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●はじめに●

＜本書の目的＞本書はスウェーデン語をすぐに話してみたい、使

ってみたいと考える人のための会話集です．

ですからスウェーデン語を本格的に学ぶ人に向いていません．

来日したスウェーデン人の知人・友人、ポップスターやスウェー

デンを旅行した時に、スウェーデン人と少し言葉を交わしてみたい

というの人のためのスウェーデン語会話集です．

たくさんの簡単なスウェーデン語会話文をその意味と発音を含

めて覚えていただき、目の前でニコニコして、あなたからの一言を

まっているスウェーデン人との交流に間に合わせるものです．

スウェーデン人は英語が大変上手ですから、英会話で十分じゃ

ないかという人もいるかもしれません．しかしやはり母語で話す方

が彼らも本音を言いやすいし、またコチラが一所懸命話そうとすれ

ば、親近感をもって接してくれるものです．日本に来た外国人につ

たなくとも、日本語を話してもらうと嬉しいもの．それと同じです．

＜本書の使い方＞まず、できれば出力し冊子にしてください．そし

て本書に掲載されたスウェーデン語会話を１日１フレーズずつ、発

音と意味を覚えていって下さい．カタカナで書いてある発音で実際

に発音しながら覚えてください．

次に 7 日目ごとに覚えた文章が復習（ Repetition ）できるようま

とめています．発音(本書の表記頼らずに、独自のソラミミ風でもか

まいません）と意味の書き込みをして復習してください．

本書に掲載された各文章カタカナ読みはもちろん本書の主旨に

合わせた便宜上のものです．カタカナで読みなぞっても正しい発

音にはなりません．正しい発音を身につけたければ、やはりスウェ

ーデン語講師にきちんとついて習ってください．

しかし文章をネィティヴスピーカーに読み上げてもらった音源を

用意しています．ご希望の方は、文末に注文方法を掲載してあり
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ますので是非、ご利用ください．

本書は会話集ですから文法的な説明は省きました．しかしなが

ら、どうしてもお断りしておかなくてならない文法事項が二つありま

す．

１．名詞の冠詞：スウェーデン語の名詞には共性名詞と中性名詞

があり、不定冠詞の en(共性）／ ett （中性）は語の前につきます．

しかし英語でいう the にあたる定冠詞は語尾につきます．

例； ett hus(ある家、 a house ） huset （その家、 the house ）

ですから会話文の中には綴りが違うのに同じ意味の単語が違う言

葉が出てきますので注意してください．

２．スウェーデン語の動詞も時制によって変化します．英語 の be
動詞にあたる vara は、現在型なら är 、過去形なら var と形を変

えます．本書では、動詞の原形を表すときは att ～と表記します

（例： att vara ）．

さて、本書をどのような目的で手にしてくれたのでしょうか．いず

れにしても本書が媒介になってスウェーデン人と実りある交流が

生まれることを祈っています．

ビネバル出版／北欧留学情報センター

編集部

＊本格的にスウェーデン語を学んでみたいと言う人のためには北欧留学

情報センターのスウェーデン語教室を巻末でご案内していますのでご参

考ください．
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●本と音源●

１．このファイルを冊子（本）の形でも読むことができます．

1 冊 2100 円（税込）です．ご希望の方は「スウェーデン語会話 365 日

冊子希望」と書いて、下記宛てにお申し込みください．冊子がお手元に到

着するのは、お申し込み後１週間です．

冊子ご希望の方には本書のテキストをネィティブスピーカーによって読

み上げられた音源（ MP3 ）のディスクが無料で添付されます．

２．音源だけをご希望の方：本書に掲載された文章がネィティブスピーカ

ーによって読み上げられた音源だけのご提供もできます．発音を正しくす

るためにもお買い求めください．価格は以下の通りです．

①配信（ 1050 円）：代金をお振り込み（銀行・郵便振替）頂いた後、ネッ

ト配信システムを利用してお送りいします．音源は MP3 です．

②ディスク： CD もしくは DVD （ 1050 円）でお送りします．その場合、

手数料・配送料（ 200 円）がかかります．代金は商品到着後、郵便振替で

後払いです．音源は MP3 です．

ご希望の方は、

＊お名前（ふりがなも）、

＊住所（〒番号含む）、

＊電話番号、メールアドレス

＊ご希望枚数（もしくは冊数）、

を書いて下記へご注文ください．

１．メール： chumon@bindeballe.com
２．ファクス： 03-5261-0025
３．郵便：〒 162-0813 東京都新宿区東五軒町 2-11-201
スウェーデン語会話 365 日係宛
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１日１文おぼえよう

スウェーデン語会話

３６５日
入門編
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第１日目 Nr.001

Hej.
発音：ヘイ

意味：こんにちわ.
スウェーデン人との交流はこの呼びかけから始まります.若い人や

親しい間柄だったらこれを使いましょう.

第２日目 Nr.002

Välkommen.
発音：ヴェルコンメン

意味：ようこそ．

人をお迎えするときに使う言葉です．笑顔でいいましょう．

第３日目 Nr.003

Välkommen till Sverige!
発音：ヴェルコンメン ティル スヴェリエ！

意味：ようこそ、スウェーデンへ！

あなたがスウェーデンに行ったときに 初に言われる一言．笑顔

でうけましょう．ヴェルコンメンは一語です．
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第４日目 Nr.004

Välkommen till Japan！
発音：ヴェルコンメン ティル ヤーパン！

意味：ようこそ、日本へ！

スウェーデン人が日本に来たときに使いたい一言．

笑顔でいましょう．

第５日目 Nr.005

Välkomna！
発音：ヴェルコムナ！

意味：ようこそ！

お迎えする人が複数いたときに使います.

第６日目 Nr.006

Ja.
発音：ヤー

意味：はい．そうです．

肯定をするときの言葉. 英語の yes ．
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第７日目 Repetition １

Nr.001 Hej.
発音： 意味：
Nr.002 Välkommen.
発音： 意味：
Nr.003 Välkommen till Sverige!
発音： 意味：
Nr.004 Välkommen till Japan ！
発音： 意味：
N0.005 Välkomna ！
発音： 意味：
Nr.006 Ja.
発音： 意味：
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第８日目 Nr.007

Nej.
発音：ネィ

意味：いいえ．

何かを否定したり、断るときに使います．英語の No.

第９日目 Nr.008

Tack.
発音：タック

意味：ありがとう．

スウェーデン人と心を通わせるためにはとても大切な言葉．ぜった

いに覚えてください．発音も難しくありません．

第 10 日目 Nr.009

Tack så mycket.
発音：タック ソー ミュッケッ

意味：どうもありがとう．

より丁寧に感謝の気持ちを伝える一言． så は英語の so.
mycket=たくさん(量）
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第１１日目 Nr.010

Nej tack.
発音：ネィ タック

意味：けっこうです．お断りします．いりません．

何かを断るときに使います．日本語のようにやんわりした断り方が

ないので、場合によっては使うのに少し勇気がいります.

第１２日目 Nr.011

Ursäkta mig.
発音：ウルシェクタ メイ

意味：すみません.ごめんなさい.
人の行動を遮ってしまったり、痛みを与えてしまったときの一言．

mig は英語の me にあたります．

第１３日目 Nr.012

Ingen fara.
発音：インゲン ファーラ

意味：なんでもありません．気にしないで．

ごめんなさい、に返す一言.さっと言えるようになりたいですね．相

手を気遣う、あなたの人柄がでる言葉です．
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第１４日目 Repetition ２

Nr.007 Nej.
発音： 意味：
Nr.008 Tack.
発音： 意味：
Nr.009 Tack så mycket.
発音： 意味：
Nr.010 Nej tack.
発音： 意味：
Nr.011 Ursäkta mig.
発音： 意味：
Nr.012 Ingen fara.
発音： 意味：
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第１５日目 Nr.013

Var så god.
発音：ヴァーショ グー

意味：どうぞ．

人になにかを勧めたり渡したりする時に使います．日常会話では

頻繁にでてきますから、すぐに覚えられます．

第１６日目 Nr.014

Vad heter du?
発音：ヴァ ヘーテル ドゥ

意味：お名前はなんと言いますか？

濁音の多い発音になりますが、べくソフトにいうようにしましょう．

vad=何． heter （原型は heta ）=～と呼ばれる． du=あなた．

第１７日目 Nr.015

Jag heter Sakura.
発音：ヤー ヘーテル サクラ

意味：私はさくらといいます．

スウェーデン人は日本語の音になれていません.相手のためにも

ゆっくり丁寧に自分の名をいいましょう． jag=私、僕．
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第１８日目 Nr.016

Mitt namn är Sakura.
発音：ミット ナム エー サクラ

意味：私の名前はさくらです．

もう一つの名前の名のり方です．英語の my name is ～.にあたり

ます．

第１９日目 Nr.017

Hur gammal är du?
発音：ヒュール ガンマル エー ドゥ

意味：おいくつですか？

相手年齢を聞くときの一言．

第２０日目 Nr.018

Jag är 22 år gammal.
発音：ヤー エー シューゴトゥヴォー オール ガンマル

意味：私は 22 歳です．

数の所を強調して言うようにしてください．
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第２１日目 Repetition ３

Nr.013 Var så god.
発音： 意味：
Nr.014 Vad heter du?
発音： 意味：
Nr.015 Jag heter Sakura.
発音： 意味：
Nr.016 Mitt namn är Sakura.
発音： 意味：
Nr.017 Hur gammal är du?
発音： 意味：
Nr.018 Jag är 22 år gammal.
発音： 意味：
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第２２日目 Nr.019

Var kommer du från?
発音：ヴァール コンメル ドゥ フロン

意味：どこから来ましたか？

vor=どこ från=～から．英語の from

第２３日目 Nr.020

Jag kommer från Japan.
発音：ヤー コンメル フロン ヤーパン

意味：わたしは日本から来ました.
ポイントは Japan です．ヤーパンをはっきりと発音してください．

第２４日目 Nr.021

Jag kommer från Sverige.
発音：ヤー コンメル フロン スヴェーリエ

意味：私はスウェーデンから来ました．

sverige は、スウェーデン語でスウェーデンの意．きれいな響きが

あります．聞き取り易い単語です．
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第２５日目 Nr.022

Jag är student.
発音：ヤー エー ストュデント

意味：わたしは学生です．

student をはっきりいいましょう.ストュデントは、即「大学生」とはか

ぎりません．「学んでいる者」と理解した方がいいでしょう．

第２６日目 Nr.023

Jag är svenskalärare.
発音：ヤー エー スヴェンスカレーラレ

意味：わたしはスウェーデン語の先生です.
svenska=スウェーデン語． lärare=教師、先生．

第２７日目 Nr.024

Jag är sekreterare.
発音：ヤー エー セクレテーラレ

意味：わたしは秘書です.
この職名は英語で言っても十分通用します．

sekreterare=事務員、秘書．
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第２８日目 Repetition ４

Nr.019 Var kommer du från?
発音： 意味：
Nr.020 Jag kommer från Japan.
発音： 意味：
Nr.021 Jag kommer från Sverige.
発音： 意味：
Nr.022 Jag är student.
発音： 意味：
Nr.023 Jag är svenskalärare.
発音： 意味：
Nr.024 Jag är sekreterare.
発音： 意味：
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第２９日目 Nr.025

Jag bor i Tokyo.
発音：ヤー ボール イ トーキョー

意味：わたしは東京に住んでいます．住まいは東京です．

トーキョーは英語ぽい発音で大丈夫． bor=住む(原型は bo ） i 、
は前置詞で「～の中に」の意味で、英語の in ．

第３０日目 Nr.026

Jag bor i Stockholm.
発音：ヤー ボール イ ストックホルム

意味：私はストックホルムに住んでいます．

「 bor i ”都市名”」の言い方は覚えてしまいましょうね．ストックホ

ルムはスウェーデンの首都．きれいな街です．

第３１日目 Nr.027

Jag talar ｌｉｔｅ svenska.
発音：ヤー ターラル リーテ スヴェンスカ

意味：私はスウェーデン語を少し話します．

今は「少し」を強調しておきましょう．

talar=話す.(原型は tala) lite=少し
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第３２日目 Nr.028

Jag talar inte japanska.
発音：ヤー ターラル インテ ヤパンスカ

意味：私は日本語が話せません．

こうは言いますが来日するスウェーデン人は、私達の想像以上に

日本語が上手です． inte=は否定を表す単語．英語の not ．覚え

ておきたい単語の一つ．

第３３日目 Nr.029

Det är trevligt att träffas.
発音：デエー トレーヴリット オ トレッファス

意味：お会いできてうれしいです．

覚えておきたい一言． roligt=(原型 rolig) 愉しい、面白い． träffa=
会う．語尾に s を伴って「互いに会う」ことを表現します． trevligt=
楽しい.

