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『まるごと　日本のことばと文化』初中級（A2/B1）

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／あっ ――― Oh

アイスホッケー アイスホ￢ッケー Eishockey

あきらめます 【あきらめる2】 あきらめま￢す aufgeben

あさって あさ￢って übermorgen

あした 明日 あした￢ morgen

あつい 熱い あつ￢い heiß

あと 後 あ￢と später, danach

あの／あのう ――― ehm...

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Nachname: Abe

あまり あまり￣ nicht so (+Verneinung)

ありがとう あり￢がとう Danke

あります 【ある1】 ありま￢す sein, da sein

あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す zu Fuß gehen

アルバイト アルバ￢イト Job, Aushilfstätigkeit

いい（よさ） い￢い(よ￢さ) gut

いいます 【いう1】 言います いいま￢す sagen

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す gehen, fahren

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

いちど 一度 いちど￢ einmal

いつ い￢つ wann

いっしょ いっしょ￣ zusammen

いっしょに いっしょに￣ zusammen

いってきます 【いってくる3】 行ってきます いってきま￢す gehen und wiederkommen ス

いっぱい いっぱい￣ voll, ganz, alle, viel

いなか いなか￣ Land, ländliches Gebiet, Heimat ス

います 【いる2】 いま￢す sein, existieren (Lebewesen)

イラスト イラスト￣ Illustration

うけとります 【うけとる1】 受けとります うけとりま￢す in Empfang nehmen, annehmen

うち (家) うち￣ Haus, Zuhause

うれしい うれし￢い glücklich,  sich freuen

え／えっ ――― ja

えき 駅 え￢き Bahnhof

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

おうえん（します） （【する3】） 応援(します) おうえん￣ Ünterstützung, Anfeuern

おおよろこび 大喜び おおよ￢ろこび große Freude

おこります 【おこる1】 おこりま￢す wütend werden

おそい おそい￣、おそ￢い spät ス

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

おねがいします お願いします おねがいしま￢す ich bitte darum

おはよう おはよう￣ Guten Morgen!

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

おもしろい（おもしろさ） おもしろ￢い interessant

おわび（わび） おわび￣ Entschuldigung, Abbitte

かい／～かい ～回 ――― ~Mal

がいしゅつ 外出 がいしゅつ￣ Ausgehen

かいます 【かう1】 買います かいま￢す kaufen

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す schreiben

がくせい 学生 がくせい￣ Student, Schüler

かた／～から（いきかた） ～方(行き方) ――― Art und Weise (wie man hinkommt)

かたち 形 かたち￣ Form

Marugoto: Japanese Language and Culture
Pre‐Intermediate (A2/B1)

か ： ことばを はじめて 見る か　　　　　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　　　　ス ： スクリプトだけの ことば
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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

かちます 【かつ1】 勝ちます かちま￢す gewinnen, siegen

かならず (必ず) かならず￣ unbedingt, auf jeden Fall ス

かんじます 【かんじる2】 感じます かんじま￢す fühlen

かんたん（な）（かんたんさ） かんたん￣ einfach

かんどう（します） （【する3】） 感動(します) かんどう￣
Ergriffenheit,

Rührung

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

Mühe geben

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

きにします 気にします きにしま￢す
etw. Zu Herzen nehmen, nicht vergessen kö

nnen

きのう きの￢う、きのう￣ gestern

きます 【くる3】 来ます きま￢す kommen

キャンセル（します） （【する3】） キャ￢ンセル Absage

きゅう（な） 急(な) きゅう￣ plötzlich

きょう 今日 きょ￢う heute

きょうみ きょ￢うみ Interesse

きょうみがないです／ありません
きょ￢うみがな￢いです
／ありませ￢ん

keine Interesse haben

くうこう 空港 くうこう￣ Flughafen

くやしい くやし￢い ärgerlich, bedauernswert

クリケット
クリケ￢ット、
クリ￢ケット

Cricket

グループ グル￢ープ Gruppe

けんめい 件名 けんめい￣ Betreff(zeile)

こたえます 【こたえる2】 答えます こたえま￢す antworten

ことば ことば￢ Wort, Sprache

ことわります 【ことわる1】 ことわりま￢す ablehnen

ごめんなさい／ごめん
ごめんなさ￢い／
ごめん￣

Entschuldigung, Verzeihung

こんど (今度) こ￢んど demnächst

こんにちは こんにちは￢ Guten Tag, Hallo

さいご (最後) さ￢いご Ende, Schluss

さいしょ (最初) さいしょ￣ Anfang, Beginn

サイト サイト￣ Website

さそい さそい￣ Einladung

さそいます 【さそう1】 さそいま￢す einladen

サッカー サ￢ッカー Fussball

サッカーじょう サッカー場 サッカーじょう￣ Fussballplatz

さん ～さん ――― Herr/Frau ~

ざんねん（な） ざんね￢ん schade, leider

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

しごと（します） （【する3】） 仕事(します) しごと￣ Arbeit

しっかりします 【しっかりする3】 しっか￢りします sich zusammenreissen

じつは じつ￢は ehrlich (gesagt), tatsächlich

しつれい（します） （【する3】） しつ￢れい Unhöflichkeit, Grobheit

します 【する3】 しま￢す machen

しゅうまつ 週末 しゅうまつ￣ Wochenende

しゅっちょう（します） （【する3】） 出張(します) しゅっちょう￣ Dienstreise

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

しょるい しょるい￣ Papiere, Akte

しらべます 【しらべる2】 (調べます) しらべま￢す ermitteln, nachschlagen, untersuchen

しりあい (知り合い) しりあい￣ Bekannter

すき（な） 好き(な) すき￢ mögen

すぐ す￢ぐ sofort
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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

ずっと ずっと￣ die ganze Zeit

すばらしい（すばらしさ） すばらし￢い wundervoll, hervorragend

スポーツ スポ￢ーツ Sport

すみません すみませ￢ん Entschuldigung, Verzeihung

ぜひ ぜ￢ひ unbedingt

せんじつ 先日 せんじつ￣ neulich, vor kurzem

せんしゅ 選手 せ￢んしゅ Sportler, Spieler

そう そ￢う so

その その￣ diese/r/s N

それじゃあ それじゃ￢あ also dann

それなら それな￢ら wenn es so ist,

たい／～たい～（２たい１） ～対～(２対１) ～た￢い～ zu (2zu1)

たいしかん 大使館 たいし￢かん Botschaft (eines Landes)

だいじょ（う）ぶ（な） だいじょ￢(う)ぶ OK, in Ordnung

たかい（たかさ） 高い(高さ) たか￢い hoch

だします 【だす1】 出します だしま￢す herausholen; abgeben

たち／～たち（わたしたち） ――― Pluralsuffix bei Personen

だめ（な） だめ￢ zwecklos, unmöglich

チーム チ￢ーム Team

チームワーク チームワ￢ーク Teamwork

チケット チ￢ケット Ticket

ちち 父 ち￢ち、ちち￢ Vater (eigener)

ちゅうごく 中国 ちゅ￢うごく China

つかれ つかれ￢ Erschöpfung

つかれます 【つかれある2】 つかれま￢す müde werden, erschöpft

つぎ つぎ￢ nächste/s/r

つよい（つよさ） 強い(強さ) つよ￢い stark

ティーシャツ／Tシャツ ティーシャツ￣ Tshirt

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

できれば でき￢れば wenn möglich ス

テニス テ￢ニス Tennis

では で￢は nun denn

でます（しあいに） 【でる2】 出ます でま￢す teilnehmen

でも で￢も aber

テレビ テ￢レビ Fernseher

てんき 天気 て￢んき Wetter

どう ど￢う wie

とおり 通り とおり￢ Straße

とき (時) とき￢ Zeit; als

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

ともだち 友だち ともだち￣ Freund

どようび 土曜日 どよ￢うび Samstag

とります（チケットを） 【とる1】 とりま￢す holen, kaufen (ein Ticket)

ながともゆうと／ながともせんしゅ
長友佑都／
長友選手

ながともゆ￢うと／
ながともせ￢んしゅ

Nagatomo Yuto, Fußballspieler

なかむら／なかむらさん 中村／中村さん
なかむら￣／
なかむらさん￣

Nakamura (Nachname)

なります  【なる1】 なりま￢す werden

にちようび／にち 日曜日／日 にちよ￢うび Sonntag

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん Japan

にんき 人気 にんき￣ Beliebtheit

ねん 年 ね￢ん Jahr

のだ／のださん 野田／野田さん のだ￣／のださん￣ Noda (Nachname)

はい は￢い ja

バイト バイト￣ Job ス

はしります 【はしる1】 走ります はしりま￢す laufen, rennen
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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

はらはらします 【はらはらする3】 は￢らはらします aufgeregt sein, nervös sein

ひ 日 ひ￢、ひ￣ Tag

ひきわけ ひきわけ￣ Unentschieden

ひきわけます 【ひきわける2】 ひきわけま￢す unentschieden ausgehen

ひっし（な） ひっし￣ verzweifelt, mit aller Kraft

ひとつ 1つ／一つ ひと￢つ eins

ひみつ ひみつ￣ Geheimnis

ファン ファ￢ン Fan

プレー プレ￢ー Play, Spiel

プレゼント プレ￢ゼント Geschenk

ぶん 文 ぶ￢ん ~Minuten

ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん Satz, Text

ぶんか 文化 ぶ￢んか Kultur

ぶんかてき（な） 文化的(な) ぶんかてき￣ kulturell

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

ほか ほか￣ sonstiges

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう Hokkaido ス

ホッケー ホ￢ッケー Hockey

ほほほ ――― Hohoho (Lachen) ス

ほんとうに／ほんとに
ほんとうに￣／
ほんとに￣

wirklich

まえ 前 ま￢え vor

まけます 【まける2】 負けます まけま￢す verlieren

また また￢ wieder

まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す sich irren, verwechseln

マナー マ￢ナー Manieren

みせます 【みせる2】 見せます みせま￢す zeigen

みます 【みえる2】 見ます みま￢す sehen

むかえます 【むかえる2】 迎えます むかえま￢す abholen, empfangen

むだ（な） むだ￣ unnütz, sinnlos

めいれいけい (命令形) めいれいけい￣ Befehlsform, Imperativ

メール メール￣ Mail, Email

メッセージ メ￢ッセージ Nachricht

もう も￢う schon

もう もう￣ noch

もしもし も￢しもし Hallo (am Telefon)

もっと も￢っと mehr

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

もりあがります 【もりあがる】 もりあがりま￢す in Stimmung kommen, lebhaft werden

やきゅう やきゅう￣ Baseball

やくそく（します） （【する3】） やくそく￣ Versprechen, Verabredung

やっぱり／やはり やっぱ￢り／やは￢り wie erwartet

やまだ／やまださん 山田／山田さん
やまだ￣／
やまださん￣

Yamada (Nachname)

やります 【やる1】 やりま￢す machen

ゆうしょう（します） （【する3】） 優勝(します) ゆうしょう￣ Sieg, 1.Platz

ゆうめい（な） 有名(な) ゆうめい￣ berühmt

ゆたか（な）（ゆたかさ） 豊か(な)(豊かさ) ゆ￢たか reich, wohlhabend

ゆっくりします 【ゆっくりする3】 ゆっく￢りします es ruhig angehen lassen ス

よかったら よ￢かったら wenn es recht ist, wenn Sie möchten

よく よ￢く häufig

よく よ￢く gut

よし ――― na dann, auf gehts ス

よしだ／よしださん 吉田／吉田さん よしだ￣／よしださん￣ Yoshida, Nachname

よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す lesen

よわい 弱い よわ￢い schwach
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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

らいげつ 来月 ら￢いげつ nächster Monat

らいしゅう 来週 らいしゅう￣ nächste Woche

ラグビー ラ￢グビー Rugby

りゆう 理由 りゆう￣ Grund

ルール ル￢ール Regel

レポート レポート￣、レポ￢ート Bericht, Report, Aufsatz

わかい 若い わか￢い jung

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

わくわくします 【わくわくする3】 わくわくしま￢す aufgeregt sein, aus Vorfreude kribbelig sein

わたし 私 わたし￣ ich

わたしたち 私たち わたし￢たち wir

ああ ――― ja

アイティー／ＩＴ アイティ￢ー IT

あかるい 明るい あかるい￣、あかる￢い hell

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

あたらしい 新しい あたらし￢い neu

あたり あ￢たり Gegend

あに 兄 あ￢に älterer Bruder (eigener)

アニメ ア￢ニメ、アニメ￣ Anime

アパート アパ￢ート Appartment, Wohnung

あぶない 危ない
あぶない￣、
あぶな￢い

gefährlich

あんぜん（な） 安全(な) あんぜん￣ sicher

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ nein

いえ 家 いえ￢ Haus

いか／～いか ～以下 い￢か weniger als

いしかわ／いしかわさん 石川／石川さん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

Ishikawa (Nachname)

いじょう／～いじょう ～以上 い￢じょう mehr als ~

いっこだて 一戸建て いっこだて￣ Einfamilienhaus, freistehendes Haus

いぬ いぬ￢ Hund ス

イベント イベント￣ Event, Veranstaltung

いま 今 いま￢ jetzt

いろいろ（な） (色々(な)） いろいろ￣ verschiedene

インターネット インターネ￢ット Internet

うえ 上 うえ￣、うえ￢ oben, auf

うるさい うるさ￢い laut, störend

ええ ――― ja

えん／～えん ～円 ――― Yen

おおい 多い お￢おい viel

おかね（かね） お金 おかね￣ Geld

おきます 【おく1】 おきま￢す hinstellen

おきゃくさん お客さん おきゃくさん￣ Gast, Kunde

おきゅうりょう（きゅうりょう） お給料 おきゅ￢うりょう Gehalt ス

おしゃれ（な） おしゃ￢れ chic

おちつきます 【おちつく1】 おちつきま￢す sich beruhigen

おふろ（ふろ） おふ￢ろ Bad, Badewanne

おんせん 温泉 おんせん￣ Onsen, heiße Quelle

かいしゃ 会社 かいしゃ￣ Firma

かいます　（ペットを） 【かう1】 かいます かいま￢す halten

かいもの 買い物 かいもの￣ Einkäufe, Einkaufen

かえってきます 【かえってくる3】 帰ってきます か￢えってきます zurückkommen

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

かかります（じかんが） 【かかる1】 かかりま￢す dauern

かぞく 家族 か￢ぞく Familie

がっこう 学校 がっこう￣ Schule

1
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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

がまん（します） （【する3】） が￢まん Aushalten

かります 【かりる2】 借ります かりま￢す ausleihen

かわの／かわのさん 川野／川野さん
か￢わの／
か￢わのさん

Kawano (Nachname)

かんがえます 【かんがえる2】 考えます かんがえま￢す denken, nachdenken

かんきょう 環境 かんきょう￣ Umwelt

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す fragen

きにいります 気に入ります きにいりま￢す gefallen, mögen

きむら／きむらさん 木村／木村さん きむら￣／きむらさん￣ Kimura (Nachname)

きめます 【きめる2】 決めます きめま￢す entscheiden, festlegen

きゃく 客 きゃく￣ Gast, Kunde

きやま／きやまさん 木山／木山さん
き￢やま／
き￢やまさん

Kiyama (Nachname)

きゅうりょう 給料 きゅ￢うりょう Lohn, Gehalt

きょねん 去年 きょ￢ねん letztes Jahr

きれい（な） き￢れい schön, sauber

くの／くのさん くの￣／くのさん￣ Kuno (Nachname)

くるま 車 くるま￣ Auto, Wagen

げんき（な） 元気(な) げ￢んき gesund, munter, lebhaft

こうえん 公園 こうえん￣ Park

こうがい 郊外 こ￢うがい Vorort

こうつう 交通 こうつう￣ Verkehr

ここ ここ￣ hier

コスプレ コスプレ￣ Cosplay

こと (事) こと￢ Angelegenheit

こども 子ども こども￣ Kind

この この￣ diese/r/s N

こまります 【こまる1】 こまりま￢す Probleme haben

これから これから￣ von jetzt an

こんな こんな￣ ein solches ~

コンピューター コンピュ￢ーター Computer

さいたま (埼玉) さ￢いたま Saitama

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Saito (Nachname)

さがします 【さがす1】 さがしま￢す suchen

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Sato (Nachname)

ざんぎょう ざんぎょう￣ Überstunde

じかん 時間 じかん￣ Zeit

じかん ～時間 ～じ￢かん ~Stunden (lang)

しずか（な） 静か(な) し￢ずか ruhig, still

しぜん 自然 しぜん￣ Natur

しない 市内 し￢ない in der Satdt, Innenstadt

じぶん 自分 じぶん￣ selbst

じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ nun dann, tja

シャワー シャ￢ワー Dusche

じゅん じゅん￣ Reiehnfolge

しょうがくせい 小学生 しょうがく￢せい Grundschüler/in ス

しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう Grundschule

じょうけん じょうけ￢ん Bedingung

じょうけんけい (条件形) じょうけんけい￣ Konditionalform

しょうたい（します） （【する3】） 招待(します) しょ￢うたい Einladung

しります 【しる1】 知ります しりま￢す wissen, kennen

スーパー ス￢ーパー Supermarkt

すぎます／～すぎます 【すぎる2】 ～すぎま￢す überschreiten, zu ~

すくない 少ない すくな￢い wenig

すこし 少し すこ￢し ein bißchen, etwas
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ストレス スト￢レス Stress

すみます 【すむ1】 住みます すみま￢す wohnen

せいかつ（します） （【する3】） 生活(します) せいかつ￣ Leben, Alltagsleben

せまい せま￢い eng

ぜんぶ 全部 ぜ￢んぶ alles ス

そこ ――― dort

それ それ￣ das da

それで それで￣ deshalb

だいすき（な） 大好き(な) だ￢いすき heiß geliebt

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

たかい 高い たか￢い teuer

たくさん（あります） たくさん￣ viel

たなか／たなかさん 田中／田中さん
たなか￣／
たなかさん￣

Tanaka (Nachname)

たのしみ 楽しみ たのし￢み Vorfreude, Freude

たのしみます 【たのしむ1】 楽しみます たのしみま￢す sich amüsieren, genießen

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す essen

ため ため￢ für; wegen

だれか だ￢れか irgendwer

だんだん だんだん￣ nach und nach, allmählich

ちいさい 小さい ちいさ￢い klein

ちかい（ちかさ） 近い(近さ) ちか￢い Unterschied

ちかく 近く ち￢かく、ちか￢く Nähe

ちゅうしゃじょう 駐車場 ちゅうしゃじょう￣ Parkplatz

ちょっと ちょ￢っと genau

つうきん（します） （【する3】） 通勤(します) つうきん￣ Pendeln, zur Arbeit fahren

つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す benutzen

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

つとめます 【つとめる2】 勤めます つとめま￢す angestellt sein

ディーブイディー／DVD ディーブイディ￢ー DVD

でかけます 【でかける2】 出かけます でかけま￢す ausgehen

できます 【できる2】 できま￢す können

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す helfen

てんきん（します） （【する3】） (転勤(します)） てんきん￣ Versetzung

でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ Zug

とうきょう 東京 とうきょう￣ Tokio

どうして ど￢うして warum

どうぶつ 動物 どうぶつ￣ Tier ス

とおい 遠い とおい￣、とお￢い weit entfernt

ときどき (時々) ときどき￢ ab und zu, manchmal

どこ ど￢こ wo

ところ (所) ところ￢ Ort

としん 都心 としん￣ Innenstadt

どちら ど￢ちら welcher/s (von zwei)

とても／とっても とても￣／とっても￣ sehr

とも／～とも（ふたりとも） ～とも￣ alle ~, ~gemeinsam ス

どれ ど￢れ welche/s/r

どんどん ど￢んどん rasch, flott

どんな ど￢んな was für ein

ながの 長野 な￢がの Nagano (Stadt/Präfektur)

なにも 何も なにも￣ nichts (mit Verneinung)

ならべます 【ならべる2】 ならべま￢す aufreihen

なるほど なるほど￣ in der Tat, wirklich wahr, aha!, ich verstehe ス

にわ 庭 にわ￣ Garten

ねこ ね￢こ Katze ス

2
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ねん／～ねん ～年 ――― Jahr~

のりか／のりかさん
の￢りか／
の￢りかさん

Norika, weibl. Vorname

のります 【のる1】 乗ります のりま￢す einsteigen

のんびりします 【のんびりする3】 のんび￢りします ausspannen, es sich bequem machen

バーベキュー バーベ￢キュー Barbeque

ばしょ 場所 ばしょ￣ Ort

バス バ￢ス Bus

はなれます 【はなれる2】 はなれま￢す sich entfernen

はは 母 は￢は eigene Mutter

はやい（はやく） 早い(早く) はや￢い früh

はんたい はんたい￣ Gegenteil

ひき／～ひき ――― Zählsuffix für Tiere

びじゅつかん 美術館 びじゅつ￢かん Kunstmuseum ス

ひっこし（します） （【する3】） ひっこし￣ Umzug

ひっこします 【ひっこす1】 ひっこしま￢す umziehen

ひとり 1人／一人 ひと￢り ein Mensch

びょういん 病院 びょういん￣ Krankenhaus

びょうき 病気 びょうき￣ Krankheit, krank

ひる 昼 ひる￢ Mittag

ひろい（ひろさ） 広い(広さ) ひろ￢い geräumig

ふえます 【ふえる2】 ふえま￢す mehr werden, steigen, zunehmen

ふく 服 ふく￢ Kleidung

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ zwei

ふべん（な） 不便(な) ふ￢べん unpraktisch

ふるい 古い ふる￢い alt

ふるさと ふる￢さと Heimat

へいじつ 平日 へいじつ￣ Werktag

ペット ペ￢ット Haustier

へや 部屋 へや￢ Zimmer

へります 【へる1】 へりま￢す weniger werden, abnehmen

べんり（な）（べんりさ） 便利(な)(便利さ) べ￢んり praktisch

ほしい ほし￢い wollen, haben wollen ス

ほん 本 ほ￢ん Buch

まいにち 毎日 ま￢いにち jeden Tag

まず ま￢ず zuerst ス

まだ ま￢だ noch

まわり まわり￣ Umgebung

まん／～まん ～万 ま￢ん zehntausend

マンガ マンガ￣ Manga

マンション マ￢ンション Wohnung, Wohnhaus

みせ 店 みせ￢ Laden, Geschäft, Restaurant

みつかります 【みつかる1】 見つかります みつかりま￢す etwas findet sich

みんな みんな￢ alle

むり（な） む￢り unvernünftig, unmöglich

メモ メ￢モ Memo

もし も￢し wenn, falls

もんだい 問題 もんだい￣ Problem; Aufgabe

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

やさい 野菜 やさい￣ Gemüse

やすい（やすく） 安い(安く) やす￢い billig, günstig

やちん 家賃 や￢ちん Miete

やっと やっと￣ endlich

やめます 【やめる2】 やめま￢す aufhören, beenden

よる 夜 よ￢る Abend, Nacht

2
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よろこびます 【よろこぶ1】 喜びます よろこびま￢す sich freuen

りょうしん 両親 りょ￢うしん Eltern

りょうり 料理 りょ￢うり Kochen

レストラン レ￢ストラン Restaurant

あいます 【あう1】 合います あいま￢す passen

あきます 【あきる2】 あきま￢す überdrüssig werden, leid werden

あじ 味 あじ￣ Geschmack

あじわいます 【あじわう1】 味わいます あじわいま￢す genießen

あまい あまい￣、あま￢い süß

い 胃 い Magen

いかが いか￢が wie

イギリス イギリス￣ England, Großbritannien

いただきます いただきま￢す "Ich bekomme"

いちにち １日 いちにち￢、いちにち￣ ein Tag

いちばん 一番 いちばん￣ beste, meiste

いつも い￢つも immer

いのち い￢のち Leben

いみ 意味 い￢み Bedeutung ス

いやあ ――― Tja… ス

インド イ￢ンド Indien

インドじん インド人 インド￢じん Inder/in

インドネシア インドネ￢シア Indonesien

うすい うすい￣ schwach, wässrig, leicht, dünn

うどん うどん￣ Udon (jap. Nudeln)

おいしい おいしい￣、おいし￢い lecker

おおきい 大きい おおき￢い groß

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

おかし（かし） お菓子 おか￢し Süßigkeit, Knabberei

おくち（くち） お口 おくち￢ Mund, Ihr Mund ス

おこめ（こめ） お米 おこめ￣ Reis

おすし（すし） おす￢し Sushi

おちゃ お茶 おちゃ￣ grüner Tee

おはな（はな） お花 おはな￣ Blumen ス

おやこどん 親子どん おやこどん￣
Reisgericht mit Huhn und Ei ("Mutter und

Kind"Reistopf)

かいがい 海外 か￢いがい Ausland, Übersee

がいこく 外国 がいこく￣ Ausland

がいしょく 外食 がいしょく￣ auswärts Essen

かき かき￣ Kakifrucht

カップラーメン カップラ￢ーメン Cupramen, Ramen im Becher

かてい 家庭 かてい￣ Familie

ガドガド ガドガド￣ Gado-gado (indonesisches Gericht)

からだ 体 からだ￣ Körper

カリー カリー￣ Curry

かるい 軽い かるい￣、かる￢い leicht ス

かわい／かわいさん 川井／川井さん
かわい￣／
かわいさん￣

Kawai (Nachname)

かんこく 韓国 か￢んこく Korea ス

き 木 き￢ Baum ス

ききます（スパイスが） 【きく1】 ききます ききま￢す gut gewürzt, würzig

きらい（な） きらい￣ nicht mögen, hassen

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

きんじょ 近所 き￢んじょ Nachbarschaft

キンパ キ￢ンパ Gimbap, korean. Gericht

くすり くすり￣ Medikament ス

2
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くだもの くだ￢もの Obst

くち 口 くち￣ Mund

くちにあいます (口に合います) くちにあいま￢す schmecken

くに 国 くに￣、～くに￢ Land

けんこう 健康 けんこう￣ gesund

こうべ 神戸 こ￢うべ Kobe

こくさいしょく 国際色 こくさ￢いしょく internationales Flair

こたえ 答え こた￢え Antwort

ごちそう ごちそう￣ reichhaltiges Mahl

ごはん ご飯 ご￢はん gekochter Reis; Mahlzeit

こめ 米 こめ￢ Reis (roh)

さあ ――― tja, also, nun

ざいりょう 材料 ざいりょ￢う Zutaten

さかな 魚 さかな￣ Fisch

じしん 自信 じしん￣ Selbstvertrauen

ジャム ジャ￢ム Marmelade

しゅう 週 しゅ￢う Woche

しょく 食 しょく￣ Essen

しょく／～しょく ～食 ～しょく￣ ~gericht, ~ahlzeit, ~ Küche

しょくじ 食事 しょくじ￣ Essen, Mahlzeit

しょくせいかつ 食生活 しょくせ￢いかつ Essgewohnheiten, Ernährung

しょっぱい しょっぱ￢い salzig

しろい 白い しろ￢い weiß

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

すききらい 好ききらい すき￢きらい Vorlieben und Abneigungen

スターフルーツ スターフル￢ーツ Sternfrucht

スパイス スパ￢イス Gewürz (spice)

ぜいたく（な） ぜいた￢く luxuriös, üppig

ぜんぜん (全然) ぜんぜん￣ ganz und gar (nicht)

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

タイ タ￢イ Thailand

たべもの 食べ物 たべ￢もの Essen, Lebensmittel

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

ちば 千葉 ち￢ば Chiba

ちゅうしょく 昼食 ちゅうしょく￣ Mittagessen

ちょうし 調子 ちょうし￣
(körperlicher)

Zustand, Befinden

ちょうしょく 朝食 ちょうしょく￣ Frühstück

つま 妻 つ￢ま Ehefrau (eigene)

ていしょく 定食 ていしょく￣ Menü, Essensset

できるだけ できるだけ￣ möglichst

デパート デパ￢ート Kaufhaus

てんぷら てんぷら￣ Tempura

どうしても どうして￢も unbedingt, auf alle Fälle

どうぞ ど￢うぞ bitte

とうふ とうふ￢、とうふ￣ Tofu

トースト ト￢ースト Toast(brot)

ドリンク ドリ￢ンク Drink

トルコ ト￢ルコ Türkei

ドルマ ド￢ルマ Fernsehserie

とんかつ とんかつ￣ Schweineschnitzel

なつかしい なつかし￢い
wehmütig zurückblickend, Nostalgie verspü

ren

なっとう なっと￢う Natto, vergorene Bohnen

なに／なん 何 な￢に／な￢ん was

なにか 何か な￢にか irgendwas

3
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なれます 【なれる2】 なれま￢す sich gewöhnen

におい にお￢い Geruch

にがて（な） 苦手(な) にがて￣ nicht liegen

にくじゃが 肉じゃが にくじゃが￣ Kartoffel-Fleisch-Eintopfgericht

にち／～にち ～日 ――― Tag

にほんじん 日本人 にほんじ￢ん Japaner/in

にもの にもの￣ in Sud Gekochtes

ねだん ねだん￣ Preis

のこします 【のこす1】 のこしま￢す übriglassen

のみもの 飲み物 のみ￢もの Getränke ス

のり のり￢ Algen

バウムクーヘン バウムク￢ーヘン Baumkuchen

はじめ 始め はじめ￣ zu Beginn

バンコク バ￢ンコク Bangkok

はんとし 半年 はんとし￢ halbes Jahr

はんぶん 半分 はんぶ￢ん Hälfte

ひきます（せんを） 【ひく1】 ひきま￢す ziehen (eine Linie)

ひと 人 ひと￣、～ひと￢ Mensch

ひるごはん 昼ご飯 ひるご￢はん Mittagessen

フィッシュ アンド チップス
フィッシュ アンド チ￢ッ
プス

Fish & Chips

ふつう ふつう￣ normal

ぶどう ぶどう￣ Weintraube

ベジマイト ベジマ￢イト Vegemite

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

ほとんど ほと￢んど fast alle, fast ganz

まち 町 まち￢ Stadt, Ort

みそしる みそし￢る Misosuppe

みため 見た目 みため￣ Erscheinung, Aussehen

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

もちます 【もつ1】 持ちます もちま￢す halten, tragen

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

もの もの￢ Ding, Sache

もも もも￣ Pfirsich

やきざかな やき魚 やきざ￢かな gebratener Fisch

やせます 【やせる2】 やせま￢す abnehmen ス

ゆうしょく 夕食 ゆうしょく￣ Abendessen

ラーメン ラ￢ーメン Ramen (Nudelsuppe)

りょう 量 りょ￢う Menge

わあ ――― Uah! Los! ス

わしょく 和食 わしょく￣ japanisches Essen

わだ／わださん 和田／和田さん わだ￣／わださん￣ Wada (Nachname)

わるい 悪い わる￢い schlecht

あがります 【あがる1】 (上がります) あがりま￢す steigen

あし 足 あし￢ Bein, Fuss

あたたかい（あたたかく） あたたか￢い warm

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

. あね 姉 あね￣ ältere Schwester (eigene)

アメリカ アメリカ￣ USA

あら ――― huch! ス

あれ あれ￣ das dort

いけばな 生け花 いけ￢ばな Ikebana (Blumenstecken)

いちば 市場 い￢ちば Markt

いつごろ いつごろ￣ ungefähr wann

いらっしゃい いらっしゃい￣ willkommen, kommen Sie herein

3
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いらっしゃいます 【いらっしゃｓる1】 いらっしゃいま￢す kommen

インドネシアご インドネシア語 インドネシアご￣ Indonesisch

うた 歌 うた￢ Lied

うたいます 【うたう1】 歌います うたいま￢す singen ス

うんてん（します） （【する3】） 運転(します) うんてん￣ Fahren ス

えいご 英語 えいご￣ Englisch

エンジニア エンジ￢ニア Ingenieur

おい ――― Liebe

おかあさん お母さん おか￢あさん Mutter

おかげ おかげ￣
Unterstützung, Wohlwollen, Liebenswü

rdigkeit

おきゃくさま お客様
おきゃくさ￢ま、
おきゃくさま￣

Kunde, Gast

おくさん お￢くさん Ehefrau (v.j.anderem)

おくります 【おくる1】 送ります おくりま￢す schicken, senden

おこさん お子さん おこさん￣ Kind (eines anderen)

おじいさん おじ￢いさん Großvater, alter Mann

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

おします 【おす1】 おしま￢す drücken, pressen

おせわ（せわ） (お世話) おせ￢わ Bemühung, Sorge, Beistand

おっと 夫 おっと￣ Ehemann (eigene)

おとうさん お父さん おと￢うさん Vater

おどり おどり￣ Tanz

おにいさん お兄さん おに￢いさん großer Bruder(v.j. anderem)

おねえさん／おねえちゃん
お姉さん／お姉
ちゃん

おね￢えさん／
おね￢えちゃん

große Schwester(v.j. anderem)

おねがい（ねがい） お願い おねがい￣ Bitte ス

おはな お花 おはな￣ Blumenstecken

おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す sich merken

おみやげ（みやげ） おみやげ￣ Mitbringsel, Souvenir

おもいで 思い出 おもいで￣ Erinnerung

おんがく 音楽 お￢んがく Musik

かざります 【かざる1】 かざりま￢す
schmücken,

dekorieren

かします 【かす1】 貸します かしま￢す verleihen

かずお／かずおさん
かずお￣／
かずおさん￣

Kazuo (Vorname)

かない か￢ない Ehefrau (eigene) ス

カメラ カ￢メラ kamera

かわります 【かわる1】 変わります かわりま￢す sich ändern

かん／～かん ～観 ～￢かん ~Anschauung, ~Sicht

きかい 機会 きか￢い Chance, Gelegenheit

きょうつう きょうつう￣ Gemeinsamkeit

ぐうぜん ぐうぜん￣ Zufall

くつ くつ￢ Schuh

グランドキャニオン グランドキャ￢ニオン Grand Canyon

くれます 【くれる2】 くれま￢す mir geben

くわしい くわし￢い genau, detailliert, ausführlich

けいけん（します） （【する3】） 経験(します) けいけん￣ Erfahrung

けしき け￢しき Landschaft

げんかん げ￢んかん Eingangsbereich (Haus/Wohnung)

こ 子 こ￣ Kind

ご／～ご ～語 ～ご￣ Suffix für Sprachen

ごかぞく（かぞく） ご家族 ごか￢ぞく Familie

こちら こちら￣ hier

こっち こっち￢ hier

このあいだ (この間) このあいだ￣ neulich

4
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ごめんください ごめんくださ￢い Hallo/Entschuldigung, ist da jemand?

ごりょうしん（りょうしん） ご両親 ごりょ￢うしん Eltern

さかもと／さかもとさん 坂本／坂本さん
さかもと￣／
さかもとさん￣

Sakamoto (Nachname)

さびしい さびし￢い einsam

シーディー ＣＤ シーディ￢ー CD

しびれます 【しびれる2】 しびれま￢す taub werden, gefühllos werden

ジャカルタ ジャカルタ￣ Jakarta

しゃしん 写真 しゃしん￣ Foto

じゃま（します） （【する3】） じゃま￣ Störung

じゅうしょ 住所 じゅ￢うしょ Adresse

じゅけん (受験) じゅけん￣ Prüfungen ablegen ス

しゅじん しゅ￢じん Ehemann

しゅみ しゅ￢み Hobby

しょう／しょうくん しょう/しょうくん しょ￢う／しょ￢うくん Sho (männl. Vorname)

じょうず（な） 上手(な) じょうず￢ gut können

じんせい 人生 じ￢んせい Leben, Menschenleben

じんせいかん 人生観 じんせ￢いかん Lebensanschauung

しんせつ（な） 親切(な) し￢んせつ freundlich

すごい すご￢い toll, super, beeindruckend

すばる 昴 す￢ばる Plejaden ス

スリッパ ス￢リッパ、スリ￢ッパ Hausschuhe

すわります 【すわる1】 座ります すわりま￢す sich setzen

せいざ 正座 せいざ￣ formeller Kniesitz

そして そして￣ und dann

そのころ そのこ￢ろ zu dieser Zeit

そふ そ￢ふ Großvater

そぼ そ￢ぼ Großmutter

それでは それで￢は also dann

だいたい だいたい￣ ungefähr ス

たすかります 【たすかる1】 (助かります) たすかりま￢す gerettet werden, nützlich sein

たちます 【たつ1】 立ちます たちま￢す sich hinstellen

タマ タ￢マ häufiger Name für eine Katze

たんじょうび 誕生日 たんじょ￢うび Geburtstag

ちがい ちがい￣ nah

ちず (地図) ち￢ず Karte, ス

つうやく 通訳 つ￢うやく Dolmetschen

つながり つながり￣ Verbindung, Beziehung

つながります 【つながる1】 つながりま￢す Verbindung bekommen, verbunden sein

つれていきます 【つれていく1】 (連れていきます) つれていきま￢す mitnehmen (eine Person)

てづくり 手作り てづ￢くり Handgemachtes

でんわ（します） （【する3】） 電話(します) でんわ￣ Telefon

でんわばんごう 電話(番号) でんわば￢んごう Telefonnummer

どうも ど￢うも Hallo

とくに (特に) と￢くに besonders

とります（しゃしんを） 【とる1】 とりま￢す Fotos machen

なまえ 名前 なまえ￣ Name

ならいます 【ならう1】 習います ならいま￢す lernen

にほんご 日本語 にほんご￣ Japanisch

ニャ～ ――― miau ス

ニューヨーク ニューヨ￢ーク New York

にん ～人 ――― ~Personen (Zähl suffix)

ぬぎます 【ぬぐ1】 ぬぎま￢す ausziehen

ねんかん／～ねんかん ～年間 ～ね￢んかん ~Jahre lang

ねんせい／～ねんせい ～年生 ～ね￢んせい Schüler/Student im ~Jahr ス
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はいります 【はいる1】 入ります はいりま￢す hineingehen

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

はじめて 初めて はじ￢めて zum ersten Mal

はじめまして はじめま￢す
Es ist das erste Mal! (Begrüßung, wenn man

jemanden neu kennenlernt)

はたらきます 【はたらく1】 働きます 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, erzählen

はは／ははは ――― hahaha (Lachen) ス

ひかる／ひかるさん
ひかる￣／
ひかるさん￣

Hikaru

びっくりします 【びっくりする3】 びっく￢りします sich erschrecken, erstaunen

ひろしま 広島 ひろしま￣ Hiroshima

ふたり ２人／二人 ふたり￢ zwei Personen

ふれます 【ふれる2】 ふれま￢す in Berührung kommen, berühren

ブログ ブログ￣ Blog

へえ ――― Heh! (Ausdruck des Erstaunens)

ベル ベ￢ル Glocke

ほうもん（します） （【する3】） 訪問(します) ほうもん￣ Besuch

ぼく ぼ￢く ich (für Männer)

まあ ま￢あ nun; Oh, Ach; Äh! ス

まちます 【まつ1】 待ちます まちま￢す warten

ママ マ￢マ Mama

むかし むかし￣
früher, in

alter Zeit

むすこ むすこ￣ Sohn (eigener)

むすめ むすめ￢ Tochter (eigene)

むすめさん むすめさん￣ Tochter v.j.anderem

めぐみ／めぐみさん
めぐみ￣／
めぐみさん￣

Megumi, weibl. Vorname

やく 約～ や￢く～ ungefähr ~

やさしい やさしい￣、やさし￢い lieb, nett

やまもと／やまもとさん 山本／山本さん
やまもと￣／
やまもとさん￣

Yamamoto (Nachname)

ゆっくり ゆっく￢り langsam, gemähchlich

ようこ／ようこさん よ￢うこ／よ￢うこさん Yoko, weibl. Vorname

ようこそ よ￢うこそ willkommen ス

よしえ／よしえさん よしえ￣／よしえさん￣ Yoshie, weibl. Vorname

よびます 【よぶ1】 よびま￢す rufen

よびます 【よぶ1】 よびま￢す einladen

らいねん 来年 らいねん￣ nächstes Jahr ス

らく（な） (楽(な)) らく￢ bequem, angenehm

らくにします (楽にします) らく￢にします es sich bequem machen

りゅうがく（します） （【する3】） 留学(します) りゅうがく￣ Auslandsstudium

りょこう（します） （【する3】） 旅行(します) りょこう￣ Reise

りょこうがいしゃ 旅行会社 りょこうが￢いしゃ Reisebüro, Reiseveranstalter ス

れい 例 れ￢い Beispiel

レシピ レ￢シピ Rezept

わすれます 【わすれる2】 忘れます わすれま￢す vergessen

あいます 【あう1】 会います あいま￢す treffen

あつまり 集まり あつま￢り Versammlung

あつめます 【あつめる2】 集めます あつめま￢す (etw.) sammeln

アラビア アラビア￣ Arabien ス

アラビアご アラビア語 アラビアご￣ Arabisch ス

あれ／あれ？ ――― huch, nanu! ス

いけん 意見 い￢けん Meinung

いこうけい (意向形) いこうけい￣ Volotionalform

いちばん 一番 いち￢ばん Nr. 1

4
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いつつ ５つ／五つ いつ￢つ 5 Stück

いままでに 今までに いまま￢でに bis jetzt, bis heute ス

うけます（しけんを） 【うける2】 受けます(試験を) うけま￢す bekommen; eine Prüfung ablegen

うらやましい うらやまし￢い beneidenswert

うん ――― ja

えんげき えんげき￣ Theater

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す sich verspäten

おなじ 同じ おなじ￣ gleich

がいこくご 外国語 がいこくご￣ Fremdsprache

がいこくじん 外国人 がいこく￢じん Ausländer

かいわ 会話 かいわ￣ Dialog, Unterhaltung

カフェ カ￢フェ Cafe (Ort)

かよいます 【かよう1】 通います かよいま￢す regelmäßig aufsuchen, pendeln

かんけい 関係 かんけい￣ Beziehung

かんじ 漢字 かんじ￣ Kanji

ききとり 聞きとり ききとり￣ Hörverstehen ス

ききとります 【ききとる1】 聞きとります ききとりま￢す (akkustisch) verstehen, heraushören

ききます　 【きく1】 聞きます ききま￢す hören

キャラクター
キャラクター￣、
キャ￢ラクター

Charakter, auftretende Figur (Comic,

Theater etc.)
ス

きゅう／～きゅう ～級 ～きゅう￣ ~Grad, ~Stufe

きょうかしょ 教科書 きょうか￢しょ Lehrbuch

クラス ク￢ラス Klasse

くん／～くん ――― Herr/Frau~, Anrede haupts. f. Männer

けいかく 計画 けいかく￣ Plan

げいじゅつか 芸術家 げいじゅつか￣ Künstler

こうはい こうはい￣ jüngerer Mitschüler/Kommilitone/Kollege

コース コ￢ース Kurs

ごがく 語学 ごがく￣、ご￢がく
Fremdsprachenstudium,

Sprachwissenschaften

これ これ￣ dies

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

しけん 試験 しけ￢ん Prüfung

しぜん（な） 自然(な) しぜん￣ natürlich

しめきり しめきり￣ Deadline, Abgabeschluss

じゅう ～中 ～じゅう￣
während~,

gerade bei ~

じゅこうりょう 受講料 じゅこ￢うりょう Kursgebühr

じょうきゅう 上級 じょうきゅう￣ Oberstufe

しょうせつ (小説) しょうせつ￣ Roman

じょうほう 情報 じょうほう￣ Information

しょうらい しょ￢うらい Zukunft

しょきゅう 初級 しょきゅう￣ Grundstufe

じょし 女子 じょ￢し Mädchen

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 ス

せいせき 成績 せいせき￣ Note, Zensur

せっきょくてき（な） せっきょく的(な) せっきょくてