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『まるごと　日本のことばと文化』初級2（A2）＜かつどう＞

ごいインデックス　Vokabelindex （五十音順　Japanische alphabetische Reihenfolge）

ことば ： 1・2・3 ＝どうしの グループ かんじ ： （　　　）＝この 本では かな書き

ことば かんじ アクセント ドイツご か

あ ――― Oh! 4

ああ ――― ja; ah! 9

あいさつ あ￢いさつ Begrüßung 9

あいます 【あう1】 会います あいま￢す treffen 9

アイロン アイロン￣ Bügeleisen 11

あかい 赤い あかい￣、あか￢い rot 2

あかちゃん (赤ちゃん) あ￢かちゃん Baby 16

あかるい あかるい￣、あかる￢い hell 1

あき 秋 あ￢き Herbst 13ス

あきこ／あきこさん あ￢きこ／あ￢きこさん Akiko (Vorname) 1

あきます 【あく1】 あきま￢す öffnen 15

あきます 【あきる2】 あきま￢す überdrüssig werden 16

あきまつり 秋まつり あきま￢つり Herbstfest 10

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

Accessoire, Schmuck 6ス

あげます 【あげる2】 (上げます) あげま￢す geben 9

あげます 【あげる2】 (上げます) あげま￢す hochheben, -stellen 15

あさ 朝 あ￢さ Morgen 7

あさって あさ￢って Übermorgen 8ス

あさの／あさのさん あさの￣／あさのさん￣ Asano (Nachname) 1

あじ 味 あじ￣ Geschmack 3

あした あした￢ morgen 7

あそこ あそこ￣ dort 2

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す spielen, sich amüsieren 9

あたたかい あたたか￢い warm 3

あたま 頭 あたま￢ Kopf 2

あたまが いい 頭が いい あたま￢が い￢い schlau, intelligent 2

あたらしい 新しい あたらし￢い neu 1

あたり あ￢たり Gegend 13

あちら あちら￣ dort, dorthin 8ス

あちらこちら あちらこ￢ちら hier und dort, überall 9ス

あつい あつ￢い heiß 4

あつい あつ￢い heiß (Wetter) 5

あつまります 【あつまる1】 あつまりま￢す sich versammeln 7

あと 後 あ￢と später, danach 3

アドバイス ア￢ドバイス Ratschlag ("Advice") 4

あなた あな￢た Sie, Du 2ス

あに あ￢に großer Bruder (eigener) 18ス

アニメ ア￢ニメ、アニメ￣ Anime 1

あね あね￣ große Schwester(eigene) 2

あの あの￣ dies dort 2

あの ころ あの こ￢ろ damals 18ス

あの／あのう ――― ehm... 3

あはは ――― Haha, Lachen 2ス

あびます 【あびる2】 あびま￢す duschen 15ス

あぶら あぶら￣ Öl, Fett 15

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Nachname: Abe 16

あまい あまい￣、あま￢い süß 4

あまえます 【あまえる2】 あまえま￢す
sich verwöhnen lassen,
einschmeicheln

18

あまり あまり￣ (nicht) so sehr 6

あめ 雨 あ￢め Regen 7

あめ あめ￣ Bonbon 10

アメリカ アメリカ￣ USA 1

Marugoto: Japanese Language and Culture
Elementary2 (A2) KATSUDO

あ

か ： ことばを はじめて 見る か　　ス ： スクリプトだけの ことば
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ことば かんじ アクセント ドイツご か