第３４日目 Nr.030

Jag hoppas vi träffas igen.
発音：ヤー ホッパス ヴィ トレファス イエン

意味：またお会いしましょうね．

あなたがスウェーデン人ともう一度会いたいなら、この一言．

vi=私達、我々 hoppas=希望する． igen=ふたたび．
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第３５日目 Repetition ５

Nr.025 Jag bor i Tokyo.
発音： 意味：
Nr.026 Jag bor i Stockholm.
発音： 意味：
Nr.027 Jag talar lite svenska.
発音： 意味：
Nr.028 Jag talar inte japanska.
発音： 意味：
Nr.029 Det är trevligt att träffas.
発音： 意味：
Nr.030 Jag hoppas vi träffas igen.
発音： 意味：
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第３６日目 Nr.031

Ha det bra.
発音：ハ- デ ブラー

意味：元気でね．

少し間のある別れの時に使う一言． bra=良い、英語の good ．

第３７日目 Nr.032

Hej då.
発音：ヘイ ドー

意味：それじゃあね．

日常に別れを告げるときに使う気軽な一言．

då=ということ、それでは. 英語の then.

第３８日目 Nr.033

Vi ses.
発音：ヴィ セース

意味：またね．また会いましょう．

デンマーク人にもノルウェー人にも通じます．たいへん覚えやす

く、また親しみのこもった言葉です．
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第３９日目 Nr.034

God morgon.
発音：グ モロン

意味：おはようございます．

朝の始まりの一言．元気にいいましょう．

god=良い mogron=朝、 g は発音されません．

第４０日目 Nr.035

Hur står det till？
発音：ヒュール ストール デ ティル

意味：元気ですか．調子はどう？

親しい人や職場の同僚に使える一言です．

hur=どのように、どのような．英語の how ． står=立っている．原

型は stå ． till （前置詞）を伴って上記の意味を作ります．

第４１日目 Nr.036

Bra.
発音：ブラー

意味：元気だよ.いいですね！

Nr.035 の質問への答え．カンタンでしょう．英語の good ．私も生

徒のみなさんが巧く発音できたときにも使います．



- 22 -

第４２日目 Repetition ６

Nr.031 Ha det bra.
発音： 意味：
Nr.032 Hej då.
発音： 意味：
Nr.033 Vi ses.
発音： 意味：
Nr.034 God morgon.
発音： 意味：
Nr.035 Hur står det till ？
発音： 意味：
Nr.036 Bra.
発音： 意味：
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第４３日目 Nr.037

Tack, bra. Och du？
発音：タック ブラー オ ドゥ

意味：ありがとう、調子いいですよ．あなたは？

前の質問への答えですが、気遣ってくれたことへのお礼と、相手

に気遣い見せた言い方です． och=～と、そして 英語の and ．

第４４日目 Nr.038

Ett ögonblick！
発音：エット ウーゴンブリック

意味：ちょっとまってください！

スウェーデン語の名詞には「共性名詞」と「中性名詞」があります．

ett は中性名詞につく「冠詞」で１つ、１つの、という意味．共性名

詞の冠詞は en です． ögonblick=一瞬

第４５日目 Nr.039

Vad är det här?
発音：ヴァ エー デ ハール

意味：これはなんですか？

疑問詞を覚えましょう． vad は英語の what ．
här は英語の here にあたります．
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第４６日目 Nr.040

Var är min väska？
発音：ヴァール エー ミン ヴェスカ

意味：私のカバンはどこですか？

var=どこ？ 英語の Where. väska ＝カバン

第４７日目 Nr.041

När har vi lektion ?
発音：ネール ハール ヴィ レクホーン

意味：私たちの授業はいつですか？

日時や時期,、事象が起きた時間をたずねる疑問詞です．英語の

When.

第４８日目 Nr.042

Varför är du i Tokyo？
発音：ヴァルフル エー ドゥ イ トーキョー

意味：なぜあなたは東京にいるですか？（なぜ東京に来たのです

か？）

vorför=なぜ？ 理由、原因などをたずねる疑問詞．
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第４９日目 Repetition ７

Nr.037 Tack, bra. Och du ？
発音： 意味：
Nr.038 Ett ögonblick ！
発音： 意味：
Nr.039 Vad är det här?
発音： 意味：
Nr.040 Var är min väska ？
発音： 意味：
Nr.041 När har vi lektion?
発音： 意味：
Nr.042 Varför är du i Tokyo ？
発音： 意味：
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第５０日目 Nr.043

Hur kommer jag dit？
発音：ヒュール コンメル ヤー ディート？

意味：私はどうやってそこへ行くのですか？

hur=方法、状態などをたずねる疑問詞．英語の how
dit=そこへ（副詞）

第５１日目 Nr.044

Vem är det där？
発音：ヴェム エー デ ダール

意味：あれは誰ですか？

vem=人の素性や名前、自分の知らない人のことを聞く疑問詞．

英語の Who. där は英語の there にあたる語．そこ、あそこ．

第５２日目 Nr.045

Vad heter det på svenska ？
発音：ヴァ ヘーテル デ ポ スヴェンスカ

意味：これはスウェーデン語でなんと言うの？

hete=～と呼ばれる． på ＝前置詞 ～の上に
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第５３日目 Nr.046

Vad ska jag göra？
発音：ヴァ スカ ヤー ヨーラ

意味：私はなにをしましょう？

ska は助動詞. att göra=～をする．

第５４日目 Nr.047

Kan du hjälpa mig？
発音：カン ドゥ ヤェルパ メイ

意味：私を手伝ってくれますか？

人に助けを求める時の一言． kan=助動詞．できる．英語の can.
hjälpa=助ける． mig は jag の対格,英語の me.

第５５日目 Nr.048

Vad sa du？
発音：ヴァ サー ドゥ

意味：なんといいましたか？

sa=言った． att säga(原型）の過去形．

相手が言ったこと意味が分からなかったり、聞き取れなかったとき

に使います．
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第５６日目 Repetition ８

Nr.043 Hur kommer jag dit ？
発音： 意味：
Nr.044 Vem är det där ？
発音： 意味：
Nr.045 Vad heter det på svenska ？
発音： 意味：
Nr.046 Vad ska jag göra ？
発音： 意味：
Nr.047 Kan du hjälpa mig ？
発音： 意味：
Nr.048 Vad sa du ？
発音： 意味：
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第５７日目 Nr.049

Jag sa ja.
発音：ヤー サー ヤー

意味：私は”はい”と言いました．

Nr.048 の返答例． ja のところを自分の名前にしてみましょう．

sa は att säga =言う、の 過去形．

第５８日目 Nr.050

Vad kostar det？
発音：ヴァ コスタル デ

意味：いくらですか？

値段を聞くときの常套句． kostar=～だけの値段がする．～だけお

金がかかる．原型=att kosta

第５９日目 Nr.051

Det kostar ingenting．
発音：デ コスタル インゲンティング

意味：お金はかかりません．

Nr.050 の質問への応答． ingenting=なにもない．



- 30 -

第６０日目 Nr.052

Var är du？
発音：ヴァール エー ドゥ

意味：あなたはどこにいるのですか？

疑問詞を使った文を覚えていきましょう．

第６１日目 Nr.053

Jag är hemma.
発音：ヤー エー ヘンマ

意味：私は家にいます．

hemma は副詞．英語の at home にあたります．

第６２日目 Nr.054

Var är boken？
発音：ヴァール エー ブーケン

意味：その本はどこにありますか？

Vad と Var の発音に気をつけてください.Var は小さなルが入る感

じで発音して下さい． boken=本．この場合は既知形．原型は en
bok.
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第６３日目 Repetition ９

Nr.049 Jag sa ja.
発音： 意味：
Nr.050 Vad kostar det ？
発音： 意味：
Nr.051 Det kostar ingenting ．
発音： 意味：
Nr.052 Var är du ？
発音： 意味：
Nr.053 Jag är hemma.
発音： 意味：
Nr.054 Var är boken ？
発音： 意味：
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第６４日目 Nr.055

Den är i påsen.
発音：デン エー イ ポーセン

意味：それはあの袋の中にあります．

Nr.054 の応答例です.den は boken を指す代名詞． påsen=袋、

原型は

en påse ．

第６５日目 Nr.056

Var är station？
発音：ヴァール エ－ スタホーン

意味：駅はどこですか？

これはどんな人でも覚えなくてはいけない会話文ですね．

station=駅．

第６６日目 Nr.057

Den är där borta．
発音：デン エー ダール ボッタ

意味：この向こうです.
Nr.056 （ Var är station ？）への応答です.
Den は駅を指します． där =あそこ． borta=向こう．
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第６７日目 Nr.058

När ska du till konserten ？
発音：ネール スカ ドゥ ティル コンサーレン

意味：いつ演奏会にいくのですか？

När を使った質問文.どちらかというと近い将来の予定日を確かめ

る聞き方です． konserten の発音では、通常、ｔを読みません．

＊１日の中の特定された時間を聞く言い方は以下．
Hur dags kommer du till konserten? (ヒュール ダックス コンメル ドゥ
ティル コンサーレン）／何時に演奏会に行くのですか？

第６８日目 Nr.059

I morgon．
発音：イ モロン

意味：明日です．

Nr.058 の質問への応答． morgon=朝、Ｉ は英語の in です．こ

の二つの語で「明日」という意味になります．

第６９日目 Nr.060

När ska vi gå？
発音：ネール スカ ヴィ ゴー

意味：私達はいつ出るのですか？

att gå=いく、歩く
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第７０日目 Repetition １０

Nr.055 Den är i påsen.
発音： 意味：
Nr.056 Var är stationen ？
発音： 意味：
Nr.057 Den är där borta ．
発音： 意味：
Nr.058 När ska du till konserten ？
発音： 意味：
Nr.059 I morgon ．
発音： 意味：
Nr.60. När ska vi gå ？
発音： 意味：
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第７１日目 Nr.061

Snart．
発音：スナート

意味：まもなく．

Nr.061 への応答． snart は副詞．まもなく．もうすぐ．

第７２日目 Nr.062

Varför har du kommit t i l l
Sverige？
発音：ヴァルフル ハール ドゥ コミット ティル スヴェリエ

意味：どうしてスウェーデンに来たのですか？

kommit ＝来た 原型は komma 、現在形は kommer.

第７３日目 Nr.063

Därför att min kompis bor i
Sverige.
発音：ダールフル アト ミン コンピス ボール イ スヴェリエ

意味：スウェーデンに友達がいるんです．

en kompis ＝ともだち．
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第７４日目 Nr.064

Varför inte？
発音：ヴァルフル インテ

意味：どうして、だめなのですか？

inte ＝ 否定語．英語の not にあたります .

