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『まるごと　日本のことばと文化』初級1（A2）＜りかい＞

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
あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す zu Fuß gehen
いい い￢い gut
いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ nein, nicht doch, nicht der Rede Wert
いきます 【いく1】 行きます いきま￢す gehen
いっしょに いっしょに￣ zusammen
いま 今 い￢ま jetzt
います（～が／は） 【いる2】 いま￢す existieren, anwesend sein
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 （家） うち￣ Haus
えいご 英語 えいご￣ Englisch
ええ ――― Ja
オーストラリア オーストラ￢リア Australien
オーストラリアじん オーストラリア人 オーストラリア￢じん Australier/in
おかあさん お母さん 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
おじいちゃん おじ￢いちゃん Opa
おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す unterrichten, beibringen
おしごと（しごと） お仕事(仕事) おし￢ごと Arbeit, Ihre Arbeit
おっと おっと￣ Ehemann
おとうさん お父さん 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
おとこ 男 おとこ￢ Mann, männlich
おとこのこ 男の子 おとこ￢のこ Mann 
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
おばあちゃん おば￢あちゃん Großmutter, alte Frau
おんな 女 おんな￢ Frau, weiblich
おんなのひと 女の人 おんなのひと￢ Frau 
かいご か￢いご Pflege, Krankenpflege
かいしゃ 会社 かいしゃ￣ Firma
かいしゃいん かいしゃ￢いん Angestellter
かぞく か￢ぞく Familie
がっこう 学校 がっこう￣ Schule
かようび／か 火よう日／火 かよ￢うび Dienstag
きます 【くる3】 来ます きま￢す kommen
きょうだい きょ￢うだい Geschwister
くにたち 国立 くにたち￣ Kunitachi (Stadt in der Präfektur Tokyo)
くるま 車 くるま￣ Wagen, Auto
くん／～くん ――― Herr ~, Suffix z. Anrede hpts. f. junge Männer
ご／～ご ～語 ～ご￣ ~isch; Endung für Sprachen
ごしゅじん ごしゅ￢じん Ihr Ehemann
こども 子ども こども￣ Kind
この この￣ diese/r/s N
これ これ￣ dies hier
コンサルタント コンサ￢ルタント Consultant, Berater

Marugoto: Japanese Language and Culture
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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

コンピューター コンピュ￢ーター Computer
さい／～さい ～￢さい ~Jahre alt
さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Sato (Nachname)
さん／～さん ――― Herr/Frau ~
じ ～時 ～￢じ ~Uhr
じかん 時間 じかん￣ Zeit
しごと 仕事 しごと￣ Arbeit

じてんしゃ
じてんしゃ￣、
じて￢んしゃ

Fahrrad

しながわ 品川 しながわ￣ Shinagawa (Stadtteil von Tokyo)
します 【する3】 しま￢す machen
じゃあ じゃ￢あ Na dann, also
しゅふ しゅ￢ふ Hausfrau
じん／～じん ～人 ～￢じん ~er, Suffix für die Nationalität
しんせき しんせき￣ Verwandte
すいようび／すい 水よう日／水 すいよ￢うび Mittwoch
すみます 【すむ1】 すみま￢す wohnen
そう そ￢う so
そふ そ￢ふ Großvater
そぼ そ￢ぼ Großmutter
だいたい だいたい￣ ungefähr, grob ス

たくさん たくさん￣ viel
たのしい 楽しい たのし￢い lustig; Spaß machen
だれ だ￢れ wer
ちかい ちか￢い nah
ちち 父 ち￢ち、ちち￢ eigener Vater
つま つ￢ま eigene Ehefrau
でも で￢も aber (als Satzeinleitung)
でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ Zug
どう ど￢う wie
とうきょう 東京 とうきょう￣ Tokyo
どうやって ど￢うやって wie, auf welche Arte und Weise
どこ ど￢こ wo
ところ ところ￢ Ort

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

wie lange

ともだち 友だち ともだち￣ Freund, Freundin
なに／なん 何 な￢に／な￢ん was
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 f. Menschen)
バス バ￢ス Bus
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 母 は￢は eigene Mutter
ひと 人 ひと￣、～ひと￢ Mensch
びょういん びょういん￣ Krankenhaus, Arztpraxis
ひろしま 広島 ひろしま￣ Hiroshima
ふたり ２人／二人 ふたり￢ die beiden
ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん ~Minuten; Zählsuffix für Minuten
べんきょう（します）(【する3】） 勉強（します） べんきょう￣ lernen, studieren
べんり（な） べ￢んり praktisch
まいしゅう 毎週 まいしゅう￣ jede Woche
まいにち 毎日 ま￢いにち jeden Tag
まご まご￢ Enkel
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
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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

むすめさん むすめさん￣ Tochter von jemand anderem
メール メール￣ Email
もくようび／もく 木よう日／木 もくよ￢うび Donnerstag
ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん Yuko, weibl. Vorname
よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ Yoshida, Nachname
らいしゅう 来週 らいしゅう￣ nächste Woche
らいねん 来年 らいねん￣ nächstes Jahr
りょう／りょうくん りょ￢う／りょ￢うくん Ryo (Vorname)
りょうしん りょ￢うしん Eltern
わたし 私 わたし￣ ich
わたしたち 私たち わたし￢たち wir
あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す sich amüsieren
あつめます 【あつめる2】 あつめま￢す sammeln
アニメ アニメ￣、ア￢ニメ Anime
あまり あまり￣ nicht so 
アルバイト アルバ￢イト Job
いそがしい いそがし￢い beschäftigt sein, viel zu tun haben
いちばん いちばん￣ Nr.1, am ~sten
いろいろ（な） いろいろ￣ verschiedene
インターネット インターネ￢ット Internet
うた うた￢ Lied
うたいます 【うたう1】 うたいま￢す singen
うれしい うれし￢い sich freuen, froh sein
うんどう うんどう￣ Sport, Training
え 絵 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
おきます 【おきる2】 起きます おきま￢す aufstehen 
おさけ（さけ） お酒(酒） おさけ￣ Sake, Alkohol
おどります 【おどる1】 おどりま￢す tanzen
オペラ オ￢ペラ Oper
おんがく 音楽 お￢んがく Musik
がいこく 外国 がいこく￣ Ausland
がいこくご 外国語 がいこくご￣ Fremdsprache
かいます 【かう1】 買います かいま￢す kaufen
かいもの 買い物 かいもの￣ Einkaufen
かえります 【かえる2】 かえりま￢す nach Hause gehen, zurückkehren
かきます 【かく1】 書きます かきま￢す schreiben
かきます 【かく1】 かきま￢す malen
がくせい 学生 がくせい￣ Student
カレー カレー￣ Curry
ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す hören, zuhören
きって きって￣ Briefmarke
ぎゅうどん ぎゅうどん￣ Reisgericht mit Rindfleisch
クッキー ク￢ッキー Kuchen, Torte ス