ありがとう あり￢がとう Vielen Dank 6

あります 【ある1】 ありま￢す sein, da sein 3

あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す zu Fuß gehen 13ス

あれ あれ￣ das dort 10ス

アレルギー アレ￢ルギー Allergie 3

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

Umfrage 6

あんない(します) (【する3】) あんな￢い
Führung; Information, Auskunft（zeigen, fü
hren）

7

いい い￢い gut 1

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ nein 2

いいます 【いう1】 言います いいま￢す sagen 18

いえ 家 いえ￢ Haus 9

いえじゅう (家中) いえじゅう￣ im ganzen Haus 9ス

いかが いか￢が Wie? 6

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す gehen 1

いきもの (生き物) いき￢もの Lebewesen 6ス

いし いし￢ Stein 13

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

Ishikawa (Nachname) 1

いじょう い￢じょう mehr als ~ 13

いす いす￣ Stuhl 7

いそがしい いそがし￢い beschäftigt, viel zu tun 8

いただきます いただきま￢す "Ich bekomme", Floskel vor dem Essen 4

イタリア イタリア￣ Italien 17

いちにちじゅう 一日中 いちにちじゅう￣ den ganzen Tag lang 6

いちねんじゅう 一年中 いちねんじゅう￣ das ganze Jahr hindurch 5ス

いちばん いちばん￣ beste, meiste 3

いちばん いち￢ばん Nr. 1 18

いちろう／いちろうさん
いちろう￣／
いちろうさん￣

Ichiroo (Vorname) 1

いつ い￢つ wann 10

いつか い￢つか irgendwann 1

いつか ５日／五日 いつか￣ der 5. (eines Monats) 10

いつごろ いつごろ￣ ungefähr wann 14

いっしょに いっしょに￣ zusammen 2

いっぽん　＜じゅうどう＞ い￢っぽん ein langer Gengenstand 18ス

いつも い￢つも immer 3

いぬ いぬ￢ Hund 18

いのります 【いのる1】 いのりま￢す beten, bitten 10

イベント イベント￣ Event, Veranstaltung 7

いま 今 い￢ま jetzt 7

いまから 今から い￢まから von jetzt an 17ス

います 【いる2】 いま￢す existieren, anwesend sein 9

いままで 今まで いまま￢で bis jetzt, bisher 17

いみ い￢み Bedeutung 1

いもうと いもうと￢ eigene jüngere Schwester 9

いもうとさん いもうとさん￣ jüngere Schwester 9ス

いやあ ――― Tja… 6ス

いらっしゃいませ いらっしゃいま￢せ willkommen, kommen Sie herein 3

いりぐち (入り口) いりぐち￣ Eingang 8ス

いります 【いる1】 いりま￢す benötigen 16

イルカ いるか￣ Delfin 6

いれます 【いれる2】 (入れます) いれま￢す hineintun 4

いろ 色 いろ￢ Farbe 4

いろいろ(な) いろいろ￣ verschiedene 3

いわいます 【いわう1】 （祝います） いわいま￢す feiern 10

いんしょく 飲食 いんしょく￣ Essen und Trinken 8

インターネット インターネ￢ット Internet 11ス

インド イ￢ンド Indien 1

い
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ことば かんじ アクセント ドイツご か

ウーロンちゃ ウーロン茶 ウーロ￢ンちゃ Oolongtee 3

ううん／うーん ――― nein/ mmh 12

うえ 上 うえ￣、うえ￢ oben, auf 1ス

うけつけ 受付 うけつけ￣ Empfang 7

うごきます 【うごく1】 うごきま￢す sich bewegen 11

うしろ (後ろ) うしろ￣ hinten, hinter 8

うた うた￢ Lied 14

うたいます 【うたう1】 うたいま￢す singen 10

うち (家) うち￣ Haus, zu Hause 9

うちわ うち￢わ Fächer 8

うつくしい うつくし￢い schön 5

うふふ ――― hihihi (lachen) 1ス

うまれます 【うまれる2】 (生まれます) うまれま￢す geboren werden, auf die Welt kommen 1

うみ 海 う￢み Meer 5

うみべのカフカ 海辺のカフカ うみべのカ￢フカ "Kafka am Strand" Romantitel 17ス

うります 【うる1】 うりま￢す verkaufen 16

うれしい うれし￢い glücklich, sich freuen 18

うん ――― ja 4ス

え 絵 え￢ Bild 13

え／えっ ――― ja 1ス

エアコン エアコン￣ Klimaanlage 11

えいが えいが￣、え￢いが Film 1

えいよう えいよう￣ Nährstoffe 3

ええ ――― ja 6

ええと／えっと／ええっと ――― nun, ja, äh... 1ス

エキスポ／EXPO エキスポ￣ Expo 17

エキスポ ななじゅう おおさか／
EXPO'70 おおさか

EXPO'70 大阪
エキスポ なな￢じゅう お
おさか￣

Expo 1970 in Osaka 17

エコ エ￢コ Öko 15

エコかつどう エコか￢つどう Ökobewegung 15

エコバッグ エコバ￢ッグ "Ökotasche" 15

エネルギー エネ￢ルギ― Energie 12

えび えび￣ Garnele 3

えん ／～えん ～円 ――― Yen 3

えんりょ(します) (【する3】) (遠慮(します)) えんりょ￣ Zurückhaltung, Bescheidenheit 8

おいしい おいしい￣、おいし￢い lecker 3

オイルショック オイルショ￢ック Ölschock 18

おお ――― Oh! 14ス

おおい 多い お￢おい viel 5

おおきい 大きい おおき￢い groß 12

おおきさ 大きさ おおきさ￣ Größe 12

おおきな 大きな お￢おきな groß 3ス

おおきに おお⌐き￢に vielen Dank (Kansai-Dialekt) 13ス

おおさか 大阪 おおさか￣ Osaka 13

おおそうじ 大そうじ おおそ￢うじ Großputz 9

おおみそか おおみ￢そか Silvester 9

おかあさん お母さん おか￢あさん Mutter (Anrede/ v.j.anderem) 9

おかし(かし) おか￢し Süßigkeit, Knabberei 6

おかしやさん おかしやさん￣ Süßigkeitenladen 13ス

おかもとたろう 岡本太郎 おかもとた￢ろう Okamoto Taro (Künstler) 17

おがわ／おがわさん 小川／小川さん
おがわ￣／
おがわさん￣

Ogawa (Nachname) 13

おきなわ 沖縄 おきなわ￣ Okinawa 5

おきなわガラス 沖縄ガラス おきなわガ￢ラス Okinawaglas 6

おきます 【おく1】 おきます おきま￢す hinstellen 13

おきます 【おきる2】 起きます おきま￢す aufstehen 18

おきゃくさま お客さま
おきゃくさ￢ま、
おきゃくさま￣

Gast, Kunde 6

おくさん お￢くさん Ehefrau (v.j.anderem) 2

う

え

お
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ことば かんじ アクセント ドイツご か

おくります 【おくる2】 送ります おくりま￢す schicken, bringen 13

おこさん お子さん おこさん￣ Kind (v.j.anderem) 2

おさかな(さかな) お魚(魚) おさかな￣ Fisch 3

おさけ(さけ) お酒(酒) おさけ￣ Sake, Alkohol 3

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す unterrichten, beibringen 7

おしごと(しごと) お仕事(仕事) おし￢ごと Arbeit, Ihre Arbeit 1ス

おしゃれ(な) おしゃ￢れ schick 12ス

おしゃれします 【おしゃれする3】 おしゃ￢れします sich chic machen 18

おしょうがつ(しょうがつ) お正月(正月)
おしょうがつ￢、
おしょうがつ￣

Neujahr 9

おしろ(しろ) おしろ￣ Schloß, Burg 13ス

おすすめ おすすめ￣ Empfehlung 3

おせち(りょうり) おせち(料理)
おせ￢ち(おせちりょ￢う
り)

Neujahrsessen 9

おせわ(せわ) お世話(世話) おせ￢わ Hilfe, Beistand, Unterstützung 9

おそい おそい￣、おそ￢い spät 18

おちゃ お茶 おちゃ￣ jap. Tee 13

おっと おっと￣ Ehemann 13ス

おてら(てら) おてら￣ Tempel (buddhistisch) 13

おと 音 おと￢ Ton, Geräusch, Klang 11

おとうさん お父さん おと￢うさん Vater (Anrede/ v.j. Anderem) 9

おとうと おとうと￢ jüngerer Bruder (eigener) 16

おとこのこ 男の子 おとこ￢のこ Junge 10

おとこのひと 男の人 おとこのひと￢ Mann 2

おとしだま おとしだま￣ Geldgeschenk zu Neujahr 9

おとします 【おとす1】 おとしま￢す fallen lassen 11

おとなしい おとなし￢い brav, ruhig 18ス

おともだち(ともだち) お友だち(友だち) おともだち￣ Freund 2ス

おどり おどり￣ Tanz 6

おどります 【おどる1】 おどりま￢す tanzen 10

おなか おなか￣ Bauch 4

おなじ おなじ￣ gleich 1

おに おに￢ Teufel 10

おにわ(にわ) おにわ￣ Garten 13ス

おねえさん おね￢えさん große Schwester(v.j. anderem) 2

おねがい (お願い) おねがい￣ Bitte 8

おねがいします／いたします
お願いします／
いたします

おねがいしま￢す／いた
しま￢す

bitte 1

おのみもの(のみもの)
お飲み物(飲み
物)

おのみ￢もの Getränke 3

おはか(はか) おはか￣ Grab 14

おはな お花 おはな￣ Blume 13

おはよう おはよう￣ Guten Morgen! 13ス

オプショナルプラン オプショナルプ￢ラン optionale Tour 6

おべんとう(べんとう) おべんとう￣ Obento 7

おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す sich merken 17

おみやげ(みやげ) おみやげ￣ Mitbringsel, Souvenir 13ス

おめでたい(めでたい)
おめでたい￣、
おめでた￢い

beglückwunschenswert, freudig 13

おめでとう おめでとう￣ Herzlichen Glückwunsch 9

おもい おもい￣、おも￢い schwer 12

おもいで (思い出) おもいで￣ Erinnerung 6

おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す denken, glauben, meinen 5

おもさ おもさ￣ Gewicht 12

おもしろい おもしろ￢い interessant 2

おもちゃ おも￢ちゃ Spielzeug 16ス

おや おや￢ Eltern 9

およぎます 【およぐ1】 泳ぎます およぎま￢す schwimmen 6

おりもの おりもの￣ Weben 14

おりょうり(りょうり) お料理(料理) おりょ￢うり Kochen 3
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ことば かんじ アクセント ドイツご か