第７５日目 Nr.065

Det är rökning förbjuden här ．
発音：デー エー ルークニング

フルビューデン ハール

意味：ここは禁煙です．

rökning förbjuden ＝禁煙．形容詞． här ＝ここ

第７６日目 Nr.066

Hur länge var du i England?
発音：ヒュール レンゲ ヴァール ドゥ イ エングランド

意味：イギリスにどれくらいましたか？

（＊もうイギリスにいない場合）

Hur länge=英語の How long ． i =～の中に、の内に．
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第７７日目 Repetition １１

Nr.061 Snart ．
発音： 意味：
Nr.062 Varför har du kommit till Sverige ？
発音： 意味：
Nr.063 Därför att min kompis bor i Sverige.
発音： 意味：
Nr.064 Varför inte ？
発音： 意味：
Nr.065 Det är rökning förbjuden här ．
発音： 意味：
Nr.066 Hur länge var du i England?
発音： 意味：
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第７８日目 Nr.067

Bara ３dagar.
発音：バーラ トレ－ ダーガル

意味：３日間だけです.
Nr.066 の質問への応答． bara=ただ、だけ、しかありません．

dagar は en dag （日）の複数形．

第７９日目 Nr.068

Hur långt är det till parken？
発音：ヒュール ロングト エ－ デ ティル パルケン

意味：公園まではどれくらいありますか？

距離や道のりをたずねる一言． lång ＝ながい、遠く．

第８０日目 Nr.069

Cirka en timme till fots.
発音：シルカ エン ティンメ ティル フ－ツ

意味：だいたい、歩いて１時間かかります．

cirka=だいたい． en timme=１時間．

till fots ＝歩いて、徒歩で．
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第８１日目 Nr.070

Hur lagar man köttbullar？
発音：ヒュール ラーガル マン シュットブッラル

意味：肉団子はどうやって作るのですか？

＊ köttbullar （肉団子） man=この場合は人の総称． lagar （原

型 att laga)=用意する. att laga mat （食べ物）で、「料理をする」

の意味になります．

第８２日目 Nr.071

Hur mycket är klockan？
発音：ヒュール ミュッケ エ－ クロッカン

意味：いま何時ですか？

mycket ＝たくさん 数えられない数をたずねるときに使います．

第８３日目 Nr.072

Hur många böcker har du ？
発音：ヒュール モンガ ブッケル ハール ドゥ

意味：あなたは本を何冊くらいもっていますか？

böcker ＝ en bok の複数． många は数で数えられる数値を聞く

ときに使います．いくつ． böcker ＝ en bok の複数．

＊ köttbullar （肉団子）はスウェーデンで良く出る料理．コケモモのジャム
をつけてたべます．
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第８４日目 Repetition １２

Nr.067 Bara ３ dagar.
発音： 意味：
Nr.068 Hur långt är det till parken ？
発音： 意味：
Nr.069 Cirka en timme till fots.
発音： 意味：
Nr.070 Hur lagar man köttbullar ？
発音： 意味：
Nr.071 Hur mycket är klockan ？
発音： 意味：
Nr.072 Hur många böcker har du ？
発音： 意味：
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第８５日目 Nr.073

Vem är du？
発音：ヴェム エー ドゥ

意味：あなたはだれですか？

Vem=誰？ 実際には、こういう質問はあまりしないしされもしま

せんが、例文として覚えてください．

第８６日目 Nr.074

Jag är Sakura från Japan.
発音：ヤー エー サクラ フロン ヤ－パン

意味：私は日本から来ているサクラです．

från=～から．

第８７日目 Nr.075

Vem är han？
発音：ヴェム エー ハン

意味：彼は誰ですか？

Nr.73 でた du （あなた）を、三人称の han （彼）に代えて聞きま

す．
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第８８日目 Nr.076

Det är Ingmar Bergman.
発音：デ エー イングマール ベリィマン

意味：(それは）イングマ－ル・ベルイマンです．

Nr.075 の質問の応答例． Ingmar Bergman （ 1918 年生)は、映

画監督.日本ではベルイマンと呼ばれますが、ベリィマンが原音に

近い．

第８９日目 Nr.077

Vem är hon？
発音：ヴェム エー フン

意味：彼女はだれ？

今度は han を hon （彼女）に変えてみましょう．

第９０日目 Nr.078

Det är Ingrid Bergman.
発音：デ エー イングリッド ベリィマン

意味：（それは）イングリッド・バーグマンです．

Ingrid Bergman （ 1915 ～ 1982 ）はスウェーデン人女優．

代表作に「間奏曲」、「カサブランカ」、「オリエン急行殺人事件」．
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第９１日目 Repetition １３

Nr.073 Vem är du ？
発音：
Nr.074 Jag är Sakura från Japan.
発音：
Nr.075 Vem är han ？
発音：
Nr.076 Det är Ingmar Bergman.
発音：
Nr.077 Vem är hon ？
発音：
Nr.078 Det är Ingrid Bergman.
発音：
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第９２日目 Nr.079

Jag är japan．
発音：ヤ－ エー ヤパ－ン

意味：私は日本人です．

自分の出身国を明らかにします．

第９３日目 Nr.080

Vi är japaner．
発音：ヴィ エー ヤパーネル

意味：私たちは日本人です．

複数の言い方です．

第９４日目 Nr.081

Jag är amerikan.
発音：ヤ－ エー アメリカン

意味：私はアメリカ人です．

アメリカ人の場合です．発音はしやすいですね．
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第９５日目 Nr.082

De är amerikaner.
発音：ドム エー アメリカーネル

意味：彼らはアメリカ人です．

アメリカ人、複数の言い方． de （彼ら）は「ドム」と発音します.dom
（口語）と表記されることもあります.

第９６目 Nr.083

Jag är tysk.
発音：ヤ－ エー テュスク

意味：私はドイツ人です．

tysk ＝ドイツ人

第９７日目 Nr.084

Ni är tyskar.
発音：ニー エー テュスカル

ドイツ人を指す複数形．

ni=あなた達
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第９８日目 Repetition １４

Nr.079 Jag är japan ．
発音： 意味：
Nr.080 Vi är japaner ．
発音： 意味：
Nr.081 Jag är amerikan.
発音： 意味：
Nr.082 De är amerikaner.
発音： 意味：
Nr.083 Jag är tysk.
発音： 意味：
Nr.084 Ni är tyskar.
発音： 意味：
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第９９日目 Nr.085

Jag är dansk.
発音：ヤ－ エー ダンスク

意味：私はデンマーク人です．

スウェーデンのお隣の国の人．

第１００日目 Nr.086

De är danskar.
発音：ドム－ エー ダンスカル

意味：彼らはデンマーク人です．

デンマーク人を指す複数形．

第１０１日目 Nr.087

Jag är norsk.
発音：ヤ－ エー ノシュク

意味：私はノルウェー人です．
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第１０２日目 Nr.088

De är norrmän.
発音：ドム エー ノルメン

意味：彼らはノルウェー人です．

ノルウェー人を指す複数形（会話体）．

第１０３日目 Nr.089

Vad heter han?
発音：ヴァ ヘーテル ハン

意味：彼の名前はなんといいますか？

Vad heter du?（あなたのお名前は？）はすでに（ Nr.014 ）学ん

でいます．その応用です.ここでは三人称できてみましょう．

第１０４日目 Nr.090

Han heter Masao．
発音：ハン ヘーテル マサオ

意味：彼の名前はマサオです．

han は、彼という意味でしたね．
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第１０５日目 Repetition １５

Nr.085 Jag är dansk.
発音： 意味：
Nr.086 De är danskar.
発音： 意味：
Nr.087 Jag är norsk.
発音： 意味：
Nr.088 De är norrmän.
発音： 意味：
Nr.089 Vad heter han?
発音： 意味：
Nr.090 Han heter Masao ．
発音： 意味：
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第１０６日目 Nr.091

Vad heter hon？
発音：ヴァ ヘーテル フン

意味：彼女の名前はなんといいますか？

今度は「彼女」の名前を聞きます．

hon=彼女．あの娘（こ）

第１０７日目 Nr.092

Hon heter Lotta.
発音：フン ヘーテル ロッタ

意味：彼女はロッタです．

スウェーデン映画のタイトルにも使われた女の子の名前．

第１０８日目 Nr.093

Han är 10 år gammal.
発音：ハン エー ティエ オー ガンマル

意味：彼は１０歳です．

年齢の言い方です. 第？日目 Nr.19 でもでていますが、これ

は３人称.「 är 」が変化しないことに注目.
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第１０９日目 Nr.094

De kommer från Kanada.
発音：ドム コンメル フロン カーナダ

意味：彼らはカナダから来ています.

第１１０日目 Nr.095

Vi kommer från Sverige.
発音：ヴィ コンメル フローン スヴェリエ

意味：私達はスウェーデンから来ています．

これはたぶん聞き取りやすい一言だと思います． vi=私達

sverige=スウェーデン

第１１１日目 Nr.096

Han är min lärare.
発音：ハン エ－ ミン レ－ラレ

意味：彼は私の教師（先生）です．

いくつか職業名を覚えていきましょう．

min ＝私の
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第１１２日目 Repetition １６

Nr.091 Vad heter hon ？
発音： 意味：
Nr.092 Hon heter Lotta.
発音： 意味：
Nr.093 Han är 10 år gammal.
発音： 意味：
Nr.094 De kommer från Kanada.
発音： 意味：
Nr.095 Vi kommer från Sverige.
発音： 意味：
Nr.096 Han är min lärare.
発音： 意味：
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第１１３日目 Nr.097

Hon är bibliotekarie.
発音：フン エー ビブリオテカーリエ

意味：彼女は図書館司書です．

bibiliotekarie は長い単語の割には発音しやすいと思います.

第１１４日目 Nr.098

Han är journalist.
発音：ハン エー フナリスト

意味：彼はジャーナリストです．

journalist は覚えやすく発音もしやすいと思います.

第１１５日目 Nr.099

Förstår du？
発音：フルシュトール ドゥ

意味：わかる？理解できてますか？．

スウェーデン語ヨチヨチ歩きの、あなたがよくされる質問かも．わか

らないときは、遠慮なく Nej （ネィ）をいいましょう．
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第１１６日目 Nr.100

Ja. Jag förstår.
発音：ヤー．ヤー フルシュトール

意味：はい、わかります．

しっかり理解できたと思ったらこの答え．

förstår=理解する．わかる．

第１１７日目 Nr.101

Ｎej. Jag förstår inte.
発音：ネイ ヤー フルシュトール インテ

意味：いいえ、わかりません．

わからない時は、素直にこういいましょう．

わかった振りをすると後であわてることが多いですね．

第１１８日目 Nr.102

Vad betyder det？
発音：ヴァ ベティーデル デ

意味：どういう意味ですか？

相手のいっていることが具体的でないとき、言葉の意味がわから

ない時に使います．
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第１１９日目 Repetition １７

Nr.097 Hon är bibliotekarie.
発音： 意味：
Nr.098 Han är journalist.
発音： 意味：
Nr.099 Förstår du ？
発音： 意味：
Nr.100 Ja. Jag förstår.
発音： 意味：
Nr.101 Nej. Jag förstår inte.
発音： 意味：
Nr.102 Vad betyder det ？
発音： 意味：
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第１２０日目 Nr.103

Tala långsamt är du snäll.
発音：ターラ ラングサムトゥ エー ドゥ スネル

意味：ゆっくり話してくれますか．

言われたことが聞き取れなかったときに言ってください långsam=
ゆっくり（副詞） talar=話す．（原型 tala ） snäll=親切、やさしい.

第１２１日目 Nr.104

Är du gift？
発音：エー ドゥ イフト

意味：あなたは結婚していますか？

実際にはあまりしない質問かも知れませんが、覚えてください．

gift は形容詞で、結婚している状態を表します.

第１２２日目 Nr.105

Nej. Jag är inte gift.
発音：ネェ ヤー エー インテ イフト

意味：私は結婚していません．

Nr.104 への応答です．
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第１２３日目 Nr.106

Ja. Jag är gift.
発音：ヤァ ヤー エー ジフト

意味：私は結婚しています．

今度は結婚していることを認める言い方．

第１２４日目 Nr.107

Jag är sambo．
発音：ヤー エー サンボ

意味：私は同棲しています．

北欧は結婚せずに家族をもつカップルは、珍しくありません .
sambo は sammanboende が縮まった語．同棲している状態．

第１２５日目 Nr.108

Har du barn？
発音：ハール ドゥ バーン

意味：お子さんはいますか？

子どもがいるかどうかを聞きます．答えてもらえれば話題も広がり

ます．
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第１２６日目 Repetition １８

Nr.103 Tala långsamt är du snäll.
発音： 意味：
Nr.104 Är du gift ？
発音： 意味：
Nr.105 Nej. Jag är inte gift.
発音： 意味：
Nr.106 Ja. Jag är gift.
発音： 意味：
Nr.107 Jag är sambo ．
発音： 意味：
Nr.108 Har du barn ？
発音： 意味：
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第１２７日目 Nr.109

Jag har ett barn.
発音：ヤー ハール エット バーン

意味：私には子供が一人います．

ett barn. 子供は冠詞 ett の付く名詞だとも覚えておいてください．

第１２８日目 Nr.110

Hon har en son.
発音：フン ハール エン ソン

意味：彼女には息子さんが一人います．

en son=息子. スウェーデン人には、～ソンという名乗る人が多い

のですが語源はこの単語からきています．

第１２９日目 Nr.111

De har två söner.
発音：ドム ハール トゥヴォー スーネル

意味：彼らには息子さんが２人います．

två=２． söner は、 son の複数形です．

語源はこの単語からきています．
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第１３０日目 Nr.112

Han har en dotter.
発音：ハン ハール エン ドッテル

意味：彼には娘さんが１人います．

en dotter=娘、お嬢さん．

第１３１日目 Nr.113

Jag har två döttrar.
発音：ヤー ハール ツボー デットラル

意味：私には娘が２人います.
två ＝２． döttra は、 dotter の複数形．

第１３２日目 Nr.114

Jag är singel.
発音：ヤー エー スィンゲル

意味：私は独身です．

北欧で会話にこれを使うと、なんだかか恋人もいない寂しい人の

イメージがあります. singel ＝独身
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第１３３日目 Repetition １９

Nr.109 Jag har ett barn.
発音： 意味：
Nr.110 Hon har en son.
発音： 意味：
Nr.111 De har två söner.
発音： 意味：
Nr.112 Han har en dotter.
発音： 意味：
Nr.113 Jag har två döttrar.
発音： 意味：
Nr.114 Jag är singel.
発音： 意味：
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第１３４日目 Nr.115

De är skilda.
発音：ドム エー フィルダ

意味：彼らは離婚しています．

北欧は離婚率が高いというイメージがあり数字でみれば日本より

は高いが著しい差あるわけではないようです.frånskilda ＝離婚し

ている． De ＝彼ら

第１３５日目 Nr.116

Han är en pojke.
発音：ハン エー エン ポイケ

意味：彼は男の子です．

pojke ＝男の子、少年．

第１３６日目 Nr.117

Hon är en flicka.
発音：フン エー エン フリッカ

意味：彼女は女の子です．

flicka ＝女の子、少女． hon ＝彼女
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第１３７日目 Nr.118

Han är min far.
発音：ハン エー ミン ファール

意味：彼のは私の父です．

覚えるのは、かんたんでしょう？

far ＝父親

第１３８日目 Nr.119

Han är min farfar.
発音：ハン エー ミン ファルファル

意味：彼は私の祖父です．

farfar ＝（父方の）おじいちゃん.同じ言葉を二つ重ねるだけです．

第１３９日目 Nr.120

Hon är min farmor.
発音：フン エー ミン ファルモル

意味：彼女は私の祖母です．

farmor ＝（父方の）おばあちゃん．
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第１４０日目 Repetition ２０

Nr.115 De är skilda.
発音： 意味：
Nr.116 Han är en pojke.
発音： 意味：
Nr.117 Hon är en flicka.
発音： 意味：
Nr.118 Han är min far.
発音： 意味：
Nr.119 Han är min farfar.
発音： 意味：
Nr.120 Hon är min farmor.
発音： 意味：
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第１４１日目 Nr.121

Hon är min mor.
発音：フン エー ミン モール

意味：彼女は私の母です．

mor ＝母親 お父さん同様、これも覚えやすい．

第１４２日目 Nr.122

Hon är min mormor.
発音：フン エー ミン モルモル

意味：彼女は私の祖母です．

mormor ＝（母方の）おばあちゃん、祖母．

第１４３日目 Nr.123

Han är min morfar.
発音：ハン エー ミン モルファル

意味：彼は私の（母方の）祖父です．

morfar=（母方）の祖父．
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第１４４日目 Nr.124

Han är min man.
発音：ハン エー ミン マン

意味：彼は私の夫です．

man=夫

第１４５日目 Nr.125

Hon är min fru.
発音：フン エー ミン フルゥ

意味：彼女は私の妻です．

fru=妻

第１４６日目 Nr.126

Hon är min syster.
発音：フン エー ミン スィステル

意味：彼女は私の姉（妹）です．

syter=姉、あるいは妹．姉と妹の区別は、形容詞の stor(大きい）と

lilla(小さい）をつけます． storsyster=姉、 lillasyster=妹
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第１４７日目 Repetition ２１

Nr.121 Hon är min mor.
発音： 意味：
Nr.122 Hon är min mormor.
発音： 意味：
Nr.123 Han är min morfar.
発音： 意味：
Nr.124 Han är min man.
発音： 意味：
Nr.125 Hon är min fru.
発音： 意味：
Nr.126 Hon är min syster.
発音： 意味：
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第１４８日目 N0.127

Han är min bror.
発音：ハン エー ミン ブロール

意味：彼は私の兄（弟）です．

因みに兄は storebror （ストオブロール）、弟は lillaebror （リラブロ

ール）、という

第１４９日目 Nr.128

De är tvillingar.
発音：ドム エー トゥヴィリンガル

意味：彼らは双子です．

tvillingar=双子

スウェーデンに限らず北欧は意外に双子が多い.

第１５０日目 Nr.129

Tack för i dag.
発音：タック フール イダー

意味：今日はどうもありがとう．

Tack=ありがとう、感謝． för=～ために.英語の for ． i dag=今日

授業の終わり誰かの家に招かれて帰るときに言うひとこと．
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第１５１日目 Nr.130

Tack för i går.
発音：タック フール イゴール

意味：昨日はどうもありがとう．

前日に何かお世話になったり、楽しい時間を一緒に過ごしたときな

どにいいましょう． i går=昨日

第１５２日目 Nr.131

Vi ses i morgon.
発音：ヴィ セース イ モロン

意味：明日また会いましょう．

i morgon=明日．友達や親しい人、明日また会うことがわかってい

る人にいう言葉．

第１５３日目 Nr.132

En vecka är sju dagar.
発音：エン ヴェッカ エー フュー ダール

意味：１週間は７日間あります．

vecka=週． sju ＝７
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第１５４日目 Repetition ２２

Nr.127 Han är min bror.
発音： 意味：
Nr.128 De är tvillingar.
発音： 意味：
Nr.129 Tack för i dag.
発音： 意味：
Nr.130 Tack för i går.
発音： 意味：
Nr.131 Vi ses i morgon.
発音： 意味：
Nr.132 En vecka är sju dagar.
発音： 意味：
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第１５５日目 Nr.133

Vad är det för dag i dag?
発音：ヴァ エ デー フ－ル ダー イダー

意味：今日は何曜日ですか？

曜日を聞く言い方．

第１５６日目 Nr.134

Det är Söndag.
（Måndag,Tisdag）
発音：デ エー スンダー（モンダー, ティースダー）

意味：日曜日です．（月曜日、火曜日）

Nr.133 の質問への応答です．

第１５７日目 Nr.135

Vad är det för dag i morgon?
発音：ヴァ エー デ フール ダー イモロン

意味：明日は何曜日ですか？

今日を、昨日=i morgon に変えて質問です．
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第１５８日目 Nr.136

Det är onsndag. （ torsdag,
fredag）
発音：デ エー オンスダー （トーシュダー、フレーダー）

意味：水曜日です．（木曜日、金曜日）

Nr.135 の質問への応答です．

第１５９日目 Nr.137

Vad var det för dag
i går?(i förrgår)

発音：ヴァ ヴァー デ フール ダー イ ゴール（イ フルゴール）

意味：昨日（一昨日）は何曜日でしたか？

var は att vara の過去形です．現在形は är ．

第１６０日目 Nr.138

Det var måndag.
発音：デ- ヴァー モンダー

意味：月曜日です．

Nr.137 の質問にたいする応答例です．過去形で聞かれています

から、過去形で答えなくてはなりません．
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第１６１日目 Repetition ２３

Nr.133 Vad är det för dag i dag?
発音： 意味：
Nr.134 Det är Söndag. （ Måndag,Tisdag ）
発音： 意味：
Nr.135 Vad är det för dag i morgon?
発音： 意味：
Nr.136 Det är onsdag.（ torsdag, fredag ）
発音： 意味：
Nr.137 Vad var det för dag i går?(i förrgår)
発音： 意味：
Nr.138 Det var måndag.
発音： 意味：
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第１６２日目 Nr.139

Ett år är tolv månader.
発音：エット オール エー トルヴ モ－ナデル

意味：１年は１２カ月あります．

ett år=１年 tolv=１２ månad=月（ここでは er がついて複数）

＊ここで以下４つの単語を覚えてしまいましょう．

år （オール、年）、 månad=（モーナデ、月）、 vecka （ヴェッカ、

週）、 dag （ダーグ、日）

第１６３日目 Nr.140

När ska hon åka till Japan？
発音：ネール スカ フン オーカ ティル ヤーパン

意味：いつ彼女は日本にいくのですか？

när=いつ till=～へ Japan=日本 åka=行く（原型は åk ）

第１６４日目 Nr.141

Hon ska åka i januar i .
(februari, mars, april)
発音：フン スカ オーカ イ ヤヌアーリ

発音：（フェブルアーリ マシュ アプリール）

意味：それは１月（２月、３月、４月）です．

Nr.140 の問いへの応答例．
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第１６５日目 Nr.142

Vad är det för månad nu？
発音：ヴァ エー デ- フール モーナド ヌー

意味：今は何月ですか？

nu ＝今

第１６６日目 Nr.143

Det är maj.
(juni, juli, augusti）
発音：デ エー マイ (ユニ、ユリ、アウグスト）

意味：５月(６月、７月、８月）です．

Nr.142 の質問への応答です．

第１６７日目 Nr.144

Vilken månad är du född i？
発音：ヴィルケン モーナド エ－ ドゥ フッド イ

意味：あなたは何月に生まれたのですか？

良く聞かれるしまた聞くこともある文です．是非覚えて下さい．

Vilken=どれ？、いずれか？英語の which. född=生まれる．

i ＝～の中に．
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第１６８日目 Repetition ２４

Nr.139 Ett år har tolv månader.
発音： 意味：
Nr.140 När ska hon åka till japan ？
発音： 意味：
Nr.141 Hon ska åka i januari. (februari, mars, april)
発音： 意味：
Nr.142 Vad är det för månad nu ？
発音： 意味：
Nr.143 Det är maj.(juni, juli, augusti ）
発音： 意味：
Nr.144 Vilken månad är du född i ？
発音： 意味：
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第１６９日目 Nr.145

I september. (I oktober,
I november, I december)
発音：イセプテンベル （イ オクトーべル、イ ノヴェンベル、イ デセンベル）

意味：９月（ 10 月、 11 月、 12 月）です．

第１７０日目 Nr.146

I vilken månad är det julafton?
発音：イー ヴィルケン モーナド エー デ ユールアフトン

意味：クリスマスイヴはどの月ですか？

julaftom=クリスマスイヴ． jul=クリスマス

第１７１日目 Nr.147

När ska du resa till Sverige？
発音：ネール スカ ドゥ レーサ ティル スヴェリエ

意味：いつスウェーデンにいくのですか？

resa=旅立つ.出発する． これまで覚えた、日、曜日、月を使っ

て、この質問に答えてみましょう．
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第１７２日目 Nr.148

I morgon förmiddag．
発音：イ モロン フールミッダーグ

意味：明日の午前中です．

Nr.147 の質問に対する応答例.
förrmiddag=午前中

第１７３日目 Nr.149

Om en vecka.
発音：オム エン ベッカ

意味：１週間後です．

Nr.147 の質問への応答例.Det är を省いた形.これでも十分通じ

ます.om=この場合は時間的経過を意味し、「～後に」という意味．

２週間後なら om två veckor(オム トヴォー ベッコール）.

第１７４日目 Nr.150

I nästa månad．
発音：イ ネスタ モーナド

意味：来月(中)です．

Nr.147 の質問への応答例. nästa=次の
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第１７５日目 Repetition25

Nr.145 Ｉ september. (i oktober, i november, i december)
発音： 意味：
Nr.146 I vilken månad är det julafton?
発音： 意味：
Nr.147 När ska du resa till Sverige ？
発音： 意味：
Nr.148 I morgon förmiddag ．
発音： 意味：
Nr.149 Om en vecka.
発音： 意味：
Nr.150 I nästa månad ．
発音： 意味：
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第１７６日目 No151
そっけなく聞こえますが、これでいいのです．

I kväll.
発音：イ クヴェル

意味：今夕です．

Nr.147 の質問への応答例.kväll ＝夕方

第１７７日目 Nr.152

I övermorgon.
発音：イ ウーヴェルモロン

意味：あさってです．

Nr.147 の質問への応答例をもう一つ． övermorgon ＝明後日．

第１７８日目 Nr.153

Vad är det för år i år？
発音：ヴァ エー デ フール オール イ オール

意味：今年は何年ですか？

こんな質問はしないかも知れませんが覚えてください．
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第１７９日目 Nr.154

Det är år 2010．
発音：デー エー オール トゥヴォー テュ－セン ティーオ

意味：今年は 2010 年です．

2010 を文字で書くと” två tusen tio "となります.

