
しゅうまつ Wochenende  

ことばとフレーズ	 Wortschatz	  und	  Phrasen	  

	   Was machst du am Wochenende? 	  しゅうまつ何
なに

をしますか。 

 Was hast du am Wochenende gemacht? しゅうまつ何
なに

をしましたか。 

	  

	  

	  

	  

かいわ	 Dialog	 しゅうまつなにをしますか。Was machst du am Wochenende? 	  

A: B, was machst du am Wochenende?   

B: Am Freitagabend möchte ich ins Kino gehen. 

A: Ah, interessant. Welchen Film möchtest du sehen?   

B: Den neuen Film von Starwars 

A: und was machst du noch am Wochenende?  

B: Am Samstag möchte ich chillen und am Samstagabend 

treffe ich mich mit Freunden.  

A: Was machst du mit deinen Freunden?   

B: Wir wissen es noch nicht. Vielleicht gehen wir tanzen oder 

einfach nur in eine Kneipe zum Klönen 

A: Und am Sonntag, was machst du da? 

B: Ich muss viel lernen, aber vielleicht gehe ich auch zum Sport. 

Und was machst du am Wochenende? 

A: Bさんは、しゅうまつ何
なに

をしますか。 

B: 金
きん

ようびの夜
よる

はえいがにいきたいです。 

A: あ〜いいですね。どのえいがをみたいですか。 

B: スターウォーズのしんさく。 

A: じゃあ、しゅうまつはほかに何
なに

をしますか。 

B: 土
ど

ようびのはゆっくりして、晩
ばん

は友
とも

だちに会
あ

いたいです。 

 

A: 友
とも

だちと何
なに

をしますか。 

B: まだわかりません。たぶん、おどりに行
い

くか居酒
い ざ か

屋
や

に行き

ます。 

A: じゃあ、日
にち

ようびはなにをしますか。 

B: 勉強
べんきょう

しなきゃいけません。でもたぶんスポーツもするかも

しれません。Aさんはしゅうまつに何
なに

をしますか。 

 

am Montag      月
げつ

ようびに 

am Dienstag     火
か

ようびに 

am Mittwoch     水
すい

ようびに 

am Donnerstag    木
も く

ようびに 

am Freitag        金
きん

ようびに 

am Samstag       土
ど

ようびに 

am Sonntag       日
にち

ようびに 

am Wochenende   しゅうまつに 

Schönes Wochenende! よいしゅうまつを！ 

sehen     みる 

essen     たべる  

trinken    のむ 

sprechen   はなす 

lesen     よむ 

schreiben   かく 

kaufen     かう  

jobben    はたらく 
anrufen   でんわする 
lernen     べんきょうする 
aufstehen  おきる 
schlafen   ねる 
 

gestern   きのう 

heute    きょう 

morgen   あした 

 

Am Mogen  あさ 

Am Mittag ひる 

Am Arbend ばん 

Am Nacht  よる 

kochen              りょうりする 
schwimmen         およぐ 
tanzen            おどる 
ins Kino gehen        えいがにいく 
Karaoke singen        カラオケでうたう 
Essen gehen          がいしょくする 
mit Freuenden treffen ともだちにあう 
Fitnessstudio gehen    ジムにいく 
reisen                りょこうする 
chillen               ゆっくりする 

Musik hören         おんがくをきく 

Tennis spielen        テニスする 

 