オリンピック オリンピ￢ック Olympische Spiele 17

オレンジ オレ￢ンジ Orange 3

オレンジジュース オレンジジュ￢ース Orangensaft 3

おわり おわり￣ Ende 13

おわりごろ おわりご￢ろ gegen Ende 13

おわります 【おわる1】 おわりま￢す enden 7

おんがく 音楽 お￢んがく Musik 6

おんがくか (音楽家) おんがくか￣ Musiker 17

おんがくプレーヤー 音楽プレーヤー おんがくプレ￢ーヤー Musikplayer (MP3 etc.) 11

おんど お￢んど Temperatur 15

おんなのこ 女の子 おんな￢のこ Mädchen 2

おんなのひと 女の人 おんなのひと￢ Frau 2

か／～か (～家) ～か￣ ~er, Suffix für Berufe 17

カード カ￢ード Karte 7

かい か￢い Muschel 3

かい ～回 ――― ~mal 5ス

かいがい (海外) か￢いがい Ausland, Übersee 13

かいぎ か￢いぎ Konferenz 15

かいぎしつ かいぎ￢しつ Konferenzraum 15

がいこく 外国 がいこく￣ Ausland 17

がいこくじん 外国人 がいこく￢じん Ausländer 13

かいしゃ 会社 かいしゃ￣ Firma 1

かいじょう 会場 かいじょう￣ Veranstaltungsort 7

ガイド ガ￢イド Touristenführer 6

かいます 【かう1】 買います かいま￢す kaufen 1

かいめ／～かいめ ～回目 ～かいめ￢ ~te mal 13

かいもの(します) (【する3】) 買い物(します) かいもの￣ Einkaufen, Einkäufe 2

カウンター カウンター￣ Theke 3

かえります 【かえる1】 かえりま￢す nach Hause gehen, zurückgehen 5

がか がか￣ Maler 17

かがく か￢がく Wissenschaft, Naturwissenschaft 17

かがくしゃ かがく￢しゃ Wissenschaftler 17

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す schreiben 6

かきます 【かく1】 かきま￢す malen, zeichnen 7

がくせい 学生 がくせい￣ Student 17

かけはし かけ￢はし Verbindung, Brücke 17

かけます（めがねを） 【かける2】 かけま￢す aufsetzen (Brille) 2

かけます（しょうゆを） 【かける2】 かけま￢す drauftun, hinzugeben 4

かさ か￢さ Schirm 16

かざり かざり￣ Schmuck, Dekoration 10

かざりつけ かざりつけ￣ Dekoration 9

かざります 【かざる1】 かざりま￢す schmücken, dekorieren 9

かします 【かす1】 かしま￢す verleihen 17ス

かぜ 風 かぜ￣ Wind 14

かぞく か￢ぞく Familie 1

かた かた￢ Schulter 2

かた(たべかた)／～かた ――― Arte und Weise (Essweise) 4

カタカナ カタカ￢ナ Katakana 18

かたづけ かたづけ￣ Aufräumen 7

かたな かたな￢ Katana, jap. Schwert 14

がつ／～がつ ～月 ――― Endung für Kalendermonate 1

かっこいい かっこい￢い cool, gut aussehend 2

がっこう 学校 がっこう￣ Schule 1

かつどう かつどう￣ Aktivität 15

かつやく(します) (【する3】) かつやく aktiv sein 17

かどう 華道 か￢どう jap. Kunst des Blumensteckens 13

かとう／かとうさん か￢とう／か￢とうさん Katoo (Nachname) 1

かなしい かなしい￣、かなし￢い traurig 18

か

5/21 ©2018 The Japan Foundation



 2018/6/14

ことば かんじ アクセント ドイツご か

かに かに￣ Krabbe 3

かになべ かになべ￣ Krabbentopf (Eintopfgericht) 3

カフェ カ￢フェ Cafe (Ort) 13ス

かぶります 【かぶる1】 かぶりま￢す auf den Kopf setzen, aufziehen 2

がまん が￢まん Aushalten 4

かみ かみ￢ Haar 2

かみ かみ￢ Papier 15

かみさま か￢みさま Gott 14

かみなり (雷) かみな￢り Gewitter, Donner 14

カメラ カ￢メラ Kamera 7

カラー カ￢ラー Farbe, farb- 12

からい から￢い scharf 4

カラオケ カラオケ￣ Karaoke 8

カラオケコンテスト カラオケコ￢ンテスト Karaokewettbewerb 8

ガラス ガラス￣ Glas 6

からだ 体 からだ￣ Körper 3

からだに いい 体に いい からだに い￢い gut für den Körper, gesund 3

かります 【かりる2】 借ります かりま￢す sich ausleihen 5

かるい かるい￣、かる￢い leicht 12

かるた か￢るた Karuta, jap. Kartenspiel 9

かれ か￢れ er; Boyfriend 2ス

かわ 川 かわ￢ Fluß 6

かわい／かわいさん
かわい￣／
かわいさん￣

Kawai (Nachname) 11

かわいい かわい￢い niedlich 2

かわきます 【かわく1】 かわきま￢す trocknen 4

かわります 【かわる1】 かわりま￢す sich ändern 4

カン カ￢ン Dose 15

かんがえ かんが￢え Gedanke, Idee 15ス

かんきょう かんきょう￣ Umwelt 15

かんこう かんこう￣ Tourismus 5

かんこうシーズン かんこうシ￢ーズン Tourismussaison 5

かんこく (韓国) か￢んこく Korea 18

かんこくご (韓国語) かんこくご￣ Koreanisch (Sprache) 18

がんじつ 元日 がんじつ￣ Neujahrstag 9

かんしゃ(します) (【する3】) か￢んしゃ dankbar sein 10

かんたん(な) かんたん￣ einfach 12

がんたん 元旦 がんたん￣ Neujahrstag 9

かんとく かんとく￣ Regisseur 17

かんぱい(します) (【する3】) かんぱい￣ anstossen, Trinkspruch ausbringen 4

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す sich anstrengen, Mühe geben 17

き 気 き￣ Charakter, Wille, Bewusstsein, Gefühl, Geist 11

きに いります 気に いります きに いりま￢す mögen 12

きに します 気に します きに しま￢す sich etw. zu Herzen nehmen 11

きを つけます 気を つけます きを つけま￢す aufpassen, vorsichtig sein 15

き (木) き￢ Holz 13

き(そうじき)／～き ――― ~gerät (Staubsauger) 11

きいろい きいろい￣、きいろ￢い gelb 2ス

ぎおん 祇園 ぎおん￣ Gion (Stadtteil von Kyoto) 13

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す hören, zuhören 6

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す fragen 7

きこく(します) (【する3】) きこく￣
R ü ckkehr ins Heimatland （ ins Heimatland
zurückkehren）

17

きせつ き￢せつ Jahreszeit 3

きぞく き￢ぞく Adel 13

きつえん 喫煙 きつえん￣ Rauchen 3

きつえんせき 喫煙席 きつえ￢んせき Raucherplätze 3

きっかけ きっかけ￣ Anlass 17

きのう 機能 き￢のう Funktion 12

き
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きびしい きびし￢い streng 2

きます 【きる2】 着ます きま￢す anzeihen (Kleidung "von oben") 2

きます 【くる3】 来ます きま￢す kommen 3

きもち (気持ち) きもち￣ Gefühl 13

きもち(が) いい (気持ち(が) いい) きもち(が) い￢い Das ist sehr angenehm. 13

きもの (着物) きもの￣ Kimono 10

きゃく (客) きゃく￣ Gast, Kunde 3ス

キャプテン キャ￢プテン Captain (eines Sportteams) 18

ぎゅうにく 牛肉 ぎゅうにく￣ Rindfleisch 3

きゅうねんちゅう 旧年中 きゅうねんちゅう￣ im vergangenen Jahr 9

きょう 今日 きょ￢う heute 6

きょういく きょういく￣ Erziehung 17

きょういくしゃ きょういく￢しゃ Erzieher 17

きょうことば 京ことば きょうこ￢とば Kyotodialekt 13

ぎょうじ (行事) ぎょうじ￢、ぎょ￢うじ Fest, Ereignis, Veranstaltung 10

きょうしつ きょうしつ￣ Klassenraum 7

きょうだい きょ￢うだい Geschwister 1

きょうと 京都 きょ￢うと Kyoto 13

きょうみ きょ￢うみ Interesse 1ス

きょうみが あります(～に) きょ￢うみが ありま￢す Interesse haben, sich interessieren 1ス

きょうみを もちます(～に)
きょうみを 持ちま
す(～に)

きょ￢うみを もちま￢す Interesse haben 18ス

きょうりょく(します) (【する3】) 協力(します) きょうりょく￣ Kooperation 6

きょねん 去年 きょ￢ねん letztes Jahr 13

きよみずでら 清水寺 きよみずでら￣ Kiyomizu-Tempel (in Kyoto) 13

きよみずの ぶたい 清水の ぶたい きよみずの ぶ￢たい Plattform des Kiyomizu-Tempels 13

きれい(な) き￢れい schön, sauber 2

キロ／～きろ ～￢キロ ~kg 13

きん 金 き￢ん Gold 13

きん (きんようび) 金 き￢ん Fr (Freitag) 8

きんえん 禁煙 きんえん￣ Rauchverbor 3

きんえんせき 禁煙席 きんえ￢んせき Nichtraucherplätze 3

きんかくじ／きんかく 金閣寺／金閣
き￢んかくじ／
き￢んかく

Kinkaku\Kinkaku-Tempel (in Kyoto) 13

きんし 禁止 きんし￣ Verbot 14

きんじょ き￢んじょ Nachbarschaft 16

きんメダル 金メダル きんメ￢ダル Goldmedaille 17

くうき (空気) く￢うき Luft 15

くうこう 空港 くうこう￣ Flughafen 5

くだもの くだ￢もの Obst 16

くつ くつ￢ Schuh 16

クッション ク￢ッション Polster, Kissen 16

くに 国 くに￣、～くに￢ Land 1

くの／くのさん くの￣／くのさん￣ Kuno (Nachname) 1

クラス ク￢ラス Klasse 1

くらべます 【くらべる2】 くらべま￢す vergleichen 11

グリーンカーテン グリーンカ￢ーテン "grüner Vorhang", Fassadenbegrünung 15

くるま 車 くるま￣ Auto, Wagen 3

グレー グレ￢ー grau 12

クレジットカード クレジットカ￢ード Kreditkarte 11

くろさわあきら 黒澤明 くろさわあ￢きら Kurosawa Akira 17

くろやなぎてつこ 黒柳徹子 くろや￢なぎて￢つこ Kuroyanagi Tetsuko 17

くん／～くん ――― Anrede für junge Männer 2ス

げいじゅつ げいじゅつ￣ Kunst 17

げいじゅつか げいじゅつか￣ Künstler 17

けいたいでんわ 携帯電話 けいたいで￢んわ Handy 14

けが けが￢ Verletzung 17ス

けしき け￢しき Landschaft 5

く

け
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けします 【けす1】 けしま￢す löschen 15