くに 国 くに￣、～くに￢ Land

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

Klassik (Musik)

コイン コ￢イン Münze
こうえん こうえん￣ Park
サッカー サ￢ッカー Fußball
ざんぎょう ざんぎょう￣ Überstunde
さんぽ（します）(【する3】） さんぽ￣ Spaziergang
しあい しあい￣ Wettkampf, Spiel 
ジェイポップ／Jポップ ジェイポ￢ップ japanische Popmusik
しゃしん 写真 しゃしん￣ Foto
しゅみ しゅ￢み Hobby
しょうぎ しょうぎ￣ Shogi (jap. Brettspiel)
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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

すき（な） 好き すき￢ mögen
スペイン スペ￢イン Spanien
スペインご スペイン語 スペインご￣ Spanisch (Sprache)
スポーツ スポ￢ーツ Sport
そと 外 そ￢と draußen
その その￣ diese/r/s N
それから それから￣ danach, dann
たいへん（な） たいへん￣ furchtbar, anstrengend

たなか／たなかさん 田中／田中さん
たなか￣／
たなかさん￣

Tanaka (Nachname)

たべます【たべる2】 食べます たべま￢す essen  
ちゅうごく 中国 ちゅ￢うごく China
ちゅうごくご 中国語 ちゅうごくご￣ Chinesisch (als Sprache)
ちゅうごくじん 中国人 ちゅうごく￢じん Chinese
つくります 【つくる1】 作ります つくりま￢す herstellen
できます 【できる2】 できま￢す können
とき （時） とき￢ Zeit; als (wenn)
ときどき ときどき￢ ab und zu, manchmal
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
ドライブ ドラ￢イブ Autofahrt, Ausflug mit Auto
とります（しゃしんを） 【とる1】 とりま￢す fotografieren
どんな ど￢んな was für ein
なか 中 な￢か drinnen
にんぎょう にんぎょう￣ Puppe
ねます 【ねる2】 ねま￢す sich hinlegen, (ein)schlafen
のだ／のださん (野田／野田さん) のだ￣／のださん￣ Noda (Nachname)
のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す trinken, schlucken
はい は￢い Ja
バッハ バ￢ッハ Bach (Personenname)
はな 花 はな￢ Blume
びじゅつかん びじゅつ￢かん Kunstmuseum
ひとり １人／一人 ひと￢り ein Mensch
ひま（な） ひま￣ frei haben, nichts zu tun haben
ホール ホ￢ール Halle, Saal
ほか ほか￣ ansonsten, anderes
ホラー ホ￢ラー Horror
ほん 本 ほ￢ん Buch
みます 【みる2】 見ます みま￢す sehen
モネ モ￢ネ Monet
やきそば やきそば￣ Yakisoba, gebrat. Nudeln
やきゅう やきゅう￣ Baseball
ゆっくりします 【する3】 ゆっく￢りします sich ausruhen
よく よ￢く oft
よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す lesen
りょうり 料理 りょ￢うり Kochen
りょこう（します）(【する3】） 旅行 りょこう￣ Reise
れい れ￢い Beispiel
わかい わか￢い jung
あいます 【あう1】 会います あいま￢す treffen
あかい 赤い あかい￣、あか￢い rot

あかり／あかりさん
あかり￣／
あかりさん￣

Akari (Vorname)

あき 秋 あ￢き Herbst
あたたかい あたたか￢い angenehm warm
あつい あつ￢い heiß
あの あの￣ dies dort
あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Nachname: Abe
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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

ありがとう あり￢がとう Vielen Dank
あります 【ある1】 ありま￢す stattfinden

いちねんじゅう
一年じゅう（一年
中）

いちねんじゅう￣ das ganze Jahr lang

いつ い￢つ wann
いつごろ いつごろ￣ ungefähr wann
いつも い￢つも immer
インドネシア インドネ￢シア Indonesien
うみ 海 う￢み Meer
おいしい おいしい￣、おいし￢い lecker
がつ／～がつ ～月 ――― Suffix für die Monate
かわ 川 かわ￢ Fluß
きせつ き￢せつ Jahreszeit
きれい（な） き￢れい schön
くだもの くだ￢もの Früchte
げんき（な） 元気 げ￢んき gesund, munter
けんめい 件名 けんめい￣ Betreff(zeile)
ことし 今年 ことし￣ dieses Jahr
ごろ／～ごろ ～ご￢ろ gegen~
さかなつり 魚つり さかな￢つり Angeln
さきます 【さく1】 さきま￢す blühen
さくら さくら￣ Kirschbaum
さむい さむ￢い kalt
ジーンズ ジ￢ーンズ Jeans
しずか（な） し￢ずか ruhig

ジャケット
ジャケット￣、
ジャ￢ケット

Jacket

しょうがつ しょうがつ￢ Neujahr
スキー スキ￢ー Schi
すずしい すずし￢い angenehm kühl
セーター セ￢ーター Pullover
そして そして￣ Und dann (Sastzeinleitung)
だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ in Ordnung, OK
たのしみ 楽しみ たのし￢み Vorfreude
だんだん だんだん￣ Stück für Stück
つきみ （月見） つきみ￣ Mondschau
ティーシャツ Ｔシャツ ティーシャツ￣ Tshirt
てんき 天気 て￢んき Wetter
どうして ど￢うして warum
とても とても￢ sehr
どの ど￢の welche/s/r ~
ながい なが￢い lang

