
 
 

① Thema: Kennenlernen 
 
1. Bitte stellen Sie sich so weit wie möglich Ihrem Partner in Ihrer Zielsprache vor.  
2. Bitten Sie um eine Rückmeldung von Ihrem Partner.  

 

 

だいがく 
l なにをべんきょうしていますか。 

l どこでべんきょうしていますか。  

l いつからべんきょうしていますか。 

l べんきょうはどうですか。  

 

くらし 
l どこにすんでいますか。  

l だれと？  

l どのぐらい？ 

l どう？  

l どうやって だいがくへいきますか。 

l いくら？  

 

やすみのひ 
l やすみは どのくらいありますか。 

l やすみのひは なにをしますか。 

l しゅみはなんですか。 

   

わからなかったら・・・ 

² もういちど！ 

² ドイツごでもういちどいってください。 

² ゆっくりおねがいします。 

² たとえばなんですか。 

² すみません。わかりませんでした。 

² そうですか。 

² わかる？ 

² すごい！ 

² ざんねん。 

² ちょっとまってください。 

 



 

 

① テーマ：お互
たが

いを知
し

る 

 

1. 目標言語をできるだけたくさん使って、パートナーに自己紹介してください。 
2. パートナーにフィードバックをもらいましょう。 

 

Universität 
l Was studierst du? 

l Wo studierst du? 

l Seit wann studierst du? 

l Wie findest du dein Studium ? 

 

Leben 
l Wo wohnst du? 

l Mit wem? 

l Wie weit weg wohnst du von der Universität? 

l Wie wohnst du? 

l Wie kommst du zur Universität? 

l Wie viel kostet das? 

 

Freizeit 
l Wie viel Freizeit hast du? 

l Was machst du in deiner Freizeit? 

l Was ist dein Hobby? Was für Hobbies hast du? 

   

² Wiederhole, bitte. 

² Bitte wiederhole es auf Deutsch. 

² Langsam, bitte. 

² Was zum Beispiel? 

² Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. 

² Ich verstehe. 

² Verstehst du? 

 

² Toll！ 

² Schade. 

² Ein Moment, bitte. 



 

お互い知る Kennenlernen 

ことばとフレーズ Wortschatz und Phrasen 

わたしは すずきさくらです。  Ich heiße Sakura Suzuki. 

わたしのなまえは ステファンです。 Mein Name ist Stefan. 

しゅっしんは おおさかです。 Ich komme aus Osaka. 

ハノーファーに すんでいます。 Ich wohne in Hannover. 

北 九 州 大 学
きたきゅうしゅうだいがく

のがくせいです。 Ich bin Studentin in Kitakyushu Universität. 

ライプニッツ大学
だいがく

のがくせいです。 Ich bin Student an der Leibniz Universität. 

ぶんがくをべんきょうしています。 Ich studiere Literatur. 

しゅみはサッカーです。 Mein Hobby ist Fußball spielen. 

えいががすきです。 Ich gehe gerne ins Kino. 

 

かいわ Dialog 

Erste Kontakt

ステファン：こんにちは。はじめまして。  

さくら：   こんにちは。  

ステファン：わたしはステファンです。 

さくら：    ステファンさんですね。わたしはさくらです。 

ステファン：すみません。もういちどおねがいします。 

さくら：    さくら。すずきさくらです。  

ステファン：すずき さくらさん。 

さくら：    ええ、そうです。よろしくおねがいします。 

ステファン：こちらこそ、よろしくおねがいします。 

Stefan: Hallo.   

Sakura: Hallo. 

Stefan: Ich bin Stefan.  

Sakura: Stefan, ok. Ich heiße Sakura. 

Stefan: Entschuldigung. Noch einmal, bitte. 

Sakura: SAKURA. Sakura Suzuki. 

Stefan: Sakura Suzuki. 

Sakura: Ja, das ist richtig. Es ist nett, dich kennenzulernen. 

Stefan: Das finde ich auch.

さくら：    ステファンさん、ごしゅっしんは？ 

ステファン：ドイツです。 

さくら：    そうですか。ドイツのどこですか。 

            ハノーファー？ 

ステファン：いいえ、ブレーメンです。 

さくら：    ああ、ブレーメンですか。 

ステファン：はい。日本
にほん

のどこにすんでいますか。 

さくら：   福岡
ふくおか

にすんでいます。北 九 州
きたきゅうしゅう

大学
だいがく

の学生
がくせい

です。 

ステファン：そうですか。 

            なにをべんきょうしていますか。 

さくら：    法律
ほうりつ

です。ステファンさんは？ 

Sakura: Stefan, woher kommst du? 

Stefan: Ich komme aus Deutschland. 

Sakura: Ich verstehe. Wo in Deutschland wohnst du?  

    In Hannover? 

Stefan: Nein, ich komme aus Bremen. 

Sakura: ah, Bremen. 

Stefan: Ja, in welcher Stadt wohnst du? 

Sakura: Ich wohne in Fukuoka. Ich bin Studentin der     

       Kitakyushu Universität. 

Stefan: Ach so. Was studierst du? 

Sakura: Ich studiere Jura, und du?