けっこん(します) (【する3】) 結婚(します) けっこん￣ Heirat(heiraten) 18

ケルン ケ￢ルン Köln 13

けんか(します) (【する3】) けんか￣ sich streiten 18

げんき(な) 元気(な) げ￢んき gesund, munter 2

けんこう(な) けんこう￣ gesund 1

けんた／けんたさん け￢んた／け￢んたさん Kenta (Vorname) 1

こ 子 こ￣ Kind 1

こ／～こ ～￢こ Zählsuffix für kleine Gegenstände 13

ご／～ご ～語 ～ご￣ ~isch, Endung für Sprache 7

こい こ￢い Liebe, Verliebtsein 14

こいのぼり こいの￢ぼり Karpfenfahne (zum Tag des Kindes) 10

こいびと こいびと￣ Geliebte/r, Partner 18ス

こうえん こうえん￣ Park 16

こうこう 高校 こうこう￣ Oberschule (9.-12.Klasse) 18

コース コ￢ース Kurs 5

コート コ￢ート Mantel 5ス

コーヒー コーヒ￢ー Kaffee 3

コーラ コ￢ーラ Cola 3

ごかぞく(かぞく) ごか￢ぞく Familie 1

ごきょうだい(きょうだい) ごきょ￢うだい Geschwister 1

ごきょうりょく ご協力(協力) ごきょうりょく￣ Zusammenarbeit, Kooperation 6

こきんわかしゅう 古今和歌集 こきんわか￢しゅう Sammlung von Waka-Gedichten 14ス

こくほう 国宝 こくほう￣ Staatsschatz 14

こくめい 国名 こくめい￣ Ländername 13

ごけっこん(けっこん) ご結婚(結婚) ごけっこん￣ Hochzeit 18ス

ここ ここ￣ hier 13

ごご 午後 ご￢ご p.m. Nachmittags 8

ございます(ざしきが) ございま￢す es gibt, sein, haben 3

ごさんか(さんか) ご参加(参加) ごさんか￣ Teilnahme 6

ごしゅじん ごしゅ￢じん Ehemann (v.j. anderem) 2

ごしょ 御所 ご￢しょ Kaiserpalast 13

ごぜん 午前 ご￢ぜん a.m. Vormittags 8

こたえます 【こたえる2】 こたえま￢す antworten 7

ごちそう ごちそう￣ reichhaltiges Mahl 9

ごちゅうもん(ちゅうもん) ごちゅうもん￣ Bestellung 3

こちら こちら￣ hier 3

こちらこそ こちらこ￢そ Ganz meinserseits. 7

こっち こっち￢ hier 12

コップ コップ￣ Glas 6

こと (事) こと￢ Angelegenheit 1

ごとうみどり 五嶋みどり ごとうみ￢どり Goto Midori, jap. Geigerin 17

ことし 今年 ことし￣ dieses Jahr 8

ことば ことば￢ Wort, Sprache 3

こども 子ども こども￣ Kind 9

こどものひ 子どもの日 こどものひ￢ Tag des Kindes, Feiertag am 5.5. 10

この この￣ diese/r/s N 2

ごはん ご￢はん gekochter Reis; Mahlzeit 4

コピー コ￢ピー Kopie 15

こまります 【こまる1】 こまりま￢す Probleme haben 11

ごみ／ゴミ ごみ￢ Müll, Abfall 12

こみます 【こむ1】 こみま￢す voll werden 5

コメント コメント￣ Kommentar, Anmerkung 12

ごめんなさい ごめんなさ￢い Entschuldigung, Verzeihung 14

ごよやく(よやく) ごよやく￣ Reservierung 3

ごりょうしん(りょうしん) ごりょ￢うしん Eltern 18ス

これ これ￣ dies hier 10

これから これから￣ von jetzt an 13ス

こ
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ころ こ￢ろ zu der Zeit, als… 18ス

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ gegen ~ 13

ごろごろします 【ごろごろする3】 ご￢ろごろします faulenzen, "nichtstun" 9

こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す kaputtgehen 11

コンサート コ￢ンサート Konzert 8

コンテスト コ￢ンテスト Contest, Wettbewerb 7

こんど こ￢んど demnächst 2ス

こんにちは こんにちは￢ Guten Tag, Hallo 2ス

コンピューター コンピュ￢ーター Computer 7

さあ ――― tja, also, nun 3ス

さい ～歳 ～￢さい ~Jahre alt 1

さいきん さいきん￣ in letzter Zeit 1

さいご さいご Ende, Schluss 4ス

サイズ サ￢イズ Größe ("Size") 12

さいたま (埼玉) さ￢いたま Saitama 1

サイト サイト￣ Website 11

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Saito (Nachname) 7

サイン サ￢イン Unterschrift 18ス

さかい／さかいさん
さ￢かい／
さ￢かいさん

Sakai (Nachname) 18

さがします 【さがす1】 さがしま￢す suchen 7

さかな 魚 さかな￣ Fisch 3

さくひん さくひん￣ Kunstwerk 17

さくら さくら￣ Sakura (Stadt in Chiba) 13

さくらし 佐倉市 さくら￢し Kirschbaum 10

さげます 【さげる2】 (下げます) さげま￢す herunternehmen 15

ざしき ざしき￢ Zimmer im jap. Stil 3

さしみ さしみ￢ Sashimi, Gericht aus rohem Fisch 3

さそいます 【さそう1】 さそいま￢す einladen 18

さつえい 撮影 さつえい￣ Aufnahme (Film/Foto) 7

さっか (作家) さっか￣ Schriftsteller 1

さっき さ￢っき vorhin, gerade 13ス

ざっし ざっし￣ Zeitschrift 13

さどう 茶道 さ￢どう Teeweg, Teezeremonie 13

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Sato (Nachname) 3

さま／～さま ――― Herr~, Frau~ (höfl. f. さん) 3

さむい さむ￢い kalt 5ス

さむらい (侍) さむらい￣ Samurai 13

さら さら￣ Teller 4

サリー サ￢リー Sari (ind. Kleidungsstück) 2

さわります 【さわる1】 さわりま￢す anfassen, berühren 14

さん／～さん ――― Herr/Frau ~ 1

さんか(します) (【する3】) 参加(します) さんか￣ teilnehmen 6

さんかひ 参加費 さんか￢ひ Teilnahmegebühr 8

サングラス サング￢ラス Sonnenbrille 5

ざんねん(な) ざんね￢ん schade, leider 7

し (～市) ――― Stadt~ (Suffix f. Städte) 10

じ じ￢ Buchstabe, Schriftzeichen 14ス

じ／～じ ～時 ～￢じ ~Uhr 7

しあい しあい￣ Wetkampf, Spiel (Fußball~ etc.) 17

しあわせ しあわせ￣ Glück 10

しあわせ(な) しあわせ￣ Glück 10

シーズン シ￢ーズン Saison 5

シーディー／CD シーディ￢ー CD 17

シーディープレーヤー／CDプレー
ヤー

シーディープレ￢ーヤー CD Player 17

ジーンズ ジ￢ーンズ Jeans 2

ジェイポップ／Jポップ ジェイポ￢ップ japanische Popmusik 8

さ

し
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ジェイポップコンサート／Jポップコ
ンサート

ジェイポップコ￢ンサート
Konzert jap. Popmusik

8

しかい しかい￣ Moderation 7

しかいしゃ しか￢いしゃ Moderator 17

しかります 【しかる1】 しかりま￢す schimpfen, ausschimpfen 18

じかん 時間 じかん￣ Zeit 6

じこしょうかい じこしょ￢うかい Selbstvorstellung 1

しごと 仕事 しごと￣ Arbeit 1

しじょうかわらまち 四条河原町 しじょうかわら￢まち Shijo-Kawara-Viertel 13

じしん じしん￣ Selbstvertrauen 7

しずか(な) し￢ずか ruhig, still 13

しぜん しぜん￣ Natur 5

した 下 した￣(～のした￢) unten 1ス

じだい じだい￣ Zeitalter, Epoche 13

しちごさん 七五三 しちごさん￣ 7-5-3, Feier im November für Kinder 10

しちにんのさむらい 七人の侍 しち￢にんのさむらい "Die 7 Samurai" 17ス

しつもん 質問 しつもん￣ Frage 6

しつれい(な) しつ￢れい unhöflich 18ス

じてんしゃ
じてんしゃ￣、
じて￢んしゃ

Fahrrad 1ス

じぶん 自分 じぶん￣ selbst 4

しま しま￢ Insel 5

します 【する3】 しま￢す machen 1

します(それに) 【する3】 しま￢す sich entscheiden 3

します(きれいに) 【する3】 しま￢す machen (sauber machen) 15

しめます 【しめる2】 しめま￢す schließen 15ス

しゃ(かがくしゃ)／～しゃ ――― ~ist, ~er, ~person (Naturwissenschaftler) 17

じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ nun dann, tja 3

しゃかいじん (社会人) しゃか￢いじん Mensch im Berufsleben, Erwachsener 18

ジャケット
ジャ￢ケット、
ジャケ￢ット

Jacket, Jacke 5ス

しゃしん 写真 しゃしん￣ Foto 8

シャツ シャ￢ツ Hemd 2

ジャム ジャ￢ム Marmelade 16ス

シャワー シャ￢ワー Dusche 15ス

じゅう ～中 ～じゅう￣ während~, gerade bei ~ 9ス

しゅうかく しゅうかく￣ Ernte 10

しゅうきょう しゅ￢うきょう Religion 3

じゅうしょ 住所 じゅ￢うしょ Adresse 7

しゅうしょく(します) (【する3】) しゅうしょく￣ Anstellung（eine Arbeit beginnen） 18

ジュース ジュ￢ース Saft 3

じゅうたん じゅ￢うたん Teppich 14

じゅうどう 柔道 じゅ￢うどう Judo 8

じゅうどうか (柔道家) じゅうどうか￣ Judoka 17

じゅうどうデモンストレーション
(柔道デモンスト
レーション)

じゅうどうデモンストレ
￢ーション

Judovorführung 8

しゅっちょう 出張 しゅっちょう￣ Dienstreise 2ス

しゅっぱつ(します) (【する3】) 出発(します) しゅっぱつ￣ abfahren, aufbrechen 13ス

しゅみ しゅ￢み Hobby 1

じゅんび じゅ￢んび Vorbereitung 7

しょ 書 しょ￢ Kalligraphie, Schreiben 14

しょう しょ￢う Preis, Auszeichnung 17

しよう 使用 しよう￣ Verwendung, Benutzung 14

じょう／～じょう (～上) ～じょう￣ in Bezug auf ~, vom ~Standpunkt aus 3

しょうエネ 省エネ しょうエネ￣ Energiesparen 12

しょうエネルギー 省エネルギー
しょうエネ￢ルギー、
しょうエネル￢ギー

Energiesparen 12

しょうかい(します) (【する3】) しょうかい￣ vorstellen (sich/ jemanden) 4

しょうがくせい 小学生 しょうが￢くせい Grundschüler 18ス

しょうがつ 正月 しょうがつ￢ Neujahr 9
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しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう Grundschule 18