なかがわ／なかがわさん (中川／中川さん)
なか￢がわ／
なか￢がわさん

Nakagawa (Nachname)

なつ 夏 なつ￢ Sommer
なつやすみ 夏休み なつや￢すみ Sommerferien
なります（～に／～く）【なる1】 なりま￢す werden
にがて（な） にがて￣ nicht mögen, liegt einem nicht
にぎやか（な） にぎ￢やか belebt
にゅうがくしき にゅうがく￢しき Einschulungsfeier
ねこ ね￢こ Katze
ねんせい ～年生 ～ね￢んせい Schüler/ Student im ~Jahr
パーティー パ￢ーティー Party
はなび （花火） は￢なび Feuerwerk
はなみ 花見 はなみ￢ Blütenschau
はる 春 は￢る Frühling
ひまわり ひま￢わり Sonnenblume
ひる 昼 ひる￢ Mittag
ふく ふく￢ Kleidung
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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

ぶどう ぶどう￣ Trauben
ふゆ 冬 ふゆ￢ Winter
みかん み￢かん Mandarine
メルボルン メルボ￢ルン Melbourne
もみじ も￢みじ Herbstlaub
やすみ 休み やすみ￢ Ferien, Urlaub, Pause
やま 山 やま￢ Berg
やまだ／やまださん (山田／山田さん) やまだ￣／やまださん￣ Yamada (Nachname)
ゆかた ゆかた￣ Yukata, Baumwollkimono
よっつ ４つ／四つ よっつ￢ vier
よる 夜 よ￢る Abend
らいげつ 来月 ら￢いげつ nächsten Monat
ああ ――― Ah!
あおい 青い あお￢い blau
あさ 朝 あ￢さ Morgen
あした あした￢ morgen
あめ 雨 あ￢め Regen

いちにちじゅう
一日じゅう（一日
中）

いちにちじゅう￣ den ganzen Tag

いぬ いぬ￢ Hund
えはがき えは￢がき Ansischtskarte
おおい 多い お￢おい viel
おおさか 大阪 おおさか￣ Osaka

おがわ／おがわさん
（小川／小川さ
ん）

おがわ￣／
おがわさん￣

Ogawa (Nachname)

おでかけ （お出かけ） おでかけ￣ Ausgehen
おてら（てら） おてら￣ Tempel
おもしろい おもしろ￢い interessant
かぜ 風 かぜ￣ Wind
かなざわ 金沢 か￢なざわ Kanazawa
きおん きおん￣ Temperatur
きのう きの￢う、きのう￣ gestern
きょう 今日 きょ￢う heute
きょうと 京都 きょ￢うと Kyoto
きょねん 去年 きょ￢ねん letztes Jahr
きんようび／きん 金よう日／金 きんよ￢うび Freitag
くも 雲 く￢も Wolke
くもり くもり￢ bewölkt
くもります 【くもる1】 くもりま￢す sich bewölken
ごご 午後 ご￢ご Nachmittag
ごぜん 午前 ご￢ぜん Vormittag
ごぜんちゅう （午前中） ごぜんちゅう￣ vormittags
こっち こっち￢ hier, hierher
こどもたち 子どもたち こども￢たち Kinder
ごはん ご￢はん Mahlzeit
こんしゅう 今週 こんしゅう￣ diese Woche
こんにちは こんにちは￢ Guten Tag, Hallo

さかい／さかいさん
さ￢かい／
さ￢かいさん

Sakai (Nachname)

さっぽろ 札幌 さっぽろ￣ Sapporo
じゅうよっか 十四日 じゅ￢うよっか der 14. (des Monats)
しんかんせん しんか￢んせん Shinkansen (Expresszug)
すごい すご￢い toll
ぜんぜん ぜんぜん￣ überhaupt nicht
せんだい 仙台 せ￢んだい Sendai
そっち そっち￢ dort, dorthin
そら 空 そ￢ら Himmel
たいふう たいふ￢う Taifun
たぶん た￢ぶん wahrscheinlich
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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

ちょっと ちょ￢っと ein bißchen
つき （月） つき￢ Mond
つもります 【つもる1】 つもりま￢す liegenbleiben (Schnee)
つよい つよ￢い stark
てがみ てがみ￣ Brief
でます 【でる2】 出ます でま￢す hinausgehen
どようび／ど 土よう日／土 どよ￢うび／ど￢ Samstag
にち／～にち ～日 ――― Suffix für das Datum
にちようび／にち 日よう日／日 にちよ￢うび Sonntag
はくぶつかん はくぶつ￢かん Museum 
はれ 晴れ はれ￢ schönes Wetter
はれます 【はれる2】 晴れます はれま￢す sich aufklaren
ひづけ ひづけ￣ Datum
ひるごろ 昼ごろ ひるご￢ろ gegen Mittag
ふきます 【ふく1】 ふきま￢す wehen
ふくおか 福岡 ふく￢おか Fukuoka
ふります 【ふる1】 ふりま￢す fallen (Regen/ Schnee)
ほし ほし￣ Stern
まち 町 まち￢ Stadt, Ort
メートル／～メートル ～メ￢ートル ~Meter
もしもし も￢しもし Hallo (am Telefon)
やみます 【やむ1】 やみま￢す aufhören (Regen/ Schnee)
ゆき 雪 ゆき￢ Schnee
ゆきだるま 雪だるま ゆきだ￢るま Schneemann
ゆっくり ゆっく￢り langsam, ohne Eile
よく よ￢く gut
ロンドン ロ￢ンドン London
あかるい あかるい￣、あかる￢い hell
あたらしい 新しい あたらし￢い neu
あたり あ￢たり Gegend
あぶない あぶない￣、あぶな￢い gefährlich
あめよこ （アメ横） あめよこ￣ Ameyoko (Einkaufsstraße in Ueno)
うえの 上野 うえの￣ Ueno
うえのえき 上野駅 うえの￢えき Bahnhof Ueno ス

うえのこうえん 上野こうえん うえのこ￢うえん Ueno-Park
え ――― ja
えき 駅 え￢き Bahnhof
おおきい 大きい おおき￢い groß
おだいば （お台場） おだいば￣ Odaiba (in Tokyo) ス

おとな （大人） おとな￣ Erwachsener

かつしかしばまた （葛飾柴又） かつ￢しかしばまた
Katsushika (Bezirk in Tokyo) Shibamata
(Ortsteil)

ス

カメラ カ￢メラ Kamera
かわいい かわい￢い niedlich
きた 北 きた￣ Norden
きちじょうじ 吉祥寺 きちじょうじ￣ Kichijouji
きもち （気持ち） きもち￣ Gefühl

きもち（が）　いい
（気持ち（が） い
い）

きもちが い￢い Das ist sehr angenehm.