第１８０日目 Nr.155

Vilket år är nästa fotbollsVM?
発音：ヴィルケット オール エー ネスタ フットボールス ヴェーエム

意味：次のサッカーワールドカップは何年？

VM =världsmästerskap ヴァールスメステルスカープ ．世界選

手権の略．しかし普通は VM と略して言います．

第１８１日目 Nr.156

Det är år 2014 i Brasilien.
発音：デー エー オール トゥヴォー テュ－セン フョ－トン

イ ブラジリエン

意味：２０１４年にブラジルであります．

次回開催地はブラジルが予定されています．

2014 年を文字で書くと” två tusen fjorton"となります.
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第１８２日 Repetition ２６

No151 I kväll.
発音： 意味：
Nr.152 I övermorgon.
発音： 意味：
Nr.153 Vad är det för år i år?
発音： 意味：
Nr.154 Det är år 2010 ．
発音： 意味：
Nr.155 Vilket år är nästa fotbollsVM?
発音： 意味：
Nr.156 Det är år 2014 i Brasilien.
発音： 意味：
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第１８３日目 Nr.157

När ska hon gifta sig？
発音：ネール スカ フン イフタ セイ

意味：あの娘はいつ結婚しますか？

gifta sig=結婚する．結婚する、を言うときは、いつもこういう形．

gifta(動詞）＋ sig （代名詞）．自分に場合は gifta mig となります．

第１８４日目 Nr.158

I juni．
発音：イ ユーニ

意味：６月ですね．

juni=６月 Nr.157 の質問への応答.スウェーデンでもジューンブラ

イドの言い伝えは生きているようです．

第１８５日目 Nr.159

I höst.(vinter)
発音：イ フスト（ヴィンテル）

意味：秋（冬）のうちですよ．

höst=秋. vinter=冬． Nr.157 の質問への応答例．
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第１８６日目 Nr.160

Nästa vår.(sommar)
発音：ネスタ ヴォール（ソンマル）

意味：来春（来夏）ですよ．

Nr.157 の質問への応答例． vår=春. sommar=夏．

第１８７日目 Nr.161

När börjar filmen?
発音：ネール ブリヤル フィルメン

意味：映画はいつ始まりますか？

att börja=始まる．

第１８８日目 Nr.162

När slutar filmen?
発音：ネール スルータル フィルメン

意味：映画はいつ終わるのですか？．

att sluta ＝終わる．
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第１８９日目 Repetition ２７

Nr.157 När ska hon gifta sig ？
発音： 意味：
Nr.158 I juni ．
発音： 意味：
Nr.159 I höst.(vinter)
発音： 意味：
Nr.160 Nästa vår.(sommar)
発音： 意味：
Nr.161 När börjar filmen?
発音： 意味：
Nr.162 När slutar filmen?
発音： 意味：
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第１９０日目 Nr.163

Vad är klockan ？
発音：ヴァ エー クロッカン

意味：何時ですか？

疑問詞 vad を使った時間の聞き方です.

第１９１日目 Nr.164

Hon är ett.
発音：フン エー エット

意味：１時です．

hon=彼女、を使って答えます．

Nr.161 、 Nr.163 の質問への応答例．

第 192 日目 Nr.165

Hon är halv tre.
発音：フン エー ハルヴ トレー

意味：２時半です．

スウェーデン語の時間は、日本語の言い方とは違った考え方で応

答します.外国語を学んでいて面白いと感じるところです.
halv ＝半分
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第１９３日目 Nr.166

Hon är kvart över sex.
発音：フン エー クヴァット ウーヴェル セクス

意味：６時１５分過ぎです．

「～分過ぎ」という言い方です．前置詞 över=すぎる、を使います．

kvart=４分の１、つまり 15 分ですね．

第１９４日目 Nr.167

Hon är kvart i sex.
発音：ホン エー クヴァット イ セクス

意味：６時１５分前です．

「～分前」という言い方です．前置詞 i =～の中、を使います．

kvart=15 分．

第１９５日目 Nr.168

Prick nio．
発音：プリック ニーオ

意味：ちょうど 9 時です．

ちょうど～時です、という言い方です．

prick ＝正確な．
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第１９６日目 Repetition２８

Nr.163 Vad är klockan ？
発音： 意味：
Nr.164 Hon är ett.
発音： 意味：
Nr.165 Hon är halv tre.
発音： 意味：
Nr.166 Hon är kvart över sex.
発音： 意味：
Nr.167 Hon är kvart i sex.
発音： 意味：
Nr.168 Prick nio ．
発音： 意味：
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第１９７日目 Nr.169

en /e t t , t vå , t re , fy ra ,
fem,sex,sju,åtta,nio,tio
発音：エン（エット）、トゥヴォー、トレー、フィーラ、フェム、セクス、

フュー（シュー）、オッタ ニーオ、ティーオ

意味：１，２，３，４，５, ６，７，８，９，１０

第１９８日目 No170

e l v a , t o l v , t r e t t o n , f j o r t o n ,
femton,sexton,sjutton,arton,nitton,
tjugo
発音：エルヴァ、トルヴ、トレットン、フョ－トン、フェムトン セクスト

ン、フットン（シュットン）、アートン、ニットン、シューゴ

意味：１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７，１８，１９，２０．

第１９９日目 Nr.171

Hur gammal är han？
発音：ヒュール ガンマル エー ハン

意味：彼は何歳ですか？

数を覚えたら．それではだれかの年を聞いてみましょう. Nr.018 で

は二人称で聞いていますが、ここは三人称 .hur=どれほど

gammal=古い
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第２００日目 Nr.172

Han är ３ år gammal．
発音：ハン エー トレー オール ガンマル

意味：彼は３歳です．

Nr.171 の質問の応答です．

第２０１日目 Nr.173

Hur gammalt är huset?
発音：ヒュール ガンマル エー ヒューセット

意味：この家はどくらい古いのですか？

huset は hus(家）に定冠詞がついたもの． hus は中性名詞です

から定冠詞は ett ． ett が hus の t を１つなくして語尾に付き

huset になっています．

第２０２日目 Nr.174

Det är 19 år gammal．
発音：デー エー ニットン オール ガンマル

意味： 19 年ですね.
Nr.173 の質問への答えです. det=は家を指す代名詞.
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第２０３日目 Repetition ２９
No169 en/ett,två,tre,fyra, fem,sex,sju,åtta,nio,tio
発音： 意味：
N o 1 7 0 e l v a , t o l v , t r e t t o n , f j o r t o n , f em t on , s ex t on ,
sjutton,arton,nitton, tjugo
発音： 意味：
Nr.171 Hur gammal är han ？
発音： 意味：
Nr.172 Han är ３ år gammal ．
発音： 意味：
Nr.173 Hur gammalt är huset?
発音： 意味：
Nr.174 Det är 19 år gammalt ．
発音： 意味：
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第２０４日目 Nr.175

Hur gammal är stolen?
発音：ヒュール ガンマル エー ストーレン

意味：その椅子はどれくらい古いのですか？

stolen=（その）椅子．原型 en stole が付いたもの．

スウェーデンで出会う家具は IKEA ばかりではありません．物語

が生まれるような古い椅子に出会うことがあります．

第２０５日目 Nr.176

Den är 20 år gammal.
発音：デー エー シューゴ オール ガンマル

意味：２０年前のものですね.
Nr.175 の質問への答えです. den=椅子を指す代名詞.

第２０６日目 Nr.177

Vad kostar det？
発音：ヴァ コスタル デー

意味：いくらですか？.
kostar=費用がかかる．原型は att kosta
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第２０７日目 Nr.178

Det kostar 30 kronor.
発音：デー コスタル トレッティー クローノル

意味：３０クローノルです．

Nr.178 の質問に答える形で２０以上の数を覚えましょう．

kronor=スウェーデンの貨幣単位．単位をつけずに 30 だけ言って

も問題ありません．

第２０８日目 Nr.179

Vad kostarl alltihop？
発音：ヴァ コスタル アルティホプ

意味：全部でいくらですか？.
till alt=全部で．３０は tretti と綴ります．

第２０９日目 Nr.180

Det blir 40 kronor.
発音：デー ブリール フィッティ クローノル

意味：４０クローナになります．

Nr.179 の質問への応答例． 40 は fryti と綴ります．
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第２１０日目 Repetition ３０

Nr.175 Hur gammal är stolen?
発音： 意味：
Nr.176 Den är 20år gammal.
発音： 意味：
Nr.177 Vad kostar det ？
発音： 意味：
Nr.178 Det kostar 30 kronor.
発音： 意味：
Nr.179 Vad kostar alltihop ？
発音： 意味：
Nr.180 De ｔ blir 40 kronor.
発音： 意味：
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第２１１日目 Nr.181

Har de många DVDｅｒ？
発音：ハール ドム モンガ デーヴェーデール

意味：彼等のところに DVD はたくさんあるの？

många=たくさん

第２１２日目 Nr.182

De har omkring 50 stycken．
発音：ドム ハール オムクリング フェムティ ステュッケン

意味：約 50 枚くらい持っています．

styken=個数、冊数、枚数などを指します． stycken は複数形．

jag har=私は持っている de har=彼らは持っている

第２１３日目 Nr.183

Hur många äpplen är det där？
発音：ヒュール モンガ エップレン エー デ－ ダール

意味：そこにリンゴはいくつありますか？

äpple=リンゴ där ＝そこ．あそこ．
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第２１４日目 Nr.184

Det är 60 stycken.
発音：デー エー セクスティ ステュッケン

意味： 60 個あります．

60=sextio と綴ります． der är ～=そこに～がある．

第２１５日目 Nr.185

Hur gammal är bilen？
発音：ヒュール ガンマル エー ビーレン

意味：この車はどれくらい古いのですか？

bilen=bil （自動車)に定冠詞 en （ bil+en ）がついたもの．

第２１６日目 Nr.186

Den är 70 år gammal.
発音：デン エー フッティ（シュッティ） オール ガンマル

意味：７０年前のものです．

70=sjutti と綴ります．見た目と発音が違うので注意しましょう．



- 97 -

第２１７日目 Repetition ３１

Nr.181 Har de många DVDer ？
発音： 意味：
Nr.182 De har omkring 50 stycken ．
発音： 意味：
Nr.183 Hur många äpplen är det där ？
発音： 意味：
Nr.184 Det är 60 stycken.
発音： 意味：
Nr.185 Hur gammal är bilen ？
発音： 意味：
Nr.186 Den är 70 år gammal.
発音： 意味：
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第２１８日目 Nr.187

Hur mycket kostar den här
ordboken？
発音：ヒュール ミュッケ コスタル デン ハール オードブーケン

意味：この辞書はいくらですか？

ordbok=辞書 den=指示代名詞 これ、この物、この人．比較的話

者の近くにあるものを指すときに使います．

第２１９日目 Nr.188

Den kostar 80 kronor.
発音：デン コスタル オッティ クローノル

意味：８０クローナです．

Nr.187への応答．８０=åttiと綴ります．Denはordbokの代名詞．

第２２０日目 Nr.189

Hur gamml är din mormor?
発音：ヒュール ガンマル エー ディン モルモル

意味：あなたのおばあちゃんはおいくつ？

mormor=母方の祖母 mor は母親ですから、 2 語重ねればおば

あちゃんの意味になるなんともわかりやすい単語．

＊整理しておきましょう．

mormor=母方の祖母、 farfar=父方の祖父、 morfar （モルファル）=母方

の祖父、 farmor （ファルモル）=父方の祖母
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第２２１日目 Nr.190

Hon är 90 år gammal.
発音：ホン エー ニッティ オール ガンマル

意味：彼女は 90 歳です．

Nr.189 の応答文．父方の祖父は far を２つ重ねて farfar （ファル

ファル）となります．

第２２２日目 Nr.191

Hur gammal är den här
klockan?
発音：ヒュール ガンマル エー デン ハール クロッカ

意味：この置き時計はどれくらい古いのですか？

här=ここ klocka=時計（掛け時計、置き時計）

第２２３日目 Nr.192

Den är 100 år gammal.
発音：デン エー フンドラ オール ガンマル

意味：これは 100 年前に作られました

100 は、 ett hundra と綴ります
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第２２４日目 Repetition ３２

Nr.187 Hur mycket kostar den här ordboken ？
発音： 意味：
Nr.188 Den kostar 80 kronor.
発音： 意味：
Nr.189 Hur gamml är din mormor?
発音： 意味：
Nr.190 Hon är 90 år gammal.
発音： 意味：
Nr.191 Hur gammal är den här klockan?
発音： 意味：
Nr.192 Den är hundra år gammal.
発音： 意味：
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第２２５日目 Nr.193

Vilket datum är det idag?
発音：ヴィルケット ダートゥム エ デ イダーグ

意味：今日は何日ですか？

日付を聞く質問をしながら序数を覚えましょう． vilket/vilken=ど
れ？ datum=日付． vilket が使われているのは datum の定冠詞

が ett だから.

第２２６日目 Nr.194

Det är den andra september.
発音：デー エー デン アンドラ セプテンベル

意味：９月２日ですよ．

Nr.193 の答え．その日の日付をいいます． september ＝９月

第２２７日目 Nr.195

Vilket datum var det igår?
発音：ヴィルケット ダートゥム ヴァール デ イゴール

意味：昨日は何日でしたか？．

var=vara の過去形．現在形は är.
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第２２８日目 Nr.196

Det var den första september.
発音：デ－ ヴァール デン フシュタ セプテンベル

意味：９月１日です．

först=第１、１番目．序数です. var=vara の過去形．現在形は är.

第２２９日目 Nr.197

Vilket datum är det imorgon?
発音：ヴィルケット ダートゥム エー デ イモロン

意味：明日は何日ですか？

続けて序数を覚えていきましょう． imorgon ＝明日

第２３０日目 Nr.198

Det är den tredje september.
発音：デ- エー デン トレージェ セプテンベル

意味：９月３日です．

Nr.197 への応答． tredje=第３、３番目．
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第２３１日目 Repetition ３３

Nr.193 Vilket datum är det idag?
発音： 意味：
Nr.194 Det är den andra september.
発音： 意味：
Nr.195 Vilket datum var det igår?
発音： 意味：
Nr.196 Det var den första september.
発音： 意味：
Nr.197 Vilket datum är det imorgon?
発音： 意味：
Nr.198 Det är den tredje september.
発音： 意味：
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第２３２日目 Nr.199

Vilket datum är det?
発音：ヴィルケット ダートゥム エー デ－？

意味：それは何日のこと？

第２３３日目 Nr.200

Det är den fjärde april.
発音：デ－エ－ デン フィアーデ アプリル

意味：４月４日です．

fjärde ＝第４、 4 番目 Nr.199 の応答例．

第２３４日目 Nr.201

När är du född?
発音：ネール エー ドゥ フゥッド

意味：あなたはいつ生まれましたか？

誕生日を質問する聞き方です． vara （ är ） född=生まれる
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第２３５日目 Nr.202

Jag är född den femte maj.
発音：ヤー エー フゥッド デン フェムテ マイ

意味：私は５月５日生まれです．

Nr.201 の質問への応答です． maj ＝ 5 月 femte ＝第５、 5 番目

スウェーデン人は誕生日をとても大切にします．自分の誕生日は

いえるようにしておきましょう.きっと良いことがあります.

第２３６日目 Nr.203

När är Kalle född?
発音：ネール エー カッレ フゥッド

意味：カッレはいつ生まれましたか？

三人称で誕生日を聞いてみましょう． Kalle ＝スウェーデン人男性

に多い名前．スウェーデン人の知り合いの誕生日もチェックしてお

いて交流に役立てましょう.

第２３７日目 Nr.204

Han är född den sjätte juni.
発音：ハン エ－ フゥッド デン フェッテ（シェッテ） ユニ

意味：彼は６月６日生まれです．

Nr.203 への応答です. Han ＝彼．ここでは、カッレのことです．

sjätte ＝第６、 6 番目
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第２３８日目 Repetition３４

Nr.199 Vilket datum är det?
発音： 意味：
Nr.200 Det är den fjärde april.
発音： 意味：
Nr.201 När är du född?
発音： 意味：
Nr.202 Jag är född den femte maj.
発音： 意味：
Nr.203 När är Kalle född?
発音： 意味：
Nr.204 Han är född den sjätte juni.
発音： 意味：
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第２３９日目 Nr.205

När är Marias födelsedag?
発音：ネール エー マリーアス フーデルセダーグ

意味：マリーアの誕生日はいつですか？

Maria=スウェーデン人女性の一番多い名前．

第２４０日目 Nr.206

Den sjunde juli.
発音：デン フンデ（シュンデ） ユーリ

意味： 7 月 7 日に生まれました．

Nr.205 の質問への応答．

第２４１日目 Nr.207

När är Masao född?
発音：ネール エー マサオ フゥッド

意味：マサオはいつ生まれましたか？

日本人を登場させてみましょう．聞き方、答え方はこれまでとかわ

りありません．
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第２４２日目 Nr.208

Han är född den åttonde
augusti.
発音：ハン エー フゥッド デン オットンデ アウグスティ

意味：彼は８月８日に生まれました．

åttonde=第８、８番目 augusti ＝８月

第２４３日目 Nr.209

När är Miki född?
発音：ネール エー ミキ フゥッド

意味：ミキさんはいつ生まれましたか？

日本人女性を登場させてみましょう．聞き方、答え方はこれまでと

かわりありません．

第２４４日目 Nr.210

Den nionde september.
発音：デン ニーオンデ セプテンベル

意味：彼は９月９日に生まれました．

Nr.209 の質問への応答.nionde=第９、９番目 september ＝９月
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第２４５日目 Repetition ３５

Nr.205 När är Marias födelsedag?
発音： 意味：
Nr.206 Den sjunde juli.
発音： 意味：
Nr.207 När är Masao född?
発音： 意味：
Nr.208 Han är född den åttonde augusti.
発音： 意味：
Nr.209 När är Miki född?
発音： 意味：
Nr.210 Den nionde september.
発音： 意味：
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第２４６日目 Nr.211

Vilket datum var det?
発音：ヴィルケット ダートゥム ヴァール デ

意味：それはいつのことでしたか？

Vilket datum=いつのこと（年数、日付などを聞く）ｖａｒ=att vara の

過去形．

第２４７日目 Nr.212

Det var den tionde
oktober.
発音：デ－ ヴァール デン ティーオンデ オクトーベル

意味：１０月１０日のことでした．

Nr.211 への応答．ｔｉｏｎｄｅ=第１０、１０番目の oktober ＝１０月．

第２４８日目 Nr.213

Vad tycker du om？
発音：ヴァ テュッケル ドゥ オム

意味：あなたは何が好きですか？

tycker=att tycke （好き） の現在形． om=前置詞、～について.
英語の about.
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第２４９日目 Nr.214

Jag tycker om musik.
発音：ヤー テュッケル オム ムスィーク

意味：私は音楽が好きです．

Nr.213 の質問への応答． musik ＝音楽．

第２５０日目 Nr.215

Tycker du om glass？
発音：テュッケル ドゥ オム グラス

意味：アイスクリームは好きですか？

スウェーデン語の疑問文は動詞と主語を反対にするだけで、でき

ます. glass=アイスクリーム

第２５１日目 Nr.216

Ja. Jag älskar det.
発音：ヤー ヤ- エルスカル デ

意味：はい. とても好きです.
älskar=愛している．原型は att äleska ．



- 112 -

第２５２日目 Repetition ３６

Nr.211 Vilket datum var det?
発音： 意味：
Nr.212 Det var den tionde oktober.
発音： 意味：
Nr.213 Vad tycker du om ？
発音： 意味：
Nr.214 Jag tycker om musik.
発音： 意味：
Nr.215 Tycker du om glass ？
発音： 意味：
Nr.216 Ja. Jag älskar det.
発音： 意味：
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第２５３日目 Nr.217

Vem tycker du om？
発音：ヴェム テュッケル ドゥ オム

意味：あなたは誰が好きなのですか？

Vem ＝だれ？英語． om が文末に来ることに注意．

第２５４日目 Nr.218

Jag tycker om Lotta.
発音：ヤー テュッケル オム ロッタ

意味：私はロッタが好きです．

Lotta=スウェーデンの女の子の名前．

第２５５日目 Nr.219

Tycker du om honom？
発音：テュッケル ドゥ オム ホーノム

意味：あなたは彼が好きですか？

honom は han （彼）の目的格．英語の him にあたります．
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第２５６日目 Nr.220

Nej．Jag tycker inte om honom.
発音：ネイ．ヤー テュッケル インテ オム ホーノム

意味：いいえ．私は彼が好きではありません．

否定形です.inte は否定語．動詞のすぐ後に置きます．「彼女」の

場合は henne （ヘンネ）とします．

第２５７日目 Nr.221

Jag är glad att höra från dig.
発音：ヤー エー グラード アト フーラ フロン デイ

意味：お便りありがとう．

英語の I am glad to hear from you.
glad=うれしい、楽しい． att höra=聞く

第２５８日目 Nr.222

Han känner sig vemodig.
発音：ハン シェンネル セイ ヴェーモディグ

意味：彼は憂鬱を感じている．

vemodig=悲しい、ゆううつ． att känn=感じる sig ＝再帰代名詞
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第２５９日目 Repetition ３７

Nr.217 Vem tycker du om ？
発音： 意味：
Nr.218 Jag tycker om Lotta.
発音： 意味：
Nr.219 Tycker du om honom ？
発音： 意味：
Nr.220 Nej ． Jag tycker inte om honom.
発音： 意味：
Nr.221 Jag är glad att höra från dig.
発音： 意味：
Nr.222 Han känner sig vemodig.
発音： 意味：
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第２６０日目 Nr.223

Det är skönt．
発音：デー エー フント（シュント）

意味：きもちいい！

天気がいいときや、温泉につかった時に言います． skön=気持ち

いい

第２６１日目 Nr.224

Jag är tveksam.
発音：ヤー エー トゥヴェークサム

意味：私はまよっています．

tveksam=ちゅうちょしている、（決断を）まよっている

第２６２日目 Nr.225

Han är svartsjuk på mig.
発音：ハン エー スヴァルトフューク ポー メイ

意味：彼は私に焼きもちやいている．

svartsjuk=嫉妬する、焼きもちをやく.



- 117 -

第２６３日目 Nr.226

Det är jobbigt.
発音：デー エー ヨッビット

意味：こりゃ、きつい．

jobbig=ハード、きつい 英語の It's hard work.のような意味．

第２６４日目 Nr.227

Det är synd．
発音：デー エー スュンド

意味：それは残念ですね．

synd=ざんねん、気の毒

第２６５日目 Nr.228

Starwars är spännande.
発音：スターウオーズ エー スペンナンデ

意味：スターウオーズは面白い！

Starwars は映画のタイトル． spännande=おもしろそう、興奮する
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第２６６日目 Repetition ３８

Nr.223 Det är skönt ．
発音： 意味：
Nr.224 Jag är tveksam.
発音： 意味：
Nr.225 Han är svartsjuk på mig.
発音： 意味：
Nr.226 Det är jobbigt.
発音： 意味：
Nr.227 Det är synd.
発音： 意味：
Nr.228 Starwars är spännande.
発音： 意味：



- 119 -

第２６７日目 Nr.229

Hans e-mail är obehagliga.
発音：ハンス イーメイル エー オーベハーグリガ

意味：彼のメールは不愉快だ．

obehagliga=不愉快

第２６８日目 Nr.230

Hur är vädret?
発音：ヒュール エー ヴェードレット

意味：天気はどう？

天気の様子を聞く一言です. hur=英語の how 、どんな、どのよう

に vädret は väder=「天気」の既知形．綴りに注意してください.

第２６９日目 Nr.231

Det är soligt．
発音：デー エー ソーリット

意味：晴れてますよ．

solig=晴れている．
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第２７０日目 Nr.232

Det regnar i dag.
発音：デー レグナル イ ダーグ

意味：今日は雨です．

今日(i dag)、をつけてみましょう． regnar=雨が降っている 原型

は att regna

第 271 日目 Nr.233

Det är molnigt idag
発音：デー エー モールニグト イ ダーグ

意味：今日は曇っています．

molnig ＝曇り

第 272 日目 Nr.234

Det är kallt idag
発音：デー エー カルト イ ダーグ

意味：今日は寒いです．

kall ＝寒い、冷たい
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第２７３日目 Repetition３９

Nr.229 Hans e-mail är obehagliga.
発音：
Nr.230 Hur är vädret?
発音：
Nr.231 Det är soligt ．
発音：
Nr.232 Det regnar i dag.
発音：
Nr.233 Det är molnigt idag
発音：
Nr.234 Det är kallt idag
発音：
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第２７４日目 Nr.235

Det blåser kallt.
発音：デー ブローセル カルト

意味：冷たい風が吹いています．

blås=風が吹く.
寒い時期に吹くスウェーデンの風は本当に冷たい．

第２７５日目 Nr.236

Det snöar.
発音：デー スヌーアル

意味：雪が降っています．

snöa ＝雪が降る

ストックホルム年間降雪量は 80 センチ.これはスカンディナヴィア

周辺を暖流（メキシコ湾流）が流れているため.

第２７６日目 Nr.237

Det är vår.
発音：デー エー ヴォール

意味：春です．

vår=春．
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第２７７日目 Nr.238

Det är sommar.
発音：デー エー ソンマル

意味：夏です．

sommar ＝夏 スウェーデンの美しい夏．冬を越えてきたスウェー

デン人が開放感に浸るのも無理がないとなっとくできる、美しい夏

は全土を覆います．

第２７８日目 Nr.239

Det är höst.
発音：デー エー フスト

意味：秋です．

höst=秋．スウェーデンの秋は冬へと転がり落ちる坂のようです．

第２７９日目 Nr.240

Det är vinter.
発音：デー エー ヴィンテル

意味：冬です．

vinter=冬．スウェーデンの冬．とても暗く寒いですが、それだけに

寒い 中のルシア祭(Lucia 発音、ルシーア）やクリスマス(Jul ：松
音、ユール）はとても心温まる行事です．
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第２８０日目 Repetition ４０

Nr.235 Det blåser kallt.
発音： 意味：
Nr.236 Det snöar.
発音： 意味：
Nr.237 Det är vår.
発音： 意味：
Nr.238 Det är sommar.
発音： 意味：
Nr.239 Det är höst.
発音： 意味：
Nr.240 Det är vinter.
発音： 意味：
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第２８１日目 Nr.241

Han har sin bästa tid i livet.
発音：ハン ハール スィン ベスタ ティード イーリーヴェット

意味：彼は人生 高の時だね．

ett liv=人生(定型： livet ）． i は前置詞で、～の中． bästa tid=
高の時

第２８２日目 Nr.242

Har du bil?
発音：ハール ドゥ ビール

意味：あなたは車はもってますか？

少しむずかしい言い回しを覚えましょう.
har=持つ、を使った文章を覚えましょう． bil ＝自動車

第２８３日目 Nr.243

Har du cykel？
発音：ハール ドゥ スィケル

意味：自転車をもってますか？

cykel ＝自転車



- 126 -

第２８４日目 Nr.244

Ja. Det har jag．
発音：ヤー デ ハール ヤー

意味：ええ、持ってますよ．

Nr.242 と Nr.243 の応答になります.英語で書けば Yes. I have
it. なのですが、スウェーデン語は目的語が前にきて、主語、述語

順番が入れ替わります．スウェーデン語ではよくある言い方です．

第２８５日目 Nr.245

Har du några cigaretter？
発音：ハール ドゥ ノーラ シガレッテル

意味：たばこもってる？

～を持っていますか？の聞き方ですが応用してみましょう.några=
いくらかの（英語の any ）をつけて聞きます. cigarett=たばこ．本

文は複数形．

第２８６日目 Nr.246

Nej. Det har jag inte.
発音：ネイ デ ハール ヤー インテ

意味：いいえ．もっていません．

Nr.245 の質問への応答です．否定文ですが、ここでも目的語

（ det ）が先頭にくる独特の文型をおぼえてください.Nej ＝いいえ
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第２８７日目 Repetition４１

Nr.241 Han har sin bästa tid i livet.
発音： 意味：
Nr.242 Har du bil?
発音： 意味：
Nr.243 Har du cykel ？
発音： 意味：
Nr.244 Ja. Det har jag ．
発音： 意味：
Nr.245 Har du några cigaretter ？
発音： 意味：
Nr.246 Nej. Det har jag inte.
発音： 意味：
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第２８８日目 Nr.247

Kan du göra det här？
発音：カン ドゥ ヨーラ デ ハール

意味：これ、できますか？

kan=～ができる．助動詞です．英語の can にあたります． kan を

使った分を覚えると会話力がグッと増します． att göra=する．英

語の do ．

第２８９日目 Nr.248

Ja. Det kan jag .
発音：ヤー デ カン ヤー

意味：はい、できますよ．

Nr.247 への答えです．

kan=できる．助動詞

第２９０日目 Nr.249

Kan du sjunga？
発音：カン ドゥ フゥンガ（シュンガ）

意味：歌えますか？

kan （できる）を使った文をさらに覚えましょう．

att sjunga=歌う
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第２９１日目 Nr.250

Nej. Det kan jag inte.
発音：ネィ デ カン ヤー インテ

意味：いいえ．歌えません．

Nr.249 の応答です．

第２９２日目 Nr.251

Kan du spela piano？
発音：カン ドゥ スペーラ ピアーノ

意味：あなたはピアノが弾けますか？

piano ＝ピアノ spela ＝弾く

第２９３日目 Nr.252

Jag kan inte spela piano, men
nyckelharpa.
発音：ヤー カン インテ スペーラ ピアーノ メン ニッケル

ハルパ

意味：ピアノは引けませんが、ニッケルハルパは弾けます.
Nr.251 への応答例.nyckelharpa ＝ニッケルハルパ. スウェーデ

ンの伝統的民族楽器. men=しかし
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第２９４日目 Repetition４２

Nr.247 Kan du göra det här ？
発音： 意味：
Nr.248 Ja. Det kan jag .
発音： 意味：
Nr.249 Kan du sjunga ？
発音： 意味：
Nr.250 Nej. Det kan jag inte.
発音： 意味：
Nr.251 Kan du spela piano ？
発音： 意味：
Nr.252 Jag kan inte spela piano, men nyckelharpa.
発音： 意味：
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第２９５日目 N0.253

Kan du simma？
発音：カン ドゥ スィンマ

意味：泳げますか？

simma ＝動詞です．泳ぐ．

第２９６日目 Nr.254

Kan du spela fotball？
発音：カン ドゥ スペーラ フートボル

意味：あなたはサッカーができますか？

fotball ＝サッカー

第２９７日目 Nr.255

Jag kan inte simma. Men jag
kan spela fotball.
発音：ヤー カン インテ スィンマ メン ヤー カン スペーラ

フートボル

意味：僕は泳げませんが、サッカーはできます.
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第２９８日目 Nr.256

Jag kan både simma och
spela fotball.
発音：ヤー カン ボーデ スィンマ オック スペーラ フートボル

意味：私は泳げるし、サッカーもできます.
både=両方 英語の both

第２９９日目 Nr.257

Jag Du Han Hon・Den /Det
発音：ヤー ドゥ ハン フン デン／デ－
意味：私（僕） あなた（君） 彼 彼女 それ／それ
人称（単数）. Den /Det は名詞の性（ en,ett ）で使い分けます．

Vi Ni De
発音：ヴィー ニィー ドム
意味：私、あなた達、彼ら

人称（複数）を確認しておきましょう．

第３００日目 Nr.258

mig dig honom/henne
発音：メイ デイ ホノム／ヘンネ
意味：私に（を）、あなたに（を）、彼らに（を）
対格（単数・代名詞）です.

oss er dem
発音：オス エール ドム
意味：私たちに（を）、あなたたちに（を）、彼らに（を）
対格(複数・代名詞)です.



- 133 -

第３０１日目 Repetition ４３

N0.253 Kan du simma ？
発音： 意味：
Nr.254 Kan du spela fotball ？
発音： 意味：
Nr.255 Jag kan inte simma. Men jag kan spela fotball.
発音： 意味：
Nr.256 Jag kan både simma och spela fotball.
発音： 意味：
Nr.257 Jag Du Han Hon Den /Det Vi Ni De
発音： 意味：
Nr.258 mig dig honom/henne oss er dem
発音： 意味：
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第３０２日目 Nr.259

min/mitt/mina,
意味：私の

発音：ミン/ミット/ミーナ、

一人称の所有格です． min/mitt は一人称単数の時に、 mina は

一人称で複数の人のもの指すときに使います.min は en 名詞に

使い、 mitt は ett 名詞に使います.

第３０３日目 Nr.260

din/ditt/dina
意味：あなたの

発音：ディン/ディット/ディーナ

二人称の所有格です． din/ditt は単数の物の所有を表す時 dina
二人称で複数の物の所有を表す時に使います． din は en 名詞に

使い、 ditt は ett 名詞に使います.

第３０４日目 Nr.261

sin/sitt/sina
発音：スィン/スィット/スィーナ

意味：彼の（彼女の）

三人称の所有格です． sin/sitt は単数の物の所有を表す時 sina
二人称で複数の物の所有を表す時に使います． sin は en 名詞に

使い、 sitt は ett 名詞に使います.
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第３０５日目 Nr.262

hans/hennes vår
er/erat deras
発音：ハンス/ヘンネス ヴォール エル/エーラト デ－ラス

意味：彼の/彼女の 私達の あなたの 彼らの

所有を表す指示代名詞

第３０６日目 Nr.263

Det är bra.
発音：デー エー ブラー

意味：いいですね．

形容詞を使った会話の言い回しを覚えましょう． bra は英語 good.

第３０７日目 Nr.264

Det är dåligt.
発音：デー エー ドーリット

意味：これ、悪いですね．

あまりいわないと思いますが. 食べ物が腐っているなどのときに使

うとぴったりかも
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第３０８日目 Repetition ４４

Nr.259 min/mitt, mina,
発音： 意味：
Nr.260 din/ditt/dina
発音： 意味：
Nr.261 sin/sitt/sina
発音： 意味：
Nr.262 hans/hennes vår er/ert deras
発音： 意味：
Nr.263 Det är bra.
発音： 意味：
Nr.264 Det är dåligt.
発音： 意味：
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第３０９日目 Nr.265

Det är OK.
発音：デー エー オーケイ

意味：それでいいですよ.
くだけた言い方のようですが、そんなに失礼ではありません.

第３１０日目 Nr.266

Det är skönt.
発音：デー エー フント（シュント）

意味：気持ちがいい．（心も身体も）

よく寝て起きたら天気がいい朝とか、友達からとてもすてきな心遣

いをされた時に自然にでることば．

第３１１日目 Nr.267

Blomman är vacker.
発音：ブロンマン エー ヴァッケル

意味：その花は美しい.
blomma ＝花
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第３１２日目 Nr.268

Hunden är stor.
発音：フンデン エー ストール

意味：その犬は大きい.
人、物問わず使える形容詞です. hund ＝犬

第３１３日目 Nr.269

Katten är liten.
発音：カッテン エー リーテン

意味：その猫は小さい.
liten=小さい. 英語の small
反対語は stor ． katt=猫

第３１４日目 Nr.270

Flyget är snabbt.
発音：フリィーゲット エー スナッブト

意味：その飛行機は速い.
ｆｌｙｇ＝飛行機 snabb=速い.英語 fast.
ものの速さを表すときに使います.
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第３１５日目 Repetition ４５

Nr.265 Det är OK.
発音：
Nr.266 Det är skönt.
発音：
Nr.267 Blomman är vacker.
発音：
Nr.268 Hunden är stor.
発音：
Nr.270 Flyget är snabbt.
発音：
Nr.269 Katten är liten.
発音：
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第３１６日目 No271

Tåget går långsamt.
発音：トーゲット ゴール ロングサムト

意味：その汽車はゆっくり走る.
långsam=ゆっくり 反対語=snabb gå=行く、歩く

第３１７日目 Nr.272

Jag ska resa tidigt i morgon.
発音：ヤー スカ レーサ ティーディット イ モロン

意味：私は明日早く出発します.
resa ＝旅立つ、旅行する tidig=早い

第３１８日目 Nr.273

Ursäkta att jag är sen.
発音：ウルシェクタ アト ヤ－ エー セーン

意味：遅れてすみません.
ursäkta=すみません． sen=遅い．
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第３１９日目 Nr.274

Övningen är lätt.
発音：ウーヴニゲン エー レット

意味：その問題は簡単です.
lätt=簡単、易しい、軽い

övning=問題 övningbok=問題集

第３２０日目 Nr.275

Övningen är svår.
発音：ウーヴニゲン エー スヴォール

意味：その問題はむずかしいですね.
svår=難しい 反対語=lätt

第３２１日目 Nr.276

Svenska är inte så svår ｔ.
発音：スヴェンスカ エー インテ ソー スヴォート

意味：スウェーデン語はそんなに難しくないです.
svenska=スウェーデン語 så ＝それほど 英語の so
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第３２２日目 Repetition４６

No271 Tåget går långsamt.
発音： 意味：
Nr.272 Jag ska resa tidigt i morgon.
発音： 意味：
Nr.273 Ursäkta att jag är sen.
発音： 意味：
Nr.274 Övningen är lätt.
発音： 意味：
Nr.275 Övningen är svår.
発音： 意味：
Nr.276 Svenska är inte så svårt.
発音： 意味：
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第３２３日目 Nr.277

Huset är högt.
発音：ヒューセット エー フクト

意味：その建物（家）は高い．

hög ＝高い hus ＝家、建物

第３２４日目 Nr.278

Bordet är lågt.
発音：ボーデット エー ローグト

意味：そのテーブルは低いですね．

låg ＝低い bord=テーブル

第３２５日目 Nr.279

Det är dyrt med guld.
発音：デー エー デュルト メード グルド

意味：金は高いですね.
dyr=高い guld=金（きん）
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第３２６目 Nr.280

Biljetten är billig.
発音：ビリヤェッテン エー ビッリグ

意味：そのチケット安いですね.
billig=安い． dyr の反対語．

第３２７日目 Nr.281

Tunneln är lång.
発音：トゥンネルン エー ロング

意味：そのトンネルは長い.
lång=長い tunnel=トンネル

第３２８日目 Nr.282

Gatan är kort.
発音：ガータン エー コット

意味：その通りは短い．

kort=短い gata=通り
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第３２９ Repetition ４７

Nr.277 Huset är högt.
発音： 意味：
Nr.278 Bordet är lågt.
発音： 意味：
Nr.279 Det är dyrt med guld.
発音： 意味：
Nr.280 Biljetten är billig.
発音： 意味：
Nr.281 Tunneln är lång.
発音： 意味：
Nr.282 Gatan är kort.
発音： 意味：
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第３３０日目 Nr.283

Det är ljust.
発音：デ エー ユースト

意味：明るいですね．

ljus=明るい、光

第３３１日目 Nr.284

Det är mörkt.
発音：デ エー ムルクト

意味：暗いです．

mörk=暗い

第３３２日目 Nr.285

Det är brett.
発音：デ エー ブレット

意味：広いです.
bret=広い
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第３３３日目 Nr.286

Det är trångt.
発音：デ エー トロングト

意味：狭いです.
trång=狭い

第３３４日目 Nr.287

Hon är duktig.
発音：フン エー デュクティグ

意味：彼女は賢いです..
tduktig=賢い

第３３５日目 Nr.288

Han är vänlig.
発音：ハン エー ヴェンリグ

意味：彼はやさしいです.
vänlig=(心が、性格が）やさいしい
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第３３６日目 Repetition ４８

Nr.283 Det är ljust.
発音： 意味：
Nr.284 Det är mörkt.
発音： 意味：
Nr.285 Det är brett.
発音： 意味：
Nr.286 Det är trångt.
発音： 意味：
Nr.287 Hon är duktig.
発音： 意味：
Nr.288 Han är vänlig.
発音： 意味：
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第３３７日目 Nr.289

Hon är envis.
発音：フン エー エーンヴィース

意味：彼女はがんこです.
envis=がんこ

第３３８日目 Nr.290

Den filmen är inte intressant.
発音：デン フィルメン エー インテ イントレサント

意味：あの映画は面白くない．

den filmen=（あの、その）映画．話者の間で話題にしている映画

決まっている映画をさします． interessan=面白い、興味深い

第３３９日目 Nr.291

Den boken är tjock.
発音：デン ブーケン エー ショック

意味：その本は厚い．

tjock ＝厚い
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第３４０日目 Nr.292

Det är varmt idag.
発音：デ エー ヴァルムト イダーグ

意味：今日は暑い．

varm ＝暖かい、暑い（温かい、熱い）

第３４１日目 Nr.293

Det är kallt idag.
発音：デ エー カルト イダーグ

意味：今日は寒い．

kall ＝寒い（冷たい）

第３４２日目 Nr.294

Jag mår bra.
発音：ヤー モー ブラー

意味：私は元気です．

No.036 では bra だけでしたが、病後の自分を気遣ってくれた人に

丁寧に応答．
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第３４３日目 Repetition ４９

Nr.289 Hon är envis.
発音：
Nr.290 Den filmen är inte intressant.
発音：
Nr.291 Den boken är tjock.
発音：
Nr.292 Det är varmt idag.
発音：
Nr.293 Det är kallt idag.
発音：
Nr.294 Jag mår bra.
発音：
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第３４４日目 Nr.295

Jag är frisk.
発音：ヤー エー フリスク

意味：元気です.
病後ではこちらの言い方でも良いと思います．

第３４５日目 Nr.296

Jag har ont i huvudet.
発音：ヤー ハ－ル ウント イ ヒューヴェット

意味：頭痛がしています．

ont=痛み huvud=頭です i ＝～の中で、中に

第３４６日目 Nr.297

Jag har ont i halsen.
発音：ヤー ハール ウント イ ハルセン

意味：ノドが痛いです．

hals ＝のど
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第３４７日目 Nr.298

Jag har ont i höger öra．
発音：ヤー ハール ウント イ フーゲル ウーラ意味：右の耳が痛

いんです．

höger ＝右 öra ＝耳

第３４８日目 Nr.299

Jag har ont i vänster öra．
発音：ヤー ハール ウント イ ヴェンステル ウーラ

意味：左の耳が痛いんです．

höger ＝左 öra ＝耳

第３４９日目 Nr.300

Jag har ont i magen.
発音：ヤー ハール ウント イ マーゲン

意味：胃が痛いです.
magen=胃
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第３５０日目 Repetition ５０

Nr.295 Jag är frisk.
発音： 意味：
Nr.296 Jag har ont i huvudet.
発音： 意味：
Nr.297 Jag har ont i halsen.
発音： 意味：
Nr.298 Jag har ont i höger öra ．
発音： 意味：
Nr.299 Jag har ont i vänster öra ．
発音： 意味：
Nr.300 Jag har ont i magen.
発音： 意味：
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第３５１日目 Nr.301

Jag har ont i ryggen.
発音：ヤー ハール ウント イ リュッゲン

意味：背中が痛いです.
ryggen=背中

第３５２日目 Nr.302

Jag har feber.
発音：ヤー ハール フェーベル

意味：熱があります.
feber=熱

第３５３日目 Nr.303

Jag är sömnig.
発音：ヤー エー スムニグ

意味：眠いです.
sömnig=眠たい
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第３５４日目 Nr.304

Jag är trött.
発音：ヤー エー トロット

意味：疲れています.
trött=疲れている（ようす）

第３５５日目 Nr.305

Jag hostar.
発音：ヤー フスタル

意味：咳が出ます.
hosta=咳をする

第３５６日目 Nr.306

Ska vi ta en promenad?
発音：スカ ヴィ ター エン プロメナード

意味：散歩にいきませんか？

ta en promenad=散歩に行く

ska は、未来を表す助動詞です.英語でいう will や shall にあたり

ます.
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第３５７日目 Repetition ５１

Nr.301 Jag har ont i ryggen.
発音：
Nr.302 Jag har feber.
発音：
Nr.303 Jag är sömnig.
発音：
Nr.304 Jag är trött.
発音：
Nr.305 Jag hostar.
発音：
Nr.306 Ska vi ta en promenad ？
発音：
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第３５８日目 Nr.307

Ja. Jag vill följa med.
発音：ヤー ヤー ヴィル フリヤ メ

意味：ええ、ご一緒します．

散歩に誘われた時の答え． följa med=一緒に

第３５９日目 Nr.308

Vill du ha kaffe（ te)?
発音：ヴィル ドゥ ハー カッフェ（テー）

意味：コーヒー（紅茶）を飲みますか？

kaffe=コーヒー te=紅茶

第３６０日目 Nr.309

Ja, tack.
発音：ヤー タック

意味：ええ、お願いします．

Nr.308 の質問への答えです．
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第３６１日目 Nr.310

Ska vi gå?
発音：スカ ヴィ ゴー

意味：いきましょうか？

第３６２日目 Nr.311

Ja．O.K.
発音：ヤー オーケー

意味：はい．いいですよ．（はい、いきましょう）

Nr.310 の質問への答えです．

第３６３日目 Nr.312

Vill hon spela tennis?
発音：ヴィル フン スペーラ テニス

意味：彼女はテニスをしたいですか？

spela=英語の play. spela tenns=テニスをする
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第３６４日目 Repetition ５２

Nr.307 Ja. Jag vill följa med.
発音： 意味：
Nr.308 Vill du ha kaffe （ te)?
発音： 意味：
Nr.309 Ja, tack.
発音： 意味：
Nr.310 Ska vi gå?
発音： 意味：
Nr.311 Ja ． O.K.
発音： 意味：
Nr.312 Vill hon spela tennis ？
発音： 意味：
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第３６５日目 Nr.313

Ja. Det vill hon.
発音：ヤー デ ヴィル フン

意味：ええ．彼女はテニスをしたがっています．

Nr.312 の質問への応答です．

おまけ Nr.314

Vi ses. Hej då.
発音：ヴィ セース ヘイド－

意味：またね．バイバイ．

１年間お疲れ様でした.
また会いましょうね．

Nr.313 Ja. Det vill hon.
発音： 意味：
Nr.314 Vi ses. Hej då.
発音： 意味：
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北欧留学情報センター

スウェーデン語教室のご案内
スウェーデン語を学んでもっとスウェー

デンに近づきませんか．

北欧留学情報センターでは、スウェーデン語教室を、原則３カ月ご

と募集しています．日本人講師とネィティブ講師が、皆様のそれぞ

れの目的合わせたレッスンをしています．

グループレッスン (＊各言語共通・教材費は別途)

入会金：5250円 （期間：入会日より12ヶ月間有効）

受講料：32800円（１レッスン90分、 10 回授業、 少開講人数4名）

＊各クラスの開講は４人以上が原則で、定員は７名です．

＊もし参加者３人の場合－参加者全員の合意を条件に授業料

37800 円（授業 10 回分）にして教室を維持します．但し中途で 4
名以上になった場合は、差額分（ 5000 円）は返金されます．

プライベートレッスン

プライベートレッスンのタイプは一つです．

個人授業の 大の利点は受講者が要望に添った授業、いわばテ

ーラーメードの授業ができます．

全 10 レッスン ５回授業

入会金 3150 円（期間：入会日より12ヶ月間有効）

受講料 58000 円（１レッスン 45 分、１回２レッスン、全５回授業）

１回で２レッスン（ 90 分）を受けて頂きます．このレッスンは原則と

して 1 週間に 1 度のペースで授業をします．受講は曜日、時間を

決めていただき３カ月以内に終了していただきます．受講日の変
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更は原則としてできません．まずは一度やってみよう、でもあまり

高い金額は無理、と言う人にお勧めです．受講は 3 カ月以内に終

了していただきます．

＊入会日とは、お客様が初めて私達の授業を受けられた日です．

詳しい資料をご希望の方は、下記まで御連絡ください．

＊北欧留学情報センター
Mail ： cnsp@bindeballe.com
電話： 03-5229-5899
住所：〒 162-0813 東京都新宿区東五軒町 2-11-201
（ 寄り駅は東西線神楽坂駅、出口 A1 ）
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