しょうぐん しょうぐん￣ Shogun 13

じょうず(な) (上手(な)) じょうず￢ gut können 10

しょうせつ しょうせつ￣ Roman 17

しょうせつか しょうせつか￣ Romanschriftsteller 17

しょうひん 商品 しょ￢うひん Ware 11

しょうゆ しょうゆ￣ Sojasosse 4

ショー ショ￢ー Show 6

しょくじ 食事 しょくじ￣ Essen (als Aktivität) 3

しょくぶつ しょく￢ぶつ Pflanze 15

じょせい 女性 じょせい￣ Frau 6

しょっぱい しょっぱ￢い salzig 4

ショッピング ショ￢ッピング Shopping, Einkaufen 11

ショップ ショ￢ップ Shop 16

じょゆう じょゆう￣ Schauspielerin 17

しります 【しる1】 しりま￢す wissen, kennen 7

しろ しろ￣ Schloß, Burg 13

しろい 白い しろ￢い weiß 2

じん／～じん ～人 ～￢じん Person der Nationalität ~ 18ス

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 (Vorname) 9

じんじゃ じ￢んじゃ Schrein (shintoistisch) 9

じんせい (人生) じ￢んせい Leben (von Geburt bis Tod) 17

しんせき しんせき￣ Verwandter 9

しんせつ(な) し￢んせつ freundlich 5

しんせん(な) しんせん￣ frisch 3

しんぜん しんぜん￣ Freundschaft 17

しんぜんたいし (しんぜん大使) しんぜんた￢いし Botschafter des guten Willens 17

しんぱい(な) しんぱい￣ sorgen bereitend 11

しんぶん (新聞) しんぶん￣ Zeitung 18

しんぶんし しんぶ￢んし Zeitungspapier 15

すいぞくかん すいぞく￢かん Aquarium 6

すいはんき すいは￢んき Reiskocher 11

スーツケース スーツケ￢ース Koffer 16ス

スーパー ス￢ーパー Supermarkt 15

スープ ス￢ープ Suppe 3

スカート スカ￢ート Rock 2

すき(な) 好き(な) すき￢ mögen, lieben 1

スキー スキ￢ー Schi 1ス

すきます 【すく1】 すきま￢す leer werden 4

すぎます／～すぎます 【すぎる2】 ～すぎま￢す zu vie~ 4

すきやき すきやき￣ Sukiyaki (Rindfleischgericht) 3

すぐ す￢ぐ sofort 15

すくない 少ない すくな￢い wenig 5

すごい(すごく) すご￢い(すご￢く) toll, super, beeindruckend 6

すこし 少し すこ￢し ein bißchen, etwas 4

すごします 【すごす1】 すごしま￢す verbringen, verleben 9

すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ Suszuki (nachname) 11

すずしい すずし￢い angenehm kühl 15ス

すすめます 【すすめる2】 すすめま￢す empfehlen 18

スタッフ スタ￢ッフ Staff, Mitarbeiter 7

ずっと ずっと￣ die ganze Zeit 9

すっぱい すっぱ￢い sauer 4

ステージ ステ￢ージ Bühne 13ス

すてき(な) すてき￣ reizend 16

すてます 【すてる2】 すてま￢す wegwerfen 12

すばらしい すばらし￢い wundervoll, hervorragend 5

スピーチ スピ￢ーチ Rede 7

スピーチコンテスト スピーチコ￢ンテスト Redewettbewerb 7

す
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スポーツ スポ￢ーツ Sport 17

すみます 【すむ1】 (住みます) すみま￢す wohnen 1

すみません すみませ￢ん Entschuldigung/ Danke 1

すわります 【すわる1】 すわりま￢す sich setzen 2

せ せ￢ Rücken 2

せいかつ せいかつ￣ Leben 15

せいき／～せいき ～せ￢いき ~te Jahrhundert 13

ぜいこみ 税込 ぜいこみ￣ inkl. Steuern 12

せいせき せいせき￣ Note, Zensur 18ス

せいちょう(します) (【する3】) せいちょう￣ Wachstum（wachsen, groß werden） 10

せいべつ 性別 せいべつ￣ Geschlechtsunterschied 6

せかい せ￢かい Welt 17

せかいじゅう せかいじゅう￣ weltweit 17ス

せき せ￢き Sitzplatz 3

せきてい 石庭 せきてい￣ Steingarten 13

せつぶん せつぶん￣ Setsubun, Fest im Frühling 10

せつめい(します) (【する3】) せつめい￣ Erklärung (erklären) 13ス

ぜひ ぜ￢ひ unbedingt 1ス

せんしゅ せ￢んしゅ Sportler, Spieler 17

せんしゅう 先週 せんしゅう￣ letzte Woche 11ス

せんせい 先生 せんせ￢い Lehrer 17

ぜんぜん ぜんぜん￣ ganz und gar (nicht) 2ス

せんそう せんそう￣ Krieg 14

せんだいし 仙台市 せんだ￢いし Sendai, Stadt in Miyagi 18

せんたくき／せんたっき
せんた￢くき／
せんた￢っき

Waschmaschine 11

ぜんぶ ぜ￢んぶ alles 4

せんぷうき せんぷ￢うき Ventilator 11

そう そ￢う／そう￣ so 2

そうじ(します) (【する3】) そうじ￣ Putzen 9

そうじき そうじ￢き Staubsauger 11

そうめん そ￢うめん Somen, jap. Nudeln 4

そうりょう 送料 そ￢うりょう Porto, Transportkosten 12

そして そして￣ Und dann (Sastzeinleitung) 10

そつぎょう(します) (【する3】) そつぎょう￣ (Schule/ Uni) abschließen 18ス

そと 外 そ￢と draußen 18

その その￣ diese/r/s N 7

そのまま そのまま￣ so, wie es ist 4

ソフトドリンク ソフトドリ￢ンク alkoholfreies Getränk, Softdrink 3

それ それ￣ das da 3

それから それから￣ danach, dann 5ス

それで それで￣ deshalb 4ス

それなら それな￢ら wenn es so ist, 6

タイ タ￢イ Thailand 18

だいがく 大学 だいがく￣ Universität 17

たいこ たいこ￣ Taiko, jap. Trommeln 8

タイご タイ語 タイご￣ Thailändisch 18

たいこきょうしつ たいこきょ￢うしつ Taikokurs 8

たいし (大使) た￢いし Botschafter 17

だいじょうぶ(な) だいじょ￢うぶ OK, in Ordnung 8

たいしょく(します) (【する3】) たいしょく￣ mit der Arbeit aufhören 18

タイじん タイ人 タイ￢じん Thailänder 18ス

だいすき(な) 大好き(な) だ￢いすき heiß geliebt 2ス

たいせつ(な) たいせつ￣ wichtig 15ス

だいたい だいたい￣ ungefähr 15ス

だいどころ だいどころ￣ Küche 15

ダイビング ダ￢イビング Tauchen 5

だいファン 大ファン だいファ￢ン großer Fan 17ス

たいふう たいふ￢う Taifun 5ス

せ

そ

た
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ことば かんじ アクセント ドイツご か

たいへん たいへん￣ sehr 9

たいへん(な) たいへん￣ schwierig, anstrengend 11

たいようのとう 太陽の塔 た￢いようのと￢う Titel eines Kunstwerks 17

たかい 高い たか￢い hoch 2

たかい 高い たか￢い teuer 5

だから だ￢から deshalb 1ス

たくさん たくさん￣ viel 7

タクシー タ￢クシー Taxi 5ス

たしか た￢しか gewiss, richtig 17

たち／～たち ――― Pluralsuffix bei Personen 17

たちます 【たつ1】 たちま￢す sich hinstellen 2

だって だ￢って aber, na hör mal! 9ス

たてます 【たてる2】 たてま￢す bauen 13

たてもの たて￢もの Gebäude 13ス

たなか／たなかさん 田中／田中さん たなか￣／たなかさん￣ Tanaka (Nachname) 7

たなばた たなばた￣ Tanabata (jap. Fest im Sommer) 10

たなばたかざり たなばたか￢ざり Tanabata-Schmuck 10

たのしい 楽しい たのし￢い Spaß machen, lustig 6

たのしみ 楽しみ たのし￢み Freude, Vorfreude 13

たのしみに します 楽しみに します たのし￢みに しま￢す sich auf etw. freuen 13ス

たのしみます 【たのしむ1】 楽しみます たのしみま￢す sich an etw. erfreuen, Spaß haben 3

たぶん た￢ぶん wahrscheinlich 12

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す essen 3

たべもの 食べ物 たべ￢もの Essen, Lebensmittel 5

たまご 卵 たま￢ご Ei 4

ため ため￢ für; wegen 10

だめ(な) だめ￢ zwecklos, unmöglich 4

たれ たれ￢ Soße zum tunken 4

だれ だ￢れ wer 2

たんじょうび (誕生日) たんじょ￢うび Geburtstag 1

ダンス ダ￢ンス Tanz 1ス

だんせい 男性 だんせい￣ Mann 6

たんとう たんとう￣ Zuständigkeit 7

ちいさい 小さい ちいさ￢い klein 12

ちかい ちか￢い nah 3ス

ちがいます 【ちかう1】 ちがいま￢す anders sein, sich unterscheiden 3ス

ちかく ち￢かく、ちか￢く Nähe 16

チキン チ￢キン Hühnchen 7

ちち 父 ち￢ち、ちち￢ Vater (eigener) 18

ちとせあめ ちとせ￢あめ Süßigkeit zu 7-5-3 10

ちゅう／～ちゅう ～中 ～ちゅう￣ während ~, bei~ 9

ちゅうがっこう 中学校 ちゅうが￢っこう Mittelschule (Klasse 7-9) 18

ちゅうもん(します) (【する3】) ちゅうもん￣ Bestellung（bestellen） 3

ちょうし ちょうし￣ (körperlicher) Zustand, Befinden 11

ちょうど ちょうど￣ genau 6

ちょうど いい ちょうど い￢い genau richtig 6

ちょっと ちょ￢っと ein bißchen 3

ツアー ツ￢アー Tour 6

ツアーめい ツアー名 ツア￢ーめい Name der Tour 6

ついたち １日／一日 ついたち￢ der 1. (eines Monats) 7

つうやく つ￢うやく Dolmetschen 7

つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す benutzen 7

つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す müde werden, erschöpft 5

つぎ つぎ￢ nächste/s/r 13

つきます(ふねが) 【つく1】
(着きます(ふね
が))

つきま￢す ankommen 5

つきます(でんきが) 【つく1】 つきま￢す angehen 15

つくえ つくえ￣ Tisch, Schreibtisch ７ス

つくります 【つくる1】 作ります つくりま￢す machen, herstellen 6

ち

つ
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つけます(たれを) 【つける2】 つけま￢す drauftun, draufstreichen 4

つけます(でんきを) 【つける2】 つけま￢す anmachen, anstellen 15

つごう つごう￣ Gelegenheit, Umstände 7

つだうめこ 津田梅子 つだう￢めこ Tsuda Umeko 17

つち (土) つち￢ Erde, Boden 14ス

つま つ￢ま Ehefrau (eigene) 9

つまらない つまら￢ない langweilig 9

つめたい つめたい￣、つめた￢い kalt 3ス

つゆ つゆ￣ Regenzeit 5

つよい つよ￢い stark 13ス

で(それで) ――― deshalb 5ス

ディーブイディー／DVD ディーブイディ￢ー DVD 9

デート(します) (【する3】) デ￢ート ein Date haben 18

テーブル テーブル￣ Tisch 3

てがみ てがみ￣ Brief 14ス

てき／～てき ～てき￣ ~lich, ~ig, Endung für Adjektive (na-Adj) 13

できます（りょうりのじゅんびが）
【できる2】

できま￢す fertig sein, bereit sein 4

できます 【できる2】 できま￢す können 7

できるだけ できるだけ￣ möglichst 15

できれば でき￢れば wenn möglich 5

デザイン デザ￢イン Design 12

テスト テ￢スト Test 18

では で￢は nun denn 4ス

でます 【でる2】 出ます でま￢す hinausgehen 11

でも で￢も aber 5

デモンストレーション デモンストレ￢ーション Demonstration, Vorführung 8

てら てら￢ Tempel (buddhistisch) 9

テレビ テ￢レビ Fernseher 1

てん／～てん～（3.5） ～て￢ん Komma 12ス

てんいん てんいん￣ Verkäufer 11

でんき 電気 で￢んき Strom, Elektro 15

でんきせいひん 電気製品 でんきせ￢いひん Elektrogerät 11

でんきてん (電気店) でんき￢てん Elektrogeschäft 1ス

てんきん(します) (【する3】) てんきん￣ Versetzung（versetzt werden） 18

でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ Zug 1ス

でんしレンジ (電子レンジ) でんしレ￢ンジ Mikrowelle 11

でんとう でんとう￣ Tradition 13ス

でんとうてき(な) でんとうてき￣ traditionell 13ス

てんのう てんの￢う Tenno, jap. Kaiser 13

てんぷら てんぷら￣ Tenpura 3

でんわ(します) (【する3】) 電話(します) でんわ￣ Telefon 14ス

でんわばんごう 電話番号 でんわば￢んごう Telefonnummer 7

ど (どようび) 土 ど￢ Sa (Samstag) 8

ドア ド￢ア Tür 15

ドイツ ド￢イツ Deutschland 13

どう ど￢う wie 5

どういう ど￢ういう wie lautend, was für eine 1

とうがらし とうが￢らし Pepperoni 4

とうきょう 東京 とうきょう￣ Tokyo 1

とうきょうオリンピック 東京オリンピック とうきょうオリンピ￢ック Olympische Spiele Tokyo 18

どうぐ どうぐ￢ Werkzeug 5

どうして ど￢うして warum 14

どうぞ ど￢うぞ bitte 1

とうふ とうふ￢、とうふ￣ Tofu 3ス

どうぶつ どうぶつ￣ Tier 6

どうも ど￢うも danke 8ス

どうやって ど￢うやって wie machend, aus welche Weise 4

とおい とおい￣、とお￢い weit entfernt 1ス

て

と
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とおく とおく￢ Ferne 18ス

とき (時) とき￢ Zeit; als 5

ときどき ときどき￢ ab und zu, manchmal 11

とくがわしょうぐん 徳川しょうぐん
とくがわしょ￢うぐん、
とく￢がわしょうぐん

Shogun Tokugawa 13ス

どくしょ 読書 ど￢くしょ Lesen 1ス

どくしん どくしん￣ ledig 1

とくに と￢くに besonders 1ス

とくべつ(な) とくべつ￣ besondere/s(r 9

どこ ど￢こ wo 8

ところ (所) ところ￢ Ort 1

とし (年) とし￢ Alter 1

どちら ど￢ちら welches 12

どっち ど￢っち welches (von zwei) 12ス

とても とても￢ sehr 6

とどきます 【とどく1】 とどきま￢す erreichen, ankommen 12

どなた ど￢なた wer 2

どの ど￢の welche/s/r ~ 2

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

wie lange 9

ともだち 友だち ともだち￣ Freund 1

とよとみひでよし 豊臣秀吉 とよとみひで￢よし Toyotomi Hideyoshi 14

ドライブ(します) (【する3】) ドラ￢イブ
Drive, Spazierfahrt mit dem Auto, Ausflug mit
dem Auto machen, Reise

5

とり とり￣ Vogel 3

とりにく とり肉 とりにく￣ Hühnerfleisch 3

とります 【とる1】 とりま￢す nehmen 4

とります(しゃしんを) 【とる1】 とりま￢す Fotos machen 10

ドリンク ドリ￢ンク Drink 3

ドレス ド￢レス Kleid 2ス

どんな ど￢んな was für ein 1

ないよう 内容 ないよう￣ Inhalt 6

なか 中 な￢か drinnen, innen 8

ながい 長い なが￢い lang 2

ながいき (長生き) なが￢いき、ながい￢き langes Leben 10

なかが いい な￢かが い￢い sich gut verstehen 18ス

なかごろ 中ごろ なかごろ￣ gegen Mitte 13

ながします 【ながす1】 ながしま￢す wegspülen, fließen lassen 15

なきます 【なく1】 なきま￢す weinen 2

なくなります 【なくなる1】 なくなりま￢す sterben 17

なげます 【なげる2】 なげま￢す werfen 10

なに／なん 何 な￢に／な￢ん was 3

なにか 何か な￢にか irgendwas 11

なにも 何も なにも￣ nichts 4

なのか ７日／七日 なのか￣ der 7. (eines Monats) 10

なべ な￢べ Topf 3

なま (生) な￢ま roh 3

なまえ 名前 なまえ￣ Name 1

ならいます 【ならう1】 ならいま￢す lernen 18

ならべます 【ならべる2】 ならべま￢す aufreihen 7

なります 【なる1】 なりま￢す werden 10

なんとか な￢んとか irgendwie 18ス

におい にお￢い Geruch 4

にがて(な) にがて￣ nicht liegen 3

にく 肉 にく￢ Fleisch 3

にじょうじょう 二条城 にじょ￢うじょう Nijo-Schloß (in Kyoto) 13

にち （にちようび） 日 に￢ち So (Sonntag) 8

にち (じゅうごにち)／～にち ～日(15日) ――― ~Tag des Monats 1

にちかん／～にちかん／かかん／
～かかん

～日間
～にち￢かん／
か￢かん

~Tage lang 9

な

に
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にちじ 日時 に￢ちじ Datum und Uhrzeit 8