くらい くらい￣、くら￢い dunkel
コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ Cafe
ここ ここ￣ hier
しょくじ 食事 しょくじ￣ Essen (als Aktivität)
しります 【しる1】 しりま￢す wissen
しんじゅく 新宿 しんじゅく￣ Shinjuku
すくない 少ない すくな￢い wenig
ぜひ ぜ￢ひ unbedingt
たかい 高い たか￢い hoch; teuer
たかい 高い たか￢い hoch
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たべもの 食べ物 たべ￢もの Lebensmittel
ちいさい 小さい ちいさ￢い klein
デパート デパ￢ート Kaufhaus
テレビ テ￢レビ Fernsehen
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
とおり 通り とおり￢ Straße
とらさん とら￢さん Tora-san (bekannte Filmfigur)
にし 西 にし￣ Westen
にんき 人気 にんき￣ Beliebtheit
はらじゅく 原宿 はらじゅく￣ Harajuku ス

ビル ビ￢ル Gebäude
ひろい 広い ひろ￢い weitläufig, geräumig
ファッション ファ￢ッション Mode
ふじさん (富士山） ふ￢じさん der Berg Fuji
ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ zwei
ふべん（な） ふ￢べん unpraktisch
ふるい 古い ふる￢い alt (nur f. Dinge)
ホーム ホ￢ーム Home ス

ホテル ホ￢テル Hotel
まあ ま￢あ nun; Oh, Ach; Äh! ス

まちあるき 町歩き まちあ￢るき Stadtspaziergang
みせ 店 みせ￢ Laden, Geschäft
みんな みんな￢ alle
やきとり やきとり￣ Yakitori, gebrat. Hühnerspieße
やすい 安い やす￢い billig, günstig
ゆうえんち ゆうえ￢んち Vergnügungspark
ゆうめい（な） ゆうめい￣ berühmt
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
あそこ あそこ￣ dort hinten
あれ あれ￣ das dort
おります 【おりる2】 おりま￢す aussteigen
かど か￢ど Ecke
きたぐち 北口 きたぐち￣ Nordeingang
ぎんこう ぎんこう￣ Bank
くつ くつ￢ Schuh
くろい 黒い くろ￢い schwarz
こうさてん こうさてん￣ Kreuzung
しろい 白い しろ￢い weiß
しんごう しんごう￣ Ampel
すぐ す￢ぐ sofort, direkt
すてき（な） すてき￣ hübsch, reizend
すみません すみませ￢ん Entschuldigung/ Danke
タクシー タ￢クシー Taxi
たてもの たて￢もの Gebäude
タワー タ￢ワー Turm
ちかく ち￢かく、ちか￢く Nähe
どうも ど￢うも danke
としょかん としょ￢かん Bibliothek
ななえ／ななえさん ななえ￣／ななえさん￣ Nanae (weibl. Vorname)
なまえ なまえ￣ Name
にほんてき（な） 日本てき にほんてき￣ typisch/traditionell japanisch
のります 【のる1】 乗ります のりま￢す einsteigen
はし／～ばし はし￢ Essstäbchen
ひだり 左 ひだり￣ links
ひとつ １つ／一つ ひと￢つ eins

ひとつめ
１つ(目)／一つ
(目)

ひとつめ￢ der/die/das erste
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ふたつめ
２つ(目)／二つ
(目)

ふたつめ￢ der/die/das zweite

まえ 前 ま￢え vor; vorne
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 右 みぎ￣ rechts
みち 道 みち￣ Weg, Straße
よかったら よ￢かったら wenn Sie möchten,...
りっぱ（な） りっぱ￣ prachtvoll
わたります 【わたる1】 わたりま￢す überqueren
あ ――― Oh!
あと 後 あ￢と nach, später
あのう ――― (Ausdruck, wenn man jemanden anspricht)
いいます 【いう1】 言います いいま￢す sagen
いりぐち （入り口） いりぐち￣ Eingang
ううん ――― nein, na ja
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 （気） き￣ Charakter, Wille, Bewusstsein, Gefühl, Geist
きを つけます （気を　つけます） きを つけま￢す aufpassen, vorsichtig sein
コンサート コ￢ンサート Konzert
じかん ～時間 ～じ￢かん ~Stunden
じこ じ￢こ Unfall
じゅうたい じゅうたい￣ Stau
スーツ ス￢ーツ Anzug ７ス

スカート スカ￢ート Rock ７ス

すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ Suszuki (nachname)
ちこく ちこく￣ Verspätung
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】 （着きます） つきま￢す ankommen
でかけます 【でかける2】 出かけます でかけま￢す ausgehen
とまります 【とまる1】 止まります とまりま￢す anhalten
なにも 何も なにも￣ nichts
ばしょ 場所 ばしょ￣ Ort
はやい はや￢い schnell/früh
はやく（はやい） は￢やく schnell
はん／～はん ～半 ～は￢ん halb ~
ひ 日 ひ￢、ひ￣ Tag
ブログ ブログ￣ Blog
ほんや 本や ほ￢んや Buchladen
また また￢ wieder
まちあわせ 待ちあわせ 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】 待ちます まちま￢す warten
まよいます 【まよう1】 まよいま￢す sich verlaufen
れんらく（します）(【する3】） れんらく￣ Benachrichtigung
ロビー ロ￢ビー Lobby 
あさごはん 朝ごはん あさご￢はん Frühstück
いざかや いざかや￣ japanische Kneipe
イルカ いるか￣ Delfin
おすし（すし） おす￢し Sushi
おすすめ おすすめ￣ Empfehlung
おねがいします お願いします おねがいしま￢す bitte
おみやげ（みやげ） おみやげ￣ Mitbringsel
カラオケ カラオケ￣ Karaoke
かわい／かわいさん かわい￣／かわいさん￣ Kawai (Nachname)
かんこうちず かんこうち￢ず Karte mit Sehenswürdigkeiten
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かんこうバス かんこうバ￢ス Touristenbus
こんばん こ￢んばん heute Abend
さかな 魚 さかな￣ Fisch
しゅうまつ 週末 しゅうまつ￣ Wochenende
ショー ショ￢ー Show
すいぞくかん すいぞく￢かん Aquarium
すし す￢し、すし￢ Sushi
ちず ち￢ず Karte, Stadtplaln
てんぷら てんぷら￣ Tenpura
どうぶつ どうぶつ￣ Tier
どこか ど￢こか irgendwo ス

ばんごはん ばんご￢はん Abendessen
ひるごはん 昼ごはん ひるご￢はん Mittagessen
へえ ――― (Ausdruck des Erstaunens/ beindruckt sein)
ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう Hokkaido
まだ ま￢だ noch
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
もの 物 もの￢ Ding, Gegensatand, Sache
やけい やけい￣ Nachtpanorama
やさん／～やさん ――― ~restaurant, Chef eines ~restaurants
やたい や￢たい Imbissstand
よてい よてい￣ Plan
ラーメン ラ￢ーメン Ramen
ライトアップ ライトア￢ップ angestrahlt
れきし れきし￣ Geschichte (historisch)
いちど いちど￢ einmal
いままでに 今までに いまま￢でに bis jetzt
いみ い￢み Bedeutung
おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す informieren, sagen
おねがい（ねがい） お願い(願い） おねがい￣ Bitte
おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す sich merken, behalten
かします 【かす1】 かしま￢す verleihen
カタカナ カタカ￢ナ Katakana
かんじ 漢字 かんじ￣ Kanji
かんたん（な） かんたん￣ einfach
クラス ク￢ラス Klasse
こうこう 高校 こうこう￣ Oberschule (9.-12.Klasse)
こたえ こた￢え Antwort
さつ／＝さつ ――― Zählsuffix für Bücher, Zeitschriften
じしょ じ￢しょ Wörterbuch
しつもん しつもん￣ Frage
しゅくだい しゅくだい￣ Hausaufgabe
しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう Grundschule (1.-6. Klasse)
すこし 少し すこ￢し ein bißchen, etwas
スピーチ スピ￢ーチ Rede
せつめい（します）(【する3】） せつめい￣ Erklärung
せんせい 先生 せんせ￢い Lehrer
だいがく 大学 だいがく￣ Universität
だいがくいん だいがく￢いん Master/ Doktorprogramm
たんご たんご￣ Vokabel
チェック（します）(【する3】） チェ￢ック Check, Überprüfung

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

ちゃわん （茶わん） ちゃわん￣ Reisschale
ちゅうがっこう 中学校 ちゅうが￢っこう Mittelschule (7.-9. Klasse)
つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す benutzen
テスト テ￢スト Test
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てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す helfen
ドイツ ド￢イツ Deutschland
ドイツご ドイツ語 ドイツご￣ Deutsch (als Sprache)
にます 【にる2】 にま￢す ähnlich sein, sich ähneln
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 フランス語 フランスご￣ Französisch (als Sprache)
ぶんか 文化 ぶ￢んか Kultur
ぶんぽう ぶんぽう￣ Grammatik
ほんとうに ほんとうに￣ wirklich 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
やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ Yagi (Nachname)
よろしく よろしく￣ sehr erfreut; seien Sie so freundlich!
れんしゅう（します）(【する3】） れんしゅう￣ Übung
アメリカ アメリカ￣ USA
イギリス イギリス￣ Großbritannien/ England
いけばな いけ￢ばな Ikebana
イタリア イタリア￣ Italien
いつか い￢つか irgendwann
イベント イベント￣ Event, Veranstaltung
インド イ￢ンド Indien
おばけやしき おばけや￢しき Geisterbahn
かい／～かい ～回 ――― ~mal
ガイド ガ￢イド Guide, Touristenführer
かげつ／～かげつ ～か月 ～か￢げつ ~Monate lang
かつどう かつどう￣ Aktivität
かわりに かわりに￣ anstelle von
かんこうきゃく かんこ￢うきゃく Tourist
かんこく （韓国） か￢んこく Korea

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す
sich anstrengen,
Mühe geben

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
くの／くのさん くの￣／くのさん￣ Kuno (Nachname)
コスプレ コスプレ￣ Cosplay
サイト サイト￣ Website
ジャパン・エキスポ ジャパン・エ￢キスポ Japan Expo ス

しゅう 週 しゅ￢う Woche
しゅうかん／～しゅうかん ～週間 ～しゅ￢うかん ~Wochen lang
しゅっちょう（します）(【する3】） 出張 しゅっちょう￣ Dienstreise
しょうせつ しょうせつ￣ Roman
しょうらい しょ￢うらい Zukunft
センター セ￢ンター Center
ダンス ダ￢ンス Tanz
つうやく つ￢うやく Dolmetschen
つき 月 つき￢ Monat
ドラマ ド￢ラマ Fernsehserie
どれ ど￢れ welche/s/r
ならいます 【ならう1】 ならいま￢す lernen
にほんぶんか 日本文化 にほんぶ￢んか Japanische Kultur
ねん 年 ね￢ん Jahr
ねん／～ねん ～年 ――― ~Jahr
フィリピン フィ￢リピン Philipinen
ブラジル ブラジル￣ Brasilien
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ブラジルじん ブラジル人 ブラジル￢じん Brsilianer/in
フラメンコ フラメ￢ンコ Flamenco
ベトナム ベトナム￣ Vietnam
ポルトガル ポルトガル￣ Portugal
ポルトガルご ポルトガル語 ポルトガルご￣ Portugiesisch (als Sprache)
ほんやく（します）(【する3】） ほんやく￣ Übersetzung

まいとし／まいねん 毎年
まいとし￣／
まいねん￣

jedes Jahr

マレーシア マレ￢ーシア Malaysia
マンガ マンガ￣ Manga
まんざい まんざ￢い Manzai, jap. Theaterkunst
りゅうがく（します）(【する3】） 留学 りゅうがく￣ Auslandsstudium
りゅうがくせい 留学生 りゅうがく￢せい Austauschstudent
ロシア ロ￢シア Russland
ロシアご ロシア語 ロシアご￣ Russich (als Sprache)
ロシアじん ロシア人 ロシア￢じん Russe/ Russin
あか 赤 あ￢か Rot
あげます 【あげる2】 あげま￢す geben
いくつ い￢くつ wie viele?
いちご いちご￣ Erdbeere
えん／～えん ～円 ――― Zählsuffix für Yen
おかね（かね） お金(金） おかね￣ Geld
おさら（さら） おさら￣ Teller
おちゃ（ちゃ） お茶(茶) おちゃ￣ grüner Tee
おなか おなか￣ Bauch
おにぎり おに￢ぎり Onigiri, gefülltes Reisbällchen
おはし（はし） おは￢し Essstäbchen
おべんとう（べんとう） おべんとう￣ Obento, Lunchpaket
きやま／きやまさん (木山／木山さん) き￢やま／き￢やまさん Kiyama (Nachname)
ください くださ￢い bitte
ケーキ ケ￢ーキ Kuchen, Torte
こ／～こ ～￢こ Zählsuffix für "Stück"
コップ コップ￣ Glas

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Saito (Nachname)

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
した 下 した￣、した￢ unten
じぶん 自分 じぶん￣ selbst
ジュース ジュ￢ース Saft
しろ 白 し￢ろ Weiß
スープ ス￢ープ Suppe
すきます 【すく1】 すきま￢す leer werden
スプーン スプ￢ーン Löffel
そうだん（します）(【する3】） そうだん￣ Beratschlagen
チョコレート チョコレ￢ート Schokolade
テーブル テーブル￣ Tisch
どうぞ ど￢うぞ bitte
どちら ど￢ちら welches (von zwei)
どっち ど￢っち welches (von zwei)
ナイフ ナ￢イフ Messer
にほんしゅ （日本酒） にほんしゅ￣ Sake
のみもの 飲み物 のみ￢もの Getränke
バーベキュー バーベ￢キュー Grillen
はし は￢し Brücke
バナナ バ￢ナナ Banane
パン パ￢ン Brot
ビール ビ￢ール Bier

11

12/18 ©2018 The Japan Foundation



 2021/10/1

か ことば かんじ アクセント ドイツご スクリプト

ひがし 東 ひがし￣ Osten
ピクニック ピ￢クニック Picknik
フォーク フォ￢ーク Gabel
へんじ へんじ￢ Antwort
ポテトチップス ポテトチ￢ップス Kartoffelchips
みっつ ３つ／三つ みっつ￢ 3 Stück
みなさん みな￢さん alle, meine Damen und Herren
もちます 【もつ1】 持ちます もちま￢す halten
もっていきます 【もっていく1】 持っていきます もっていきま￢す mitbringen
もってきます 【もってくる3】 持ってきます もってきま￢す mitbringen
ようび よう日 ようび￣ Wochentag
りんご りんご￣ Apfel
ワイン ワ￢イン Wein
あいます 【あう1】 あいま￢す passen
あじ 味 あじ￣ Geschmack
あまい あまい￣、あま￢い süß
イクラ いくら￣ Lachskaviar
いただきます いただきま￢す "Ich bekomme", Floskel vor dem Essen
いっぱい（おなかが～） いっぱい￣ voll sein, satt sein
いろ 色 いろ￢ Farbe
うめぼし うめぼし￣ Umeboshi, eingelegte Pflaume
えび えび￣ Garnele
おとこのひと 男の人 おとこのひと￢ Mann
オレンジ オレ￢ンジ Orange
からい から￢い scharf
キムチ キ￢ムチ Kimchi
キャビア キャ￢ビア Kaviar
きゅうり きゅ￢うり Gurke
きらい（な） きらい￣ nicht mögen, hassen
クイズ ク￢イズ Quiz
ざんねん（な） ざんね￢ん leider, schade
しょっぱい しょっぱ￢い salzig
しんせん（な） しんせん￣ frisch
すっぱい すっぱ￢い sauer
せかい せ￢かい Welt
それ それ￣ das da
たまご 卵 たま￢ご Ei
チーズ チ￢ーズ Käse
チリ チ￢リ Chili
つけもの つけもの￣ Tsukemono, eingelegtes Gemüse
ツナ ツ￢ナ Thunfisch
つめたい つめたい￣、つめた￢い kalt
トマト ト￢マト Tomate
はいります 【はいる1】 入ります はいりま￢す hineingehen
ヒント ヒ￢ント Hinweis
ふうん ――― Hm!, Puh! (Ausdruck des Verstehens)
まずい まず￢い schlecht schmecken
やさい 野菜 やさい￣ Gemüse
よこ よこ￣ Seite, neben
レタス レ￢タス Salat
レモン レ￢モン Zitrone
わあ ――― Oh! (Ausdruck der Freude)
あいさつ あ￢いさつ Begrüßung
アラビアご アラビア語 アラビアご￣ Arabisch ス

いきさき 行先 いきさき￣ Ziel, Bestimmungsort

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

Ishikawa (Nachname)

いや ――― nun, ja ス

うえの／うえのさん う￢えの／う￢えのさん Ueno (Nachname)
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エアコン エアコン￣ Klimaanlage
おくります 【おくる1】 送ります おくりま￢す bringen
オフィス オ￢フィス Büro
おゆ（ゆ） おゆ￣ heißes Wasser
かいぎ 会議 か￢いぎ Konferenz
がいこくじん 外国人 がいこく￢じん Ausländer ス

カナダ カ￢ナダ Kanada ス

きてん 起点 きてん￣ Ausgangspunkt
くうこう 空港 くうこう￣ Flughafen
けいゆち 経由地 けいゆ￢ち Transitort
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
こわい こわ￢い furchteinflößend; Angst haben
こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す kapttgehen
さま／～さま ～様 ――― Herr~, Frau~ (höfl. f. さん)
ししゃ 支社 し￢しゃ Zweigstelle
シドニー シ￢ドニー Sydney
シャワー シャ￢ワー Dusche
しゅっぱつ 出発 しゅっぱつ￣ Abfahrt, Aufbruch
しゅっぱつびん 出発便 しゅっぱつびん￣ abgehender Flug
じょうだん じょうだ￢ん Witz

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)

すぎます／～すぎます 【すぎる2】 ～すぎま￢す zu vie~

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

"Schedule", Zeiplan

せんしゅう 先週 せんしゅう￣ letzte Woche
たんとう（します）(【する3】） たんとう￣ Zuständigkeit
ちゅう （～中） ～ちゅう￣ während ~, bei~ ス

ていこく 定刻 ていこく￣ festgesetzte Uhrzeit
でんき 電気 で￢んき Strom, Licht
でんわ（します）(【する3】） 電話 でんわ￣ Telefon
とうちゃく 到着 とうちゃく￣ Ankunft
とうちゃくびん 到着便 とうちゃくびん￣ ankommende Flug
ドライバー ドライバー￣ Fahrer

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

Nakamura (Nachname)

にもつ に￢もつ Gepäck
ぬるい ぬる￢い lauwarm
ねだん ねだん￣ Preis
ねむい ねむい￣、ねむ￢い müde
はあ ――― ja, in der Tat ス

ばんごう 番号 ばんご￢う Nummer
ひこうき ひこ￢うき Flugzeug
ひさしぶり ひさしぶり￣ seit langer Zeit
びんめい 便名 びんめい￣ Flugbezeichnung
フライト フライト￣ Flug
へや へや￢ Zimmer
ほんしゃ 本社 ほ￢んしゃ Hauptbüro
マドリード マドリ￢ード Madrid
むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す abholen
モーターズ モ￢ーターズ Motors
もらいます 【もらう1】 もらいま￢す bekommen
ようこそ よ￢うこそ Willkommen
あけます 【あける2】 あけま￢す öffnen
うけつけ うけつけ￣ Empfang, Rezeption
かります 【かりる2】 借ります かりま￢す verleihen
キャビネット キャ￢ビネット Aktenschrank
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けします 【けす1】 けしま￢す löschen
ゲスト ゲ￢スト Gast
コース コ￢ース Kurs
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
じむ じ￢む Büro
しめます 【しめる2】 しめま￢す schließen
しゃちょう しゃちょう￣ Firmenchef
しょうかい（します）(【する3】） しょうかい￣ vorstellen (sich/ jemanden)
じょうず（な） （上手） じょうず￢ gut können
スタッフ スタ￢ッフ Angestellte
ずっと ずっと￣ die ganze Zeit
すわります 【すわる1】 すわりま￢す sich hinsetzen
そんな そんな￣ so etwas
つけます 【つける2】 つけま￢す anschalten
ドア ド￢ア Tür
はじめます 【はじめる2】 はじめま￢す anfangen
パソコン パソコン￣ Computer, PC
パンフレット パ￢ンフレット Broschüre
ひしょ ひ￢しょ Sekretär
ファイル ファ￢イル Ordner
ファックス ファ￢ックス Fax
ペン ペ￢ン Stift
まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ es geht, so lala ス

まだまだ ま￢だまだ noch lange nicht
まど ま￢ど Fenster
メッセージ メ￢ッセージ Nachricht
メモ メ￢モ Notiz
あげます 【あげる2】 あげま￢す geben
あし 足 あし￢ Fuß, Bein
あたま 頭 あたま￢ Kopf
アドバイザー アドバ￢イザー Ratgeber
アドバイス ア￢ドバイス Ratschlag
いたい いた￢い schmerzhaft, schmerzen
いやあ ――― Tja… ス

うえ 上 うえ￣、うえ￢ oben
うで うで￢ Arm
エレベーター エレベ￢ーター Fahrstuhl
おします 【おす1】 おしま￢す drücken, pressen
おなじ おなじ￣ gleich
おふろ（ふろ） おふ￢ろ Bad
およぎます 【およぐ1】 泳ぎます およぎま￢す schwimmen
かい／～かい ～かい￣ Etage
かいだん かいだん￣ Treppe
かお かお￣ Gesicht
かた か￢た Schulter
からだ 体 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 ス

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
けんこうだいいち 健康第一 けんこうだ￢いいち Gesundheit an erster Stelle!
こう こ￢う so
こし こし￣ Hüfte
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さいきん さいきん￣ in letzter Zeit

さかもと／さかもとさん
さかもと￣／
さかもとさん￣

Sakamoto (Nachname)

しっかり しっか￢り gründlich, ernsthaft ス

ジム ジ￢ム Fitnesscenter
ストレス スト￢レス Stress
せいかつ せいかつ￣ Leben, Alltag
せなか せなか￣ Rücken
たいそう（します）(【する3】） たいそう￣ Gymnastik
たちます 【たつ1】 たちま￢す sich hinstellen
だめ（な） だめ￢ zwecklos, unmöglich ス

つかれ つかれ￢ Erschöpfung ス

ツボ ツボ￣ Druckpunkt
て 手 て￢ Hand
できるだけ できるだけ￣ möglichst
トレーニング トレ￢ーニング Trainig
とれます（つかれが） 【とれる2】 とれま￢す (Erschöpfung) abbauen ス

なにか 何か な￢にか irgendwas
にく 肉 にく￢ Fleisch

ねられます／ねられません
ねられま￢す／
ねられませ￢ん

nicht (ein) schlafen können

は は￢ Zahn
はしります 【はしる1】 走ります はしりま￢す laufen. Rennen
はな はな￢ Nase
ブルーベリー ブルーベ￢リー Blaubeere
マッサージ（します）(【する3】） マッサ￢ージ Massage
まわします 【まわす1】 まわしま￢す kreisen
みみ 耳 みみ￢ Ohr
むね むね￢ Brust
むり（します）(【する3】） む￢り unmöglich
め 目 め￢ Auge

やすだ／やすださん (安田／安田さん) やすだ￣／やすださん￣ Yasuda (Nachname)

やります 【やる1】 やりま￢す machen
リラックス（します）(【する3】） リラ￢ックス relaxen ス

わるい わる￢い schlecht
あなた あな￢た Du, Sie
いちにち １日／一日 いちにち￢、いちにち￣ ein Tag
いんしょく 飲食 いんしょく￣ Essen und Trinken
エアロビクス エアロビ￢クス Aerobic
ええと／ええっと ――― nun, ja, äh...
ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す fragen
キャッチボール（します） キャッチボ￢ール Ball-Zuwerfen (Übung f. Baseball)
キロ（メートル）／～キロ（メートル） ～￢キロ ~km (Kilometer)
グラフ グラフ￣、グ￢ラフ Diagramm
けいたいでんわ 携帯電話 けいたいで￢んわ Handy
ジョギング ジョギング￣ Jogging
すいます 【すう1】 すいま￢す inhalieren,rauchen
ストレッチ ストレ￢ッチ Stretchen
スポーツクラブ スポーツク￢ラブ Sportclub/ Fitnessclub
たばこ たばこ￣ Zigarette
とおく とおく￢ Ferne
トレーナー トレーナー￣ Trainer
はじめて はじ￢めて zum ersten Mal
バドミントン（します）(【する3】） バドミ￢ントン Badminton
プール プ￢ール Pool, Schwimmbecken
ほん／～ほん／ぼん／ぽん （～本） ――― ~Stück (lange dünne Gegenstände)
まい 毎～ ――― ~flache Gegenstände (Zählsuffix)
まいあさ 毎朝 ま￢いあさ jeden Morgen
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まいばん ま￢いばん jeden Abend
マシン マシ￢ン Fitnessgerät 
ヨガ ヨ￢ガ Yoga
ラウンジ ラウンジ￣ Lounge
あお 青 あ￢お Blau
あかちゃん （赤ちゃん） あ￢かちゃん Baby
おいわい（いわい） お祝い(祝い) おいわい￣ Feier, Fest; Gratulation
おこさん お子さん おこさん￣ Kind (eines anderen)
おもいで （思い出） おもいで￣ Erinnerung
おもちゃ おも￢ちゃ Spielzeug
かざります 【かざる1】 かざりま￢す schmücken
カップ カ￢ップ Tasse
かばん かばん￣ Tasche
かるい かるい￣、かる￢い leicht
きます 【きる2】 着ます きま￢す anziehen
きもの （着物） きもの￣ Kimono
キャンプ キャ￢ンプ Campen
クリスマス クリス￢マス Weihnachten
ゲーム ゲ￢ーム Computerspiel
けっこん（します）(【する3】） 結婚 けっこん￣ Hochzeit
コーヒーカップ コーヒーカ￢ップ Kaffeetasse
ことば ことば￢ Wort, Sprache
しゃしんたて 写真たて しゃしん￢たて Fotorahmen
シャツ シャ￢ツ Hemd
しゅうかん しゅうかん￣ Brauch
しゅうしょく しゅうしょく￣ Anstellung finden
しゅっさん しゅっさん￣ Geburt
だいすき（な） （大好き（な）） だ￢いすき lieben, sehr mögen
たとえば たと￢えば zum Beispiel
たんじょうび 誕生日 たんじょ￢うび Geburtstag
とけい 時計 とけい￣ Uhr
ネクタイ ネ￢クタイ Krawatte
ネックレス ネ￢ックレス Halskette
バッグ バ￢ッグ Tasche, Handtasche
バレンタイン・デー バレンタイ￢ン・デー Valentinstag
プレゼント（します）(【する3】） プレ￢ゼント Geschenk (machen)
ペア ペ￢ア Paar
ほしい ほし￢い haben wollen
めいしいれ （めいし入れ） めいし￢いれ Visitenkartenetui
いえ 家 いえ￢ Haus
うまれます 【うまれる2】 （生まれます） うまれま￢す geboren werden
おしゃれ（な） おしゃ￢れ schick ス

おめでとう おめでとう￣ Herzlichen Glückwunsch
おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す glauben, denken, meinen
カード カ￢ード Glückwunschkarte
かっこいい かっこい￢い cool ス

かれ か￢れ er; Freund, Partner
きっと きっと￣ sicherlich, bestimmt
きに いります （気に　いります） きに いりま￢す mögen
きります 【きる1】 きりま￢す schneiden ス

ごけっこん（けっこん） ご結婚(結婚) ごけっこん￣ Hochzeit
ごしゅっさん（しゅっさん） ごしゅっさん￣ Geburt
こん 今～ ――― diesen ～ (Vorsilbe)
こんげつ 今月 こんげつ￣ dieser Monat
しあわせ（な） しあわせ￣ glücklich
します（～に） 【する3】 しま￢す sich entscheiden
せん 先～ ――― letzte (Vorsilbe)
せんげつ 先月 せ￢んげつ letzter Monat
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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.
では で￢は also dann
ひっこし（します）(【する3】） ひっこし￣ Umzug
ほら ほ￢ら Hör mal, Schau mal ス

ほんとう ほんとう￣ wirklich ス

まいつき 毎月 まいつき￣ jeden Monat
みっか ３日／三日 みっか￣ der 3. (eines Monats)
メキシコ メキシコ￣ Mexiko
ゆびわ ゆびわ￣ Ring
よやく よやく￣ Reservierung
よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す sich freuen
らい 来～ ――― nachsten, kommenden (Vorsilbe)
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