（単）der Bruder （兄、弟）
（複）die Brüder

定冠詞をdie に変える！
母音にウムラウトをつける！



- lingで終わる男性名詞

•der Flüchtling（避難民）
die Flüchtlinge

-nisで終わる女性名詞

•die Kenntnis（知識）
die Kenntnisse

-nisで終わる中性名詞

•das Erlebnis（体験）
die Erlebnisse

※ -nisで終わる名詞には、
seをつける



男性名詞の７割がE型
（クラウン独和辞典４版の最重要単語のうち）

男性名詞、中性名詞

E型の確率が高い



男性名詞
der

女性名詞
die

中性名詞
das

（単）der Hund （犬）
（複）die Hunde

（単）die Kenntnis（知識）
（複）die Kenntnisse

（単）das Brot （パン）
（複）die Brote

（単）der Tag（日）
（複）die Tage

（単）das Telefon（電話）
（複）die Telefone

（単）der Tisch（テーブル）
（複）die Tische

（単）das Erlebnis（体験）
（複）die Erlebnisse

（単）der Freund（友人）
（複）die Freunde

（単）das Jahr（年）
（複）die Jahre

（単）der Bleistift （鉛筆）
（複）die Bleistifte

定冠詞をdie に変える！

語尾に–e をつける -nis↓
-se

-nis↓
-se



男性名詞
der

女性名詞
die

中性名詞
das

（単）der Baum（木）
（複）die Bäume

（単）die Stadt（街）
（複）die Städte

（単）der Hut（帽子）
（複）die Hüte

（単）die Hand（手）
（複）die Hände

（単）der Stock（棒）
（複）die Stöcke

（単）die Kuh（牛）
（複）die Kühe

（単）der Sohn（息子）
（複）die Söhne

定冠詞をdie に変える！

語尾に–e をつける

母音にウムラウトをつける！



変化の
パターン

語尾
（辞書の表記）

ウムラ
ウト

単数１格 複数１格

何もつけない
（無語尾型）

ー der Onkel （叔父） die Onkel

ー ⭕ der Vater（父） die Väter

–eをつける
（E型）

ー e der Hund（犬） die Hunde

ー e ⭕ der Baum（木） die Bäume

15%

25%



今回使用したスライドは、全て右のサイトで無料公開しています。

印刷用練習プリントも用意しました。ダウンロードしてご活用ください。 https://galaxieaz.com/plural-1/

https://galaxieaz.com/plural-1/


Galaxie AZ：カッコいいドイツ語旅  https://galaxieaz.com/ 

 

ドイツ語の複数形を極める！（その１） 
とにかく書きまくりましょう(^^) 単数・複数、両⽅書き殴っていきましょう(⌒▽⌒) 
 

（無語尾型）何もつけない 

 

-chen で終わる単語（「⼩さいもの、愛らしいもの」の意） 

(単)das Mädchen → (複)die Mädchen （⼥の⼦） 

(単)                                             

(複)                                                                                        

 

(単)das Brötchen → (複)die Brötchen （丸い⼩型のパン） 

(単)                                             

(複)                                             

 

(単)das Hähnchen → (複)die Hähnchen （若鶏） 

(単)                                             

(複)                                             

 

-lein で終わる単語（「⼩さいもの、愛らしいもの」の意） 

(単)das Vöglein → (複)die Vöglein （⼩⿃） 

(単)                                             

(複)                                             

 

-er で終わるほとんどの名詞 

(単)der Kugelschreiber → (複)die Kugelschreiber （ボールペン） 

(単)                                             

(複)                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

複合名詞の性は 
最後の名詞によって決まる 

die Kugel 
der Schreiber 
der Kugelschreiber 

＊２語に分けて考えると、覚えやすい！ 

der Kugel/schreiber 

die Kugel: ボール 

der Schreiber: (⼝語) 鉛筆、ボールペン 

schreiben: (動詞)書く 

 

https://galaxieaz.com/plural-1/

印刷用練習プリントも用意しました。

ダウンロードして、ご活用ください。

https://galaxieaz.com/plural-1/

