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『まるごと　日本のことばと文化』初級1（A2）＜かつどう＞

ごいインデックス　Vokabelindex （掲載順　Reihenfolge der Auflistung）

か ことば かんじ アクセント ドイツご スクリプト

あに あ￢に eigener älterer Bruder
あね あね￣ eigene ältere Schwester
アメリカ アメリカ￣ USA

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

Ishikawa (Nachname)

イタリア イタリア￣ Italien
イタリアご イタリアご￣ Italienisch

いちろう／いちろうさん
いちろう￣／
いちろうさん￣

Ichiro (männl. Vorname)

いもうと いもうと￢ eigene jüngere Schwester
いもうとさん いもうとさん￣ jüngere Schwester
うち うち￣ Haus ス

えいご えいご￣ Englisch
おかあさん おか￢あさん Mutter (von jemand anderem)
おくさん お￢くさん Ehefrau
おじ おじ￣ eigener Onkel
おじいさん おじ￢いさん Großvater
おじさん おじさん￣ Onkel
おっと おっと￣ Ehemann
おとうさん おと￢うさん Vater
おとうと おとうと￢ eigener jüngerer Bruder
おとうとさん おとうとさん￣ jüngerer Bruder von jemand anderem
おにいさん おに￢いさん älterer Bruder von jemand anderem
おねえさん おね￢えさん ältere Schwester von jemand anderem
おば おば￣ eigene Tante
おばあさん おば￢あさん Großmutter
おばさん おばさん￣ Tante von jemand anderem
オペラ オ￢ペラ Oper
かいしゃ かいしゃ￣ Firma
がくせい がくせい￣ Student
かぞく か￢ぞく Familie
かんこく 韓国 か￢んこく Korea
かんこくご かんこくご￣ Koreanisch (Sprache)
かんこくじん かんこく￢じん Koreaner/in
きょうだい きょ￢うだい Geschwister
くるま くるま￣ Auto, Wagen
ご／～ご ～ご￣ ~isch; Endung für Sprachen
ごしゅじん ごしゅ￢じん Ihr Ehemann
さん／～さん ――― Herr/Frau ~
しごと しごと￣ Arbeit
します 【～する3】 しま￢す machen
しゅふ しゅ￢ふ Hausfrau
しょうかい（します）（【～する3】） しょうかい￣ vorstellen (sich/ jemanden) ス

じん／～じん ～じん ～￢じん ~er, Suffix für die Nationalität
しんせき しんせき￣ Verwandte
すこし すこ￢し ein bißchen, etwas
すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ Suszuki (nachname)
すみます 【すむ1】 すみま￢す wohnen
そふ そ￢ふ Großvater
そぼ そ￢ぼ Großmutter
ちち ち￢ち、ちち￢ eigener Vater
ちゅうごく （中国） ちゅ￢うごく China
ちゅうごくご ちゅうごくご￣ Chinesisch (als Sprache)
つま つ￢ま eigene Ehefrau
できます 【できる2】 てつだいま￢す können
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か ことば かんじ アクセント ドイツご スクリプト

とうきょう 東京 とうきょう￣ Tokyo

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

Nakamura (Nachname)

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん Japan
にほんご 日本語 にほんご￣ Japanisch
にほんじん 日本人 にほんじ￢ん Japaner/in
にん／～にん (～人) ――― ~Personen; Zählsuffix für Menschen
はたらきます 【はたらく1】 はたらきま￢す arbeiten
はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す sprechen
はは は￢は eigene Mutter
びょういん びょういん￣ Krankenhaus, Arztpraxis
ふうん ――― Hm!, Puh! (Ausdruck des Verstehens)
ふたり （二人） ふたり￢ die beiden ス

ブラジル ブラジル￣ Brasilien
へえ ――― (Ausdruck des Erstaunens/ beindruckt sein)
べんきょう（します）（【～する3】） べんきょう￣ lernen, studieren
ホテル ホ￢テル Hotel
ポルトガル ポルトガル￣ Portugal
ポルトガルご ポルトガルご￣ Portugiesisch (als Sprache)
まお／まおさん ま￢お／ま￢おさん Mao (Vorname)
まり／まりさん ま￢り／ま￢りさん Mari (weibl. Vorname)
むすこ むすこ￣ eigener Sohn
むすこさん むすこさん￣ Sohn von jemand anderem
むすめ むすめ￢ eigene Tochter
むすめさん むすめさん￣ Tochter von jemand anderem
りょうしん りょ￢うしん Eltern
わあ ――― Oh! (Ausdruck der Freude)
わたし わたし￣ ich
わたしたち わたし￢たち wir

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

Accessoire, Schmuck

あつめます 【あつめる2】 あつめま￢す sammeln
あみもの あみ￢もの Stricken
いご い￢ご Go (japanisches Brettspiel)
え え￢ Bild
えいが えいが￣、え￢いが Film
えんげき えんげき￣ Theater
おかし（かし） おか￢し Süßigkeit, Snack
おんがく お￢んがく Musik
ガーデニング ガーデニング￣ Gärtnern
がいこくご がいこくご￣ Fremdsprache
かきます 【かく1】 かきま￢す malen
かっこいい かっこい￢い cool
カラオケ カラオケ￣ Karaoke
カレー カレー￣ Curry
かわいい かわい￢い niedlich
ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す hören
きって きって￣ Briefmarke

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

Klassik (Musik)

コイン コ￢イン Münze
こと こと￢ Angelegenheit
こども こども￣ Kind
サイクリング サ￢イクリング Radfahren
サッカー(します）（【～する3】） サ￢ッカー Fußball
さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Sato (Nachname)
さんぽ（します）（【～する3】） さんぽ￣ Spaziergang
しあい しあい￣ Spiel (Wettkampf)
じこしょうかい じこしょ￢うかい Selbstvorstellung
しゃしん しゃしん￣ Foto
しゅみ しゅ￢み Hobby
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か ことば かんじ アクセント ドイツご スクリプト

しょうぎ しょうぎ￣ Shogi (jap. Brettspiel)
じょうば じょうば￣ Reiten
すいえい すいえい￣ Schwimmen
すき（な） すき￢ mögen
そう そ￢う so
たこあげ たこ￢あげ Drachensteigen
たなか／たなかさん 田中／田中さん たなか￣／たなかさん￣ Tanaka (Nachname)
チーム チ￢ーム Team ス

チェス チェ￢ス Schach
チキンカレー チキンカ￢レー Hühnchencurry
ちょう～ 超～ ちょ￢う～ sehr~, super~, enorm~
つくります 【つくる1】 つくりま￢す herstellen
とき (時） とき￢ Zeit; als (wenn)
とくい（な） とく￢い gut können, einem liegen
どくしょ （読書） ど￢くしょ Lesen
とくに と￢くに besonders
ともだち ともだち￣ Freund, Freundin
ドライブ ドラ￢イブ Autofahrt, Ausflug mit Auto
とります 【とる1】 とりま￢す fotografieren
どんな ど￢んな was für ein
なに／なん な￢に／な￢ん was
なります(～に／～く）　【なる1】 なりま￢す werden
にんぎょう にんぎょう￣ Puppe
のだ／のださん のだ￣／のださん￣ Noda (Nachname)
はじめまして はじめま￢す Freut mich Sie kennenzulernen
バッハ バ￢ッハ Bach (Personenname)
バルセロナ バルセ￢ロナ Barcelona ス

ハロー ハ￢ロー Hallo
ひま（な） ひま￣ frei haben, nichts zu tun haben
フルーツケーキ フルーツケ￢ーキ Früchtekuchen
みます 【みる2】 見ます みま￢す sehen
よく よ￢く oft
りょうり 料理 りょ￢うり Kochen
りょこう（します）（【～する3】） りょこう￣ Reise
わかい わか￢い jung
あき あ￢き Herbst
あじさい あじさい￣ Hortensie
あたたかい あたたか￢い angenehm warm
あつい あつ￢い heiß
あめ あ￢め Regen
あります 【ある1】 ありま￢す stattfinden
いちばん いちばん￣ Nr.1, am ~sten
いつ い￢つ wann
いつごろ いつごろ￣ ungefähr wann
いねかり いね￢かり Reisernte
いま い￢ま jetzt
うき う￢き Regenzeit
うぐいす うぐ￢いす japanische Nachtigall
おいしい おいしい￣、おいし￢い lecker
おおさか 大阪 おおさか￣ Osaka ス

おがわ／おがわさん
おがわ￣／
おがわさん￣

Ogawa (Nachname)

がつ／～がつ ～月 ――― Suffix für die Monate
かんき か￢んき Trockenzeit
きおん きおん￣ Temperatur
きせつ き￢せつ Jahreszeit
きれい（な） き￢れい schön
くだもの くだ￢もの Früchte
くに くに￣、～くに￢ Land
コート コ￢ート Mantel ス
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か ことば かんじ アクセント ドイツご スクリプト

こおろぎ こ￢おろぎ Grille
こたつ こたつ￣ beheizbarer niedriger Tisch
こどもたち こども￢たち Kinder ス

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ gegen ~, ungefähr~
さくら さくら￣ Kirschbaum ス

さむい さむ￢い kalt
じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ Tja, also dann, nun...
じょやのかね じょ￢やのかね Neujahrsglocken

すいかわり すいか￢わり
Wassermelonenschlagen
(Sommerbrauch)

スキー スキ￢ー Schi
すずしい すずし￢い angenehm kühl
せみ せみ￣ Zikade
だいたい だいたい￣ ungefähr, grob
たうえ たうえ￢ Setzen der Reispflanzen
たべもの 食べもの たべ￢もの Lebensmittel
だめ（な） だめ￢ zwecklos, unmöglich ス

たんぼ たんぼ￣ Reisfeld
つきみ (月見） つきみ￣ Mondschau
つゆ つゆ￣ japanische Regenzeit
てんき て￢んき Wetter
ど／～ど ～￢ど Grad, Suffix für Temperatur
どうして ど￢うして warum
とても とても￢ sehr
なつ なつ￢ Sommer
なつやすみ なつや￢すみ Sommerferien ス

なべりょうり なべりょ￢うり Eintopfgericht
にがて（な） にがて￣ nicht mögen, liegt einem nicht
にゅうがくしき にゅうがく￢しき Einschulungsfeier
はな はな￢ Blume, Blüte
はなび は￢なび Feuerwerk
はなみ はなみ￢ Blütenschau
はる は￢る Frühling
ひまわり ひま￢わり Sonnenblume
ぶどう ぶどう￣ Trauben
ぶどうがり ぶどうがり￣ Traubenernte
ふゆ ふゆ￢ Winter
ふります 【ふる１】 ふりま￢す fallen (Regen/ Schnee)
へいきん へいきん￣ Durchschnitt
まつり まつり￣ Fest, Festival
むしあつい むしあつ￢い schwül-heiß
もみじ も￢みじ Herbstlaub
やまだ／やまださん やまだ￣／やまださん￣ Yamada (Nachname)
ああ ――― Ah!; ja
あした あした￢ morgen
いい い￢い gut
ええ ――― Ja
おかげさまで おかげさまで￣ Dank Ihrer Hilfe. / Danke der Nachfrage.
おはよう おはよう￣ Guten Morgen! ス

カイロ カ￢イロ Kairo
かぜ かぜ￣ Wind
きのう きの￢う、きのう￣ gestern
きもち（が） いい きもちが い￢い Das ist sehr angenehm.
きょう きょ￢う heute
くもり くもり￢ bewölkt
くもります 【くもる1】 くもりま￢す sich bewölken
げんき（な） げ￢んき gesund, munter
ごご ご￢ご Nachmittag ス

こっち こっち￢ hier, hierher
こんにちは こんにちは￢ Guten Tag, Hallo ス
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か ことば かんじ アクセント ドイツご スクリプト

さっぽろ 札幌 さっぽろ￣ Sapporo
サンパウロ サンパ￢ウロ San Paulo
シドニー シ￢ドニー Sidney
ジャカルタ ジャカルタ￣ Jakarta
すごい すご￢い toll
せかい 世界 せ￢かい Welt
せんしゅう せんしゅう￣ letzte Woche
センチ／～センチ ～セ￢ンチ ~cm
ソウル ソ￢ウル Seoul
そして そして￣ Und dann (Sastzeinleitung) ス

そっち そっち￢ dort, dorthin
たいへん（な） たいへん￣ furchtbar, schrecklich, schlimm
たぶん た￢ぶん wahrscheinlich ス

つもります 【つもる1】 つもりま￢す liegenbleiben (Schnee)
つよい つよ￢い stark ス

どう ど￢う wie
とやま 富山 と￢やま Toyama
ニューヨーク ニューヨ￢ーク New York
はい は￢い Ja
はれ はれ￢ sonnig, wolkenlos
はれます 【はれる2】 はれま￢す aufklaren
ひさしぶり ひさしぶり￣ seit langer Zeit
ふきます 【ふく1】 ふきま￢す wehen
ふくおか 福岡 ふく￢おか Fukuoka
ペキン （北京） ペ￢キン Peking
ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう Hokkaido ス

まいにち ま￢いにち jeden Tag
もしもし も￢しもし Hallo (am Telefon)
モスクワ モスクワ￣ Moskau
ゆき ゆき￢ Schnee
よく よ￢く gut
ロサンゼルス ロサンゼ￢ルス Los Angeles
ロンドン ロ￢ンドン London
あきはばら 秋葉原 あきは￢ばら Akihabara
あさ あ￢さ Morgen
あたり あ￢たり Gegend
あぶない あぶない￣、あぶな￢い gefährlich
いきます 【いく1】 行きます いきま￢す gehen
いざかや いざかや￣ japanische Kneipe
いっしょに いっしょに￣ zusammen
いろいろ（な） いろいろ￣ verschiedene
うえの 上野 うえの￣ Ueno ス

うえのこうえん 上野公園 うえのこ￢うえん Ueno-Park
うおいちば うおい￢ちば Fischmarkt
え／えっ ――― ja ス

ええと／えっと／ええっと ――― nun, ja, äh... ス

えき え￢き Bahnhof
おおい お￢おい viel
おしゃれ（な） おしゃ￢れ schick
おもしろい おもしろ￢い interessant
がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す sich anstrengen, sich bemühen ス

ぎんざ 銀座 ぎんざ￣ Ginza
ゲームセンター ゲームセ￢ンター Spielhalle ス

こうえん こうえん￣ Park
こうきょ 皇居 こ￢うきょ Kaiserpalast in Tokyo
コース コ￢ース Kurs ス

ここ ここ￣ hier
この この￣ diese/r/s N
じかん／～じかん ～じ￢かん ~Stunden
しずか（な） し￢ずか ruhig
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か ことば かんじ アクセント ドイツご スクリプト

しんじゅく 新宿 しんじゅく￣ Shinjuku
ぜひ ぜ￢ひ unbedingt
それから それから￢ danach, dann ス

タウン タ￢ウン "Town", Stadtviertel, Gegend
たかい たか￢い teuer, hoch
たくさん たくさん￣ viel ス

たのしい たのし￢い lustig, macht Spaß, interessant
ちかく ち￢かく、ちか￢く Nähe ス

ちょっと ちょ￢っと ein bißchen
つきじ 築地 つきじ￣ Tsukuji
でんきてん でんき￢てん Elektrogeschäft
どうぶつえん どうぶつ￢えん Zoo
とおい とおい￣、とお￢い entfernt, weit weg
どの ど￢の welche/s/r ~
にぎやか（な） にぎ￢やか belebt
にしぐち 西口 にしぐち￣ Westeingang
バス バ￢ス Bus
はやい はや￢い schnell/früh
はらじゅく 原宿 はらじゅく￣ Harajuku
ひがしぐち 東口 ひがしぐち￣ Osteingang
ひと （人） ひと￣、～ひと￢ Mensch
ひろい ひろ￢い weitläufig, geräumig
ファッション ファ￢ッション Mode ス

ふじさん （富士山） ふ￢じさん der Berg Fuji
べんり（な） べ￢んり praktisch
まち まち￢ Stadt, Ort
みせ みせ￢ Laden, Geschäft
やすい やす￢い billig
ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん Yuko, weibl. Vorname ス

ゆうめい（な） ゆうめい￣ berühmt
よる よ￢る Abend, nacht
レストラン レ￢ストラン Restaurant
わかります 【わかる1】 わかりま￢す verstehen, wissen, kennen
あ／あっ ――― Oh!
あおい あお￢い blau
あかい あかい￣、あか￢い rot
あそこ あそこ￣ dort hinten
あの あの￣ ehm...
ありがとう あり￢がとう Vielen Dank
あれ あれ￣ das dort
いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ nein, nicht doch, nicht der Rede Wert
ううん／うーん ――― nein, na ja ス

おおきい 大きい おおき￢い groß
かど か￢ど Ecke
ぎんこう ぎんこう￣ Bank
こうさてん こうさてん￣ Kreuzung
しろい しろ￢い weiß
しんごう しんごう￣ Ampel
すぐ す￢ぐ sofort, direkt
すみません すみませ￢ん Entschuldigung/ Danke
たいしかん たいし￢かん Botschaft
たかい たか￢い hoch
たてもの たて￢もの Gebäude
タワー タ￢ワー Turm
デパート デパ￢ート Kaufhaus
どうも ど￢うも danke
どうやって ど￢うやって wie, auf welche Arte und Weise ス

とおり とおり￢ Straße
どこ ど￢こ wo
となり となり￣ neben ス
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か ことば かんじ アクセント ドイツご スクリプト

はくぶつかん はくぶつ￢かん Museum
はし はし￢ Brücke
ひだり ひだり￣ links
ひとつ １つ／一つ ひと￢つ eins
ひとつめ １つめ／一つめ ひとつめ￢ der/die/das erste
ビル ビ￢ル Gebäude
ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ zwei
ふたつめ ２つめ／二つめ ふたつめ￢ der/die/das zweite
ほそながい ほそなが￢い lang und schmal
まがります 【まがる1】 まがりま￢す abbiegen
まっすぐ（な） まっす￢ぐ geradeaus
まるい まるい￣、まる￢い rund
みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す sichtbar sein
みぎ みぎ￣ rechts
みち みち￣ Weg, Straße
ゆうびんきょく ゆうび￢んきょく Postamt
わたります 【わたる1】 わたりま￢す überqueren
あのう ――― (Ausdruck, wenn man jemanden anspricht)
あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Nachname: Abe
いりぐち いりぐち￣ Eingang
おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す sich verspäten
おそい おそい￣、おそ￢い spät
きます 【くる3】 来ます きま￢す kommen
きやま／きやまさん き￢やま／き￢やまさん Kiyama (Nachname)
コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ Cafe
じ／～じ ～時 ～￢じ ~Uhr
じかん じかん￣ Zeit
じゅうたい じゅうたい￣ Stau
だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ in Ordnung, OK
たのしみ たのし￢み (Vor)freude
でかけます 【でかける2】 でかけま￢す ausgehen, aus dem Haus gehen
でんしゃ でんしゃ￣、で￢んしゃ Zug
とまります 【とまる1】 とまりま￢す anhalten
どようび／ど 土よう日／土 どよ￢うび Samstag
にちようび／にち 日よう日／日 にちよ￢うび／に￢ち Sonntag
ばしょ ばしょ￣ Ort
ははは ――― hahaha (Lachen) ス

ふん／ぷん ～分 ～￢ふん ~Minuten; Zählsuffix für Minuten
まえ ま￢え vor
また また￢ wieder
まちあわせ（します）（【～する3】） まちあわせ￣ Verabredung
まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す einen Fehler machen, sich vertun
まちます 【まつ1】 まちま￢す warten
まよいます 【まよう1】 まよいま￢す sich verlaufen
よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ Yoshida, Nachname
ロビー ロ￢ビー Lobby
あと あ￢と später
います 【いる2】 いま￢す existieren, anwesend sein ス

おすし（すし） おす￢し Sushi
おすすめ おすすめ￣ Empfehlung
おみやげ（みやげ） おみやげ￣ Mitbringsel
かいます 【かう1】 買います かいま￢す kaufen
さかな 魚 さかな￣ Fisch
しょくじ（します）（【～する3】） しょくじ￣ Essen (als Aktivität)
すいじょうバス すいじょうバ￢ス Wassertaxi
すいぞくかん すいぞく￢かん Aquarium
スカイツリー スカイツリ￢ー Skytree, Fernsehturm in Tokyo ス

せかいいち （世界一） せか￢いいち Nr.1 in der Welt, super
たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す essen
ちいさい 小さい ちいさ￢い klein ス
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ちかい ちか￢い nah ス

てんぷら てんぷら￣ Tenpura
どうぶつ どうぶつ￣ Tier
どれ ど￢れ welche/s/r ス

のります 【のる1】 のりま￢す einsteigen
びじゅつかん びじゅつ￢かん Kunstmuseum
ふね ふ￢ね Schiff
まだ ま￢だ noch
みず 水 みず￣ Wasser
めずらしい めずらし￢い selten
もう も￢う schon
もちろん もち￢ろん mitnehmen ス

やけい やけい￣ Nachtpanorama
やたい や￢たい Imbissstand
ラーメン ラ￢ーメン Ramen
ライトアップ ライトア￢ップ angestrahlt
りょうがえ（します）（【～する3】） りょうがえ￣ Geldwechseln
れきし れきし￣ Geschichte (historisch)
アラビアご アラビアご￣ Arabisch
いいます 【いう1】 言います いいま￢す sagen
いちど いちど￢ einmal
いままでに いまま￢でに bis jetzt, bisher
いみ い￢み Bedeutung
いやあ ――― Tja… ス

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す unterrichten, beibringen
おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す sich merken, behalten
がいこく がいこく￣ Ausland
かきます 【かく1】 書きます かきま￢す schreiben
かします 【かす1】 かしま￢す verleihen
カタカナ カタカ￢ナ Katakana
かんじ かんじ￣ Kanji
かんたん（な） かんたん￣ einfach
こうこう こうこう￣ Oberschule (9.-12.Klasse)
サイト サイト￣ Website/Internetseite
じしょ じ￢しょ Wörterbuch
しょうがっこう しょうが￢っこう Grundschule (1.-6. Klasse)
スペイン スペ￢イン Spanien
スペインご スペインご￣ Spanisch (Sprache)
ぜんぜん ぜんぜん￣ überhaupt nicht ス

その その￣ diese/r/s N
だいがく だいがく￣ Universität
たんご たんご￣ Vokabel

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す
anders sein, sich unterscheiden,
nicht stimmen

ちゅうがっこう ちゅうが￢っこう Mittelschule (7.-9. Klasse)
つかいます 【つかう1】 つかいま￢す benutzen
でんしじしょ でんしじ￢しょ elektronisches Wörterbuch
ドイツ ド￢イツ Deutschland
ドイツご ドイツご￣ Deutsch (als Sprache)
どうぞ ど￢うぞ bitte
なまえ なまえ￣ Name
にます【にる1】 にま￢す ähnlich sein, sich ähneln
ねん／～ねん ～年 ――― ~Jahr
はつおん はつおん￣ Aussprache
ひらがな ひらが￢な Hiragana
フランス フランス￣ Frankreich
フランスご フランスご￣ Französisch (als Sprache)
ぶん ぶ￢ん Satz
ぶんか 文化 ぶ￢んか Kultur
ぶんぽう ぶんぽう￣ Grammatik
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ほんじつきゅうぎょう 本日休業 ほ￢んじつきゅうぎょう heute geschlossen ス

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

schwierig

もう もう￣ schon
もじ も￢じ Schrift, Buchstaben
やすみ 休み やすみ￢ Ferien, Urlaub, Pause ス

よみます 【よむ１】 読みます よみま￢す lesen
リスト リ￢スト Liste
れんしゅう（します）（【～する3】） れんしゅう￣ Übung
イギリス イギリス￣ Großbritannien/ England ス

いつか い￢つか irgendwann
いれます 【いれる2】 いれま￢す hineintun ス

インド イ￢ンド Indien ス

うた うた￢ Lied
おかね（かね） お金(金） おかね￣ Geld ス

おどり おどり￣ Tanz
かい／～かい ――― ~mal
かぶき かぶき￣ Kabuki

かわい／かわいさん
かわい￣／
かわいさん￣

Kawai (Nachname)

かわりに かわりに￣ anstelle von
きっぷ きっぷ￣ Fahrkarte
きょうし きょ￢うし Lehrer
きょうみ きょ￢うみ Interesse
きょうみが あります（～に） きょ￢うみが ありま￢す Interesse haben, sich interessieren
コーナー コ￢ーナー "Corner", Ecke, Bereich
こけし こけし￣ Kokeshi (jap. Holzpuppe)
ざっし ざっし￣ Zeitschrift
ししゅう ししゅう￣ Stickerei
しゅう しゅ￢う Woche
しゅっちょう（します）（【～する3】） しゅっちょう￣ Dienstreise
しょうらい しょ￢うらい Zukunft
ステージ ステ￢ージ Bühne
せいかつ 生活 せいかつ￣ Leben
ソーセージ ソーセ￢ージ Würstchen
タイ タ￢イ Thailand
タイじん タイ￢じん Thailänder ス

だいすき（な） だ￢いすき heiß geliebt ス

タコス タ￢コス Taco
ダンス ダ￢ンス Tanz
ちず ち￢ず Karte
チヂミ チヂミ￣ Jeon (koreanischer Pfannkuchen)
つうやく つ￢うやく Dolmetschen
つき (月） つき￢ Mond, Monat
てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す helfen
でんわ (電話） でんわ￣ Telefon
ドイツじん ドイツ￢じん Deutsche/r ス

ときどき ときどき￢ ab und zu, manchmal
ドラマ ド￢ラマ Fernsehserie
なか な￢か drinnen
ならいます 【ならう1】 ならいま￢す lernen
ねん 年 ね￢ん Jahr
はなし （話） はなし￢ Geschichte, Erzählung ス

ピロシキ ピロ￢シキ、ピロシキ￣ Pirogge
フィリピン フィ￢リピン Philipinen
ほん ほ￢ん Buch ス

ほんとう ほんとう￣ wirklich ス

ほんやく（します）（【～する3】） ほんやく￣ Übersetzung
まず ま￢ず zuerst ス

マレーシア マレ￢ーシア Malaysia
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ミニレッスン ミニレッ￢スン Schnupperstunde, Einführungsstunde
みんげいひん 民芸品 みんげいひん￣ Volkskunst, Kunsthandwerk
むこう むこ￢う、むこう￣ andere/ entgegengesetzte Seite ス

ムルタバ ムルタバ￣
Murtabak (Sandwich gefüllt mit Fleisch,
Zwiebel etc.)

メキシコ メキシコ￣ Mexiko
よよぎ 代々木 よよぎ￣ Yoyogi (Bezirk in Tokyo) ス

りゅうがく（します）（【～する3】） りゅうがく￣ Auslandsstudium
ロシア ロ￢シア Russland
あか あ￢か Rot
おさけ（さけ） おさけ￣ Alkohol, Sake
おちゃ（ちゃ） おちゃ￣ Tee
おにぎり おに￢ぎり Onigiri, gefülltes Reisbällchen
おねがいします おねがいしま￢す bitte
おべんとう（べんとう） おべんとう￣ Obento, Lunchpaket
からあげ からあげ￣ Karaage, frittiertes Hühnchen
ケーキ ケ￢ーキ Kuchen, Torte
コップ コップ￣ Glas
ごみぶくろ ごみぶ￢くろ Mülltüte
さら さら￣ Teller
サラダ サ￢ラダ Salat
サンドイッチ サンドイ￢ッチ Sandwich
シート シ￢ート Plane
します（～に） 【～する3】 しま￢す sich entscheiden
ジュース ジュ￢ース Saft
しろ し￢ろ Weiß
そと そ￢と draußen
たまごやき 卵やき たまごやき￣ Omelett
チョコレート チョコレ￢ート Schokolade
どっち ど￢っち welches (von zwei)
にほんしゅ にほんしゅ￣ Sake
のみもの 飲みもの のみ￢もの Getränke
はし は￢し Essstäbchen
バナナ バ￢ナナ Banane
ビール ビ￢ール Bier
ピクニック ピ￢クニック Picknik
ほか ほか￣ ansonsten, anderes
ポテトチップス ポテトチ￢ップス Kartoffelchips
メモ メ￢モ Notiz
もちます 【もつ1】 もちま￢す halten
もっていきます 【もっていく1】 もっていきま￢す mitbringen
もの もの￢ Ding
やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ Yagi (Nachname)
らいしゅう らいしゅう￣ nächste Woche
りんご りんご￣ Apfel
ワイン ワ￢イン Wein
あじ あじ￣ Geschmack
あまい あまい￣、あま￢い süß
アンチョビ アンチ￢ョビ Anchovi
いただきます いただきま￢す "Ich bekomme", Floskel vor dem Essen
いっぱい い￢っぱい voll
いっぱい（おなかが～） いっぱい￣ voll sein, satt sein
うめぼし うめぼし￣ Umeboshi, eingelegte Pflaume
えび えび￣ Garnele
えびせんべい えびせ￢んべい Reiscracker mit Garnelengeschmack
おなか おなか￣ Bauch
からい から￢い scharf
キムチ キ￢ムチ Kimchi
きゅうり きゅ￢うり Gurke
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キンパ キ￢ンパ
Gimbap
(korean. Seetangrolle m. Reis u. Füllung)

クロッポ ク￢ロッポ Krabbenchips (Malaysisch)
けっこう（な） け￢っこう ausreichend
こんぶ こ￢んぶ Konbu, Seetang
しゃけ／さけ しゃ￢け／さ￢け Lachs
しょっぱい しょっぱ￢い salzig
スープ ス￢ープ Suppe
すっぱい すっぱ￢い sauer
それ それ￣ das da
たまご 卵 たま￢ご Ei
チーズ チ￢ーズ Käse
つけもの つけもの￣ Tsukemono, eingelegtes Gemüse
ツナ ツ￢ナ Thunfisch
でも で￢も aber
トマト ト￢マト Tomate
ハム ハ￢ム Schinken
ピクルス ピ￢クルス Pickels
ほんとに ほんとに￣ wirklich ス

まんじゅう まんじゅ￢う Manju, gefüllte Teigbällchen
よかったら よ￢かったら wenn es recht ist
レモン レ￢モン Zitrone
わさび わ￢さび Wasabi
あいます 【あう1】 会います あいま￢す treffen
あたらしい 新しい あたらし￢い neu ス

いかが いか￢が wie
オーケー お￢ーけー OK, in Ordnung ス

おつかれさま おつかれさま￣ Danke für Ihre Mühe.
オフィス オ￢フィス Büro
おゆ（ゆ） おゆ￣ heißes Wasser
か（かようび） 火 か￢ Dienstag
かいぎ 会議 か￢いぎ Konferenz
かいてき（な） かいてき￣ bequem, behaglich, angenehm
かぎ かぎ￢ Schlüssel
くうこう 空港 くうこう￣ Flughafen
げつ（げつようび） 月 げ￢つ Montag
ごう／～ごう ～号 ～￢ごう Nr. ~ (Flugnummern, Züge etc.)
こうじょう 工場 こうじょ￢う Fabrik

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Saito (Nachname)

さま／～さま ～様 ――― Herr~, Frau~ (höfl. f. さん)
じさ じ￢さ Zeitunterschied
ししゃ し￢しゃ Zweigstelle
シャワー シャ￢ワー Dusche ス

じゅうよっか （十四日） じゅ￢うよっか der 14. (des Monats)
しゅっぱつ（します）（【～する3】） 出発（します） しゅっぱつ￣ Abfahrt, Aufbruch
しります 【しる1】 しりま￢す wissen

しんいち／しんいちさん 新一／新一さん
しんいち￣／
しんいちさん￣

Shinichi (männl. Vorname)

すい（すいようび） 水 す￢い Mi (Mittwoch)
すきます 【すく1】 すきま￢す leer werden

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

"Schedule", Zeiplan

ずっと ずっと￣ die ganze Zeit ス

だい～ 第～ だ￢い～ Nr. ~ (Index etc.)
チェック（します）（【～する3】） チェッ￢ク Check
つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す müde werden, erschöpft sein
つきます 【つく1】 つきま￢す ankommen ス

でます（おゆが） 【でる2】 でま￢す hinausgehen ス

でむかえ でむかえ￣ Abholen
でんき で￢んき Strom
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でんわばんごう 電話番号 でんわば￢んごう Telefonnummer
とうちゃく（します）（【～する3】） 到着（します） とうちゃく￣ Ankunft
とおか (十日) とおか￣ der 10. (des Monats)
ドライバー ドライバー￣ Fahrer
ながい なが￢い lang ス

なし（ない） な￢し ohne ス

にじゅうよっか （二十四日） にじゅうよっか￣ der 24. (des Monats)
にち／～にち ～日 ――― Suffix für das Datum
はつか (二十日) はつか￣ der 20. (des Monats)
はん／～はん ～半 ～は￢ん halb~ (Uhrzeit)
ばんごう (番号） ばんご￢う Nummer ス

ひる ひる￢ Mittag ス

びん び￢ん Flug
フライト フライト￣ Flug
ほん／～ほん／ぼん／ぽん ――― ~Stück (lange dünne Gegenstände) ス

ほんしゃ ほ￢んしゃ Hauptbüro
まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ es geht, so lala
むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す abholen
メール メール￣ Email
モーターズ モ￢ーターズ Motors
もらいます 【もらう1】 もんだい￣ bekommen
もんだい もんだい￣ Problem; Aufgabe ス

やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す frei machen, sich ausruhen ス

ようこそ よ￢うこそ Willkommen
ローマ ロ￢ーマ Rom ス

うけつけ うけつけ￣ Empfang, Rezeption
おせわ（せわ） おせ￢わ Unterstützung, Beistand, Fürsorge
かります 【かりる2】 かりま￢す sich ausleihen
こくさいでんわ（します）（【～する
3】）

こくさいで￢んわ Auslandstelefongespräch

こちら こちら￣ hier, hierhin
こちらこそ こちらこ￢そ Ganz meinserseits.
コピー（します）（【～する3】） コ￢ピー Kopie
コピーき コピ￢ーき Kopierer
これ これ￣ dies hier
こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す kaputtgehen
コンピューター コンピュ￢ーター Computer
じぶん じぶん￣ selbst
じむ じ￢む Büro
しゃちょう しゃちょう￣ Firmendirektor/in
スタッフ スタ￢ッフ Angestellte

それじゃあ／それでは
それじゃ￢あ／それで￢
は

Also dann/ Na dann

ちゅう／～ちゅう （～中） ～ちゅう￣ während ~, bei~ ス

つたえます 【つたえる2】 つたえま￢す ausrichten, weitersagen
パソコン パソコン￣ Computer, PC
ひしょ ひ￢しょ Sekräter/in
ファックス ファ￢ックス Fax
プリントアウト（します）（【～する
3】）

プリントア￢ウト Ausdruck

ぺらぺら（な） ぺらぺら￣ fließend
ペン ペ￢ン Stift
みおくり みおくり￣ "Wegwinken" , Begleitung bei d. Abreise
みなさん みな￢さん meine Damen und Herren
よろしく よろしく￣ Sehr erfreut! Seien Sie so freundlich!
らいげつ (来月） ら￢いげつ nächsten Monat
あげます 【あげる2】 あげま￢す hochheben, -stellen
あし あし￢ Fuß, Bein
あたま あたま￢ Kopf
あまり あまり￣ nicht so
いき い￢き Atem
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いそがしい いそがし￢い beschäftigt sein, viel zu tun haben ス

いたい いた￢い schmerzen, wehtun
う ――― au ス

うえ うえ￣、うえ￢ oben ス

うで うで￢ Arm
おおきく（おおきい） 大きく（大きい） お￢おきく、おおき￢く groß
おふろ（ふろ） おふ￢ろ Bad
おわり おわり￣ Ende ス

かお かお￣ Gesicht
かた か￢た Schulter
からだ からだ￣ Körper
きゅうに（きゅうな） きゅうに￣（きゅうな￣） plötzlich
ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう￣ Milch
くすり くすり￣ Medikament
くち (口） くち￣ Mund
くび くび￣ Nacken, Hals
けんこう けんこう￣ Gesundheit
こうやって こうやって￢ so machend
こし こし￣ Hüfte
ごはん ご￢はん Mahlzeit
こんど こ￢んど demnächst ス

さいきん さいきん￣ in letzter Zeit ス

さいご さいご Ende, Schluss ス

しんこきゅう しんこ￢きゅう tiefer Atemzug ス

すいます 【すう1】 すいま￢す inhalieren,rauchen
ストレス スト￢レス Stress ス

せなか せなか￣ Rücken
たいそう（します）（【～する3】） たいそう￣ Gymnastik
たかく（たかい） た￢かく hoch
て て￢ Hand
ねます【ねる2】 ねま￢す sich hinlegen, (ein)schlafen
のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す trinken, schlucken
は は￢ Zahn
はいります 【はいる1】 はいりま￢す hineingehen
はきます 【はく1】 はきま￢す ausatmen
はな はな￢ Nase
はやく（はやい） は￢やく schnell
まげます 【まげる2】 まげま￢す biegen
まわします 【まわす1】 まわしま￢す kreisen
みみ みみ￢ Ohr
むね むね￢ Brust
むり（します）（【～する3】） む￢り unmöglich
め め￢ Auge
やります 【やる1】 やりま￢す machen ス

ゆっくり ゆっく￢り langsam
あさごはん あさご￢はん Frühstück
あなた あな￢た Sie/ Du
あるきます 【あるく1】 あるきま￢す zu Fuß gehen

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

Umfrage

いえ いえ￢ Haus ス

ウォーキング ウォ￢ーキング Walking
エアロビクス エアロビ￢クス Aerobic
およぎます 【およぐ1】 およぎま￢す schwimmen
キロ／～キロ ～￢キロ ~km (Kilometer)
グループ グル￢ープ Gruppe
けんこうてき（な） けんこうてき￣ gesund
こたえ こた￢え Antwort
こたえます 【こたえる2】 こたえま￢す antworten
しつもん しつもん￣ Frage
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ジム ジ￢ム Fitnesscenter
しゅうまつ しゅうまつ￣ Wochenende
ジョギング（します）（【～する3】） ジョギング￣ Jogging
スポーツ スポ￢ーツ Sport
たばこ たばこ￣ Zigarette
つぎ つぎ￢ nächste/r/s

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

wie lange

トレーニング（します）（【～する3】） トレ￢ーニング Training
なにか な￢にか irgendwas
なにも なにも￣ nichts
はしります 【はしる1】 はしりま￢す laufen. Rennen
プール プ￢ール Pool, Schwimmbecken ス

まいあさ ま￢いあさ jeden Morgen
やさい やさい￣ Gemüse
ヨガ ヨ￢ガ Yoga
リラックス（します）（【～する3】） リラ￢ックス relaxen ス

あかちゃん あ￢かちゃん Baby
あげます 【あげる2】 あげま￢す geben
あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す sich amüsieren
いろ いろ￢ Farbe ス

うまれます 【うまれる2】 うまれま￢す geboren werden ス

おいわい（いわい） おいわい￣ Feier, Fest; Gratulation
おなじ おなじ￣ gleich ス

おもちゃ おも￢ちゃ Spielzeug
かざります 【かざる1】 かざりま￢す schmücken
かばん かばん￣ Tasche
かれ か￢れ er; Freund, Partner
き き￣ Charakter, Wille, Bewusstsein, Gefühl, Geist ス

きに いります きに いりま￢す mögen ス

きます 【きる2】 きま￢す anziehen
クリスマス クリス￢マス Weihnachten
けっこん（します）（【～する3】） けっこん￣ Hochzeit
コーヒーカップ コーヒーカ￢ップ Kaffetasse
シャツ シャ￢ツ Hemd
しゅうしょく（します）（【～する3】） しゅうしょく￣ Anstellung finden
しゅっさん（します）（【～する3】） しゅっさん￣ Geburt
じょうず（な） じょうず￢ gut können ス

すてき（な） すてき￣ hübsch, reizend
セーター セ￢ーター Pullover
そつぎょう（します）（【～する3】） そつぎょう￣ Abschluss (einer Bildungseinrichtung)
たとえば たと￢えば zum Beispiel
たんじょうび たんじょう日 たんじょ￢うび Geburtstag
とけい とけい￣ Uhr
にあいます 【にあう1】 にあいま￢す stehen
にゅうがく（します）（【～する3】） にゅうがく￣ Einschulung, Eintritt in die Uni
ネクタイ ネ￢クタイ Krawatte
ネックレス ネ￢ックレス Halskette
バレンタイン・デー バレンタイ￢ン・デー Valentinstag
ひ （日） ひ￢、ひ￣ Tag
ふふふ ――― hihihi ス

プレゼント プレ￢ゼント Geschenk
へや へや￢ Zimmer
ボーイフレンド ボーイフレ￢ンド Boyfriend
まあ ま￢あ nun; Oh, Ach; Äh! ス

やさしい やさしい￣、やさし￢い lieb, nett ス

あけます 【あける2】 あけま￢す öffnen
いつまでも い￢つまでも bis in alle Zeit
うれしい うれし￢い sich freuen, froh sein
おめでとう おめでとう￣ Herzlichen Glückwunsch
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おもいます 【おもう1】 おもいま￢す glauben, meinen, denken
カード カ￢ード Glückwunschkarte
かてい かてい￣ Familie
きっと きっと￣ sicherlich, bestimmt
クラス ク￢ラス Klasse
ごけっこん（けっこん） ごけっこん￣ Hochzeit
これからも これからも￢ weiterhin
しあわせ（な） しあわせ￣ glücklich
たいせつ（な） たいせつ￣ wichtig
たいせつに します たいせつに しま￢す Ich werde es in Ehren halten.
パーティー パ￢ーティー Party
ひっこし（します）（【～する3】） ひっこし￣ Umzug
ひつよう（な） ひつよう￣ nötig sein
みんな みんな￢ alle
よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す sich freuen
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