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん Japan 1

にほんご 日本語 にほんご￣ Japanisch (Sprache) 7

にほんしゅ 日本酒 にほんしゅ￣ Sake 3

にほんてき(な) 日本てき(な) にほんてき￣ (typisch) japanisch 13

にほんまつり 日本まつり にほんま￢つり Japanfest 7

にます 【にる2】 にま￢す ähnlich sein, ähneln 4

にゅうがく (入学) にゅうがく￣ Einschulung, in die Schule/ Uni kommen 18

にゅうじょう 入場 にゅうじょう￣ Einlass, Eintritt 8

にゅうじょうりょう 入場料 にゅうじょ￢うりょう Eintrittsgeld 8

ニュース ニュ￢ース Nachricht 18ス

にわ にわ￣ Garten 13

にん／～にん ～人 ――― ~Personen (Zählsuffix) 1

にんき 人気 にんき￣ Beliebtheit 3

にんぎょう にんぎょう￣ Puppe 10

にんめ／～にんめ ～人目 ～にんめ￢ die ~te Person 18

ねがい (願い) ねが￢い Bitte 10ス

ねがいごと (願い事) ねがいごと￣ Bitte 10

ねがいます 【ねがう1】 (願います) ねがいま￢す bitten 10

ネクタイ ネ￢クタイ Krawatte 2

ねだん ねだん￣ Preis 12

ネックレス ネ￢ックレス Halskette 6

ネット ネット￣ Netz, Internet 11

ネットショッピング ネットショ￢ッピング Internetshopping 11

ねん／～ねん ～年 ――― ~Jahr 9

ねんがじょう ねんがじょう￣ Neujahrspostkarte 9

ねんれい 年齢 ねんれい￣ Alter 6

ノーベルしょう ノーベル￢しょう Nobelpreis 17

のだ／のださん のだ￣／のださん￣ Noda (Nachname) 1

のど の￢ど Kehle 4

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す trinken 3

のみもの 飲み物 のみ￢もの Getränk 4

のります 【のる1】 乗ります のりま￢す einsteigen, fahren, aufsteigen 5

はあ ――― ja, in der Tat 3ス

パーティー パ￢ーティー Party 18

はい は￢い ja 2

バイオリニスト バイオリニ￢スト Geiger 17

バイオリン バイオリン￣ Geige 17

はいります（やさいが） 【はいる1】 入ります はいりま￢す hineingehen 3

はきます 【はく1】 はきま￢す anziehen ("von unten") 2

はくぶつかん はくぶつ￢かん Museum 14

はこ はこ￣ Schachtel, Kiste 14ス

はこびます 【はこぶ1】 はこびま￢す tragen 14

はじまります 【はじまる1】 はじまりま￢す anfangen, beginnen 8

はじめ はじめ￣ zu Beginn 8

はじめごろ はじめご￢ろ gegen Beginn 13

はじめて はじ￢めて erstmalig/zum ersten Mal 4

はじめに はじめに￣ zuerst, am Anfang 8ス

はじめまして はじめま￢して Freut mich Sie kennenzulernen 1

はじめます 【はじめる2】 はじめま￢す anfangen 7

ばしょ 場所 ばしょ￣ Ort 7

はしら はしら￢ Säule, Pfeiler 13

バス バ￢ス Bus 5ス

はずかしい はずかし￢い peinlich, schüchtern 18

はたらきます 【はたらく1】 はたらきま￢す arbeiten 1

バッグ バ￢ッグ Tasche 2

はつもうで はつも￢うで
erster Besuch e. Religiösen Stätte im neuen
Jahr

9

はな 花 はな￢ Blume 13ス

ね

の

は
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はなし 話 はなし￢ Geschichte 11

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す sprechen, sich unterhalten 7

はなみ (花見) はなみ￢ Blumenschau 13ス

はは 母 は￢は eigene Mutter 18ス

ははは ――― hahaha (Lachen) 1ス

はやい(はやく) はや￢い(は￢やく) früh 5

はる 春 は￢る Frühling 1

はるな／はるなさん は￢るな／は￢るなさん Haruna (Vorname) 1ス

はん ～半 ～は￢ん halb ~Uhr 8

パンフレット パ￢ンフレット Pamphlet, Broschüre 6

ばんめ／～ばんめ (～ばん目) ～ばんめ￢ der/die/das ~te 1

ひ 日 ひ￢、ひ￣ Tag 7

ピアノ ピアノ￣ Klavier 10

ビール ビ￢ール Bier 3

ひがし 東 ひがし￣ Osten 1

ひきます 【ひく1】 ひきま￢す ziehen 17

ひこうき ひこ￢うき Flugzeug 5

ひさしぶり ひさしぶり￣ seit langer Zeit 9

ひつよう(な) ひつよう￣ notwendig 16

ビデオ ビ￢デオ Video 7

ビデオカメラ ビデオカ￢メラ Videokamera 7ス

ひと 人 ひと￣、～ひと￢ Mensch 1

ひどい(ひどく) ひど￢い(ひど￢く) grausam 18ス

ひとつ １つ／一つ ひと￢つ eins 3

ひとり １人／一人 ひと￢り ein Mensch 18

ひとりっこ (一人っ子) ひとり￢っこ Einzelkind 1

ひなにんぎょう ひなに￢んぎょう Hina-puppe (zum Puppenfest im März) 10

ひなまつり ひなま￢つり Hina-Fest (Puppenfest) am 3.3. 10

ひみつ ひみつ￣ Geheimnis 1

びょうき びょうき￣ Krankheit; krank 10

ひろい 広い ひろ￢い weitläufig, geräumig 5ス

ひろし／ひろしさん ひ￢ろし、ひ￢ろしさん Hiroshi (Vorname) 2ス

ひろば (広場) ひ￢ろば Platz 7

ビン ビ￢ン Flug 15

ファン ファ￢ン Fan 17

ふうじんらいじんずびょうぶ 風神雷神図屏風
ふうじんらいじんずびょ
￢うぶ

Name eines Wandschirms 14

ふうん ――― Hm!, Puh! (Ausdruck des Verstehens) 6ス

ふえます 【ふえる2】 ふえま￢す mehr werden, ansteigen 16

ふく ふく￢ Kleidung 14

ふくざつ(な) ふくざつ￣ kompliziert 12

ふくろ ふくろ￢ Tüte 15

ぶし ぶ￢し Krieger 13

ふた ふた￣ Deckel 4

ぶたい ぶ￢たい Bühne 13

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ zwei Stück 3

ふたり ２人／二人 ふたり￢ zwei Menschen 18

ふつう ふつう￣ normal 6

ふつか ２日／二日 ふつか￣ der 2. (eines Monats) 8

ぶつりがく (物理学) ぶつり￢がく Physik 17

ふとん ふとん￣ Futon 16

ふね ふ￢ね Schiff 5

ふふふ ――― hihihi 4ス

プラ(プラスチック) プ￢ラ(プラスチ￢ック) Plastik 15

ブラジル ブラジル￣ Brasilien 18

フラッシュ フラ￢ッシュ Blitzlicht 14

プラン プ￢ラン Plan 6

フランス フランス￣ Frankreich 9

フランスご フランス語 フランスご￣ Französisch (Sprache) 18

ひ

ふ
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フリーマーケット フリーマ￢ーケット Flohmarkt 16

ふります 【ふる1】 ふりま￢す fallen (Regen/ Schnee) 7

ふるい 古い ふる￢い alt 16

プレゼント プレ￢ゼント Geschenk 16ス

プログラム プログ￢ラム Programm 8

ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん ~Minute(n) 7

ぶんか 文化 ぶ￢んか Kultur 6

ぶんかざい (文化ざい) ぶんか￢ざい Kulturfest 14

ブンチャー ブンチャー￣ vietn. Nudeln 4

へいあんじんぐう 平安神宮 へいあんじんぐ￢う Heian-Schrein 13

へいせい 平成 へいせい￣ Heisei (Japanische Jahreszählung) 9

へえ ――― Heh! (Ausdruck des Erstaunens) 6

ベジタリアン ベジタ￢リアン Vegetarier 3

ベトナム ベトナム￣ Vietnam 4

ベビーカー ベビ￢ーカー Kinderwagen 16ス

ベビーベッド ベビーベ￢ッド Babybett 16ス

へや へや￢ Zimmer 13

へらします 【へらす1】 へらしま￢す verringern 15

ペルシャ ペ￢ルシャ Persien 14

べんきょう(します) (【する3】) 勉強(します) べんきょう￣ Lernen, Studium(lernen, studieren) 18

べんり(な) べ￢んり praktisch 12

ほう ほ￢う Richtung 12

ほう／ほお ――― Oh! (Erstaunen) 13ス

ほうさく ほうさく￣ gute/ reiche Ernte 10

ぼうし ぼうし￣ Mütze, Hut 2

ホール ホ￢ール Saal 7

ほか ほか￣ sonstiges 17

ほし ほし￣ Stern 10

ほしい ほし￢い wollen, haben wollen 11ス

ほしまつり ほしま￢つり Sternenfest 10ス

ぼしゅう 募集 ぼしゅう￣ Anwerbung, Annonce 7

ほっ ――― Puh (erleichtert) 5

ほっとします 【ほっとする3】 ほっとしま￢す erleichtert sein 5

ホテル ホ￢テル Hotel 5

ほめます 【ほめる2】 ほめま￢す loben 18

ほら ――― Hör mal, Schau mal 2ス

ボランティア ボラ￢ンティア Volunteer, Freiwilliger Helfer 7

ポルトガル ポルトガル￣ Portugal 14

ほん 本 ほ￢ん Buch 14

ほん／～ほん／ぼん／ぽん ～本 ―――
~lange, dünne Gegenstände
 (Zählsuffix)

13

ホンコン ホ￢ンコン Hongkong 9

ほんじつ (本日) ほ￢んじつ heute 8

ほんとう／ほんと ほんとう￣／ほんと￣ wirklich 2

ほんとうに／ほんとに
ほんとうに￣／
ほんとに￣

wirklich 5ス

ほんもの (本物) ほんもの￣ echt, unverfälscht 13

ほんやく(します) (【する3】) ほんやく￣ Übersetzung(übersetzen) 1

まあまあ(な) まあま￢あ、ま￢あまあ so lala, geht so 6ス

まい ～まい ――― ~flache Gegenstände (Zählsuffix) 13

まいこさん まいこさん￣ Maiko 13

まいとし 毎年 まいとし￣ jedes Jahr 9

まえ 前 ま￢え vor 13

まこと／まことさん まこと￣／まことさん￣ Makoto (Vorname) 1

まじめ(な) まじめ￣ fleißig, ernsthaft 1

まだ ま￢だ noch 4

まち 町 まち￢ Stadt, Stadtviertel 1

まちます 【まつ1】 待ちます まちま￢す warten 4

まつ ま￢つ Kiefer 13

へ

ほ
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まつり まつり￣ Fest, Festival 10

まど ま￢ど Fenster 15

まめ まめ￢ Bohne 10

まめまき まめ￢まき Bohnenstreuen (zu Setsubun) 10

マンガ マンガ￣ Manga 1

マンガきょうしつ マンガきょ￢うしつ Mangakurs 7

まんぞく(します) (【する3】) ま￢んぞく zufrieden sein 12

みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す sichtbar sein 13ス

みじかい 短い みじか￢い kurz 6

みず 水 みず￣ Wasser 11

ミステリアス(な) ミステ￢リアス mysteriös 13ス

みせ 店 みせ￢ Laden, Geschäft 1

みせます 【みせる2】 見せます みせま￢す zeigen 13

みっか ３日／三日 みっか￣ der 3. (eines Monats) 7

みっつ ３つ／三つ みっつ￢ 3 Stück 3

みなさん みな￢さん alle, sehr geehrte Damen und Herren 8

みます 【みる2】 見ます みま￢す sehen 1

みやざと(みやさと)／みやざとさん 宮里／宮里さん
みや￢ざと(みや￢さと)
／みや￢ざとさん

Miyazato (Nachname) 6

ミュージカル ミュ￢ージカル Musical 1

みんな みんな￢ alle 4

むいか ６日／六日 むいか￣ der 6. (des Monats) 1ス

むかし むかし￣ früher, in alter Zeit 10

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

schwierig 15ス

むだ(な) むだ￣ unnütz, sinnlos 15

むだに します むだに しま￢す verschwenden 15

むら むら￢ Dorf 1

むらかみはるき 村上春樹 むらかみは￢るき Murakami Haruki, jap. Schriftsteller 1

むり(な) む￢り unvernünftig, unmöglich 7

むりょう 無料 むりょう￣ kostenlos 8

めい／～めい (～名) ――― ~te 3

メール メール￣ Email 13

めがね め￢がね Brille 2

メキシコ メキシコ￣ Mexiko 1

めずらしい めずらし￢い selten 6

メダル メダル￣ Medaille 17

めんどう(な) めんど￢う lästig 9

もう も￢う schon 4

もう もう￣ noch 4

もうすぐ もうす￢ぐ bald, schon bald 8ス

モード モ￢ード Modus 12

もじ も￢じ Buchstabe, Schriftzeichen 18

モダン(な) モダン￣ modern 13ス

もちます 【もつ1】 持ちます もちま￢す halten 2

もちろん もち￢ろん natürlich, selbstverständlich 17ス

もったいない もったいな￢い zu schade sein f.etw. 15

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、
も￢っていきます

mitnehmen 5

もっと も￢っと mehr 4

モデル モ￢デル、モデル￣ Model 12

もの (物) もの￢ Ding, Sache 1

もみじ も￢みじ Ahorn, Herbstlaub 13

もらいます 【もらう1】 もらいま￢す bekommen, erhalten 8

もり もり￣ Wald 6

もんだい もんだい￣ Problem; Aufgabe 7

やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ Yagi (Nachname) 15

やきもの やきもの￣ Keramik, Porzellan 14

やく～ や￢く～ ungefähr ~ 13

み
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やくに たちます やく￢に たちま￢す nützlich sein 15

やさい 野菜 やさい￣ Gemüse 3

やさしい やさしい￣、やさし￢い lieb, nett 1

や(やさん)／～やさん ――― ~Restaurant 13ス

やすい 安い やす￢い billig, günstig 5

やすみ 休み やすみ￢ Ferien, Urlaub, Pause, frei 9

やっと やっと￣ endlich 18ス

やっぱり やっぱ￢り wie erwartet 14

やましたやすひろ 山下泰裕 やま￢したやす￢ひろ Yamashita Yasuhiro 17

やまだ／やまださん (山田／山田さん) やまだ￣／やまださん￣ Yamada (Nachname) 1

やります 【やる1】 やりま￢す machen 1

やわらかい やわらか￢い weich 3

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん Yuko, weibl. Vorname 1

ユーザーコメント ユーザーコ￢メント Benutzerkommentar 12

ゆうしょく ゆうしょく￣ Abendessen 18ス

ゆうめい(な) ゆうめい￣ berühmt 3

ゆかわひでき 湯川秀樹 ゆ￢かわひ￢でき Yukawa Hideki 17

ゆしゅつ(します) (【する3】) ゆしゅつ￣ Export（exportieren） 14

ゆたか(な) ゆ￢たか reich, wohlhabend 5

ユニセフ(UNICEF) ユ￢ニセフ Unicef 17

ゆれます 【ゆれる2】 ゆれま￢す wackeln, schwanken 5

ようこそ よ￢うこそ Willkommen 13ス

ヨーロッパ ヨーロ￢ッパ Europa 14

よかったら よ￢かったら wenn Sie möchten,... 13

よく よ￢く oft 1

よく よ￢く gut 13

よくじつ 翌日 よくじつ￣ am nächsten Tag 12

よごします 【よごす1】 よごしま￢す dreckig machen 15

ヨサコイ ヨサコイ￣ Yosakoi-Tanz 7

よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ Yoshida, Nachname 1

よせなべ よせなべ￣ Eintopfgericht 3

よっか ４日／四日 よっか￣ der 4. (eines Monats) 9

よびます 【よぶ1】 よびま￢す rufen 1

よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す lesen 1

よやく(します) (【する3】) よやく￣ Reservierung(reservieren) 3

よる 夜 よ￢る Abend/ Nacht 5ス

よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す sich freuen 16ス

よろしく よろしく￣ Sehr erfreut! Seien Sie so freundlich! 1

よわい よわ￢い schwach 18ス

らいげつ 来月 ら￢いげつ nächsten Monat 7ス

らく(な) (楽(な)) らく￢ leicht, angenehm 12

ラグビー ラ￢グビー Rugby 18ス

ラグビーぶ ラグビ￢ーぶ Rugbyclub 18ス

ラジオ ラ￢ジオ Radio 11

らしょうもん 羅生門 らしょ￢うもん Rashomon (Filmtitel) 17ス

リーダー リ￢ーダー Anführer, Leiter 13

リサイクル(します) (【する3】) リサ￢イクル Recycle(recyclen, wiederverwenden) 15

りっぱ(な) りっぱ￣ prachtvoll 13ス

りゆう りゆう￣ Grund 3

りゅうがく(します) (【する3】) 留学(します) りゅうがく￣ Auslandsstudium(im Ausland studieren) 17

りょうあんじ 龍安寺 りょ￢うあんじ Ryoan-Tempel 13

りょうきん (料金) りょ￢うきん Gebühr 5

りょうしん りょ￢うしん Eltern 18

りょうり 料理 りょ￢うり Kochen 3

りょこう(します) (【する3】) 旅行(します) りょこう￣ Reise(reisen) 5

りんご りんご￣ Apfel 16ス

れいぞうこ れいぞ￢うこ Kühlschrank 11

れきし れきし￣ Geschichte (historisch) 13
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れきしてき(な) れきしてき￣ geschichtlich 14ス

レストラン レ￢ストラン Restaurant 1

レッド レ￢ッド Rot 12

レビュー レ￢ビュー Kritik, Rezension 12

レンタル(します) (【する3】) レ￢ンタル Verleih; Leihen ("Rental")(leihen) 5

レンタルショップ レンタルショ￢ップ Verleih (als Geschäft), Verleiher 16

れんらく(します) (【する3】) 連絡(します) れんらく￣ Benachrichtigung, Kontakt (benachrichtigen) 7

れんらくさき 連絡先 れんらくさき￣ Kontaktdaten 7

ろくおんじ 鹿苑寺 ろ￢くおんじ Rokuon-Tempel 13

ロシア ロ￢シア Russland 1ス

わあ ――― Oh! (Ausdruck der Freude) 9ス

ワイン ワ￢イン Wein 14

わかります 【わかる1】 わかりま￢す verstehen, wissen, kennen 7

わけます 【わける2】 わけま￢す trennen 15

わざあり　＜じゅうどう＞ わざ￢あり halber Punkt i. Judo 18ス

わしょく わしょく￣ japanisches Essen 3

わすれます 【わすれる2】 わすれま￢す vergessen 15

わたし 私 わたし￣ ich 1

わらいます 【わらう1】 わらいま￢す lachen 2

わるい わる￢い schlecht 7

ろ
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