
005

目　　次

はじめに �  003
この本の使い方 �  004

アイスランド語ってどんなことば？�� �008

文字と発音�� �012
1. アルファベット
2. アクセント
3. 長母音と短母音
4. 母音を表す文字
5. 二重母音を表す特別なつづり
6. 子音を表す文字
7. つづりと発音の特殊な対応
8. 発音練習

1 アイスランドへようこそ�� �020
1. 人称代名詞
2. あいさつの表現
3. 不規則変化動詞veraの活用形（現在）

2 彼はアイスランド語を話します�� �024
1.  弱変化動詞第1類の活用（現在形）
2. ætla að～の用法
3. 平叙文と疑問文の語順
4. 「はい」「いいえ」の答え方

練習問題①��� ��028

単語力アップ
アイスランドで多い人名ベスト 20
� �030

表現力アップ
あいさつ、呼びかけ  

 

 031

3 クレイナはいかがですか？�� �032
1. 女性弱変化名詞の変化
2. 助動詞 vilja「～したい、望む」

4 あなたのご家族の写真ですか？�� �036
1. アイスランド人の名前
2. 人称代名詞の与格と属格
3. 所有形容詞
4. 女性強変化名詞の変化
5. 動詞 eiga について

練習問題②�� �040

単語力アップ
学校、学用品、科目・学問分野
� �042

単語力アップ
食料品、飲み物、お菓子、乳製
品、料理関係�� �043

5  私はアイスランド語を 

勉強しています�� �044
1. 男性弱変化名詞の変化
2. 進行形
3. 中性強変化名詞の変化

6 こちらに来て2年になります�� �048
1. búinnを使った完了形
2. 理由の表現
3.. 非人称動詞 langaの用法
4. 動詞hafaの現在形

練習問題③�� �052



006

単語力アップ
家族・親族・友人  

 

 054

単語力アップ
国名・地域名、～人  

 

 055

7 航空便で送りますか？�� �056
1. 男性強変化名詞の変化
2. 基数詞1～4の変化
3. 弱変化動詞第2類の活用

8  僕はアイスランド・セーターを 

持ってるよ�� �060
1. 形容詞の変化
2. 天候の表現
3.  verða að＋不定詞「～しなければ
ならない」

4. vera með＋対格「～を持っている」

練習問題④�� �064

9 魚の肝油はどこですか？�� �066
1. 名詞の既知形
2. hafa を助動詞とする完了形
3. 強変化動詞 vita, fara, fá の変化

10  ビョークは僕のお気に入りの 

歌手なんだ�� �070
1. uppáhalds- お気に入りの～
2. 動詞 þykja の用法
3. -ll に終わる形容詞の変化

練習問題⑤�� �074

単語力アップ
郵便関係、職業名、天気、音楽・
スポーツ�� �076

表現力アップ
銀行・郵便局・通信関係、天気の
表現、疑問詞を使った表現   077

11 週末は何をするつもり？�� �078
1. 時の表現
2. 複数代名詞＋個人名
3. 前置詞と格の結びつき

12 シングヴェトリルにて�� �082
1. 受動文
2. 場所の副詞
3. 再帰動詞
4. 誘いかけの表現

練習問題⑥�� �086

単語力アップ
交通機関、地形  

 

 087

単語力アップ
家、家具  

 

 088

13 テレビとラジオとDVD�� �090
1. 弱変化動詞の活用（過去形）
2. 弱変化動詞の覚え方
3. 〈geta＋完了分詞〉の用法

14 バスターミナルにて�� �094
1. 数詞
2. 時刻の表現

練習問題⑦�� �098

単語力アップ
序数詞  

 

 100

単語力アップ
病気、病院関係、年齢の表現、
体の不調  

 

 101



007

15 友人への手紙�� �102
1. 形容詞の弱変化
2. -legur に終わる形容詞
3. 強変化動詞

16 天気が急変して�� �106
1. vera の過去形
2. 方位の表現
3. 衣服の着脱表現
4. 季節の表現

練習問題⑧�� �110

17 クリスマスの予定�� �112
1. 月名
2. 代表的な祝祭日
3. 接続法過去の用法
4.. 動詞の -st形

18 暗い冬の過ごし方�� �116
1. 形容詞の比較級と最上級
2. 形容詞の比較級の変化と用法
3. veraを助動詞とする完了形

練習問題⑨�� �120

単語力アップ
祝祭日など  

 

 122

表現力アップ
手紙やメールで使う 
あいさつ表現   123

19 お誕生日おめでとう�� �124
1. お祝いのことば
2. 助動詞の活用
3. 否定の不定代名詞enginnの変化

20  またこの国を訪れたいと思います 

� �128
1. 接続法現在
2. 接続詞þegar
3. 関係詞sem

練習問題⑩�� �132

語形変化表�� �134
ナレーターのメッセージ�� �143
単語リスト�� �144

＊文法上の表示や記号・略号については
144ページ参照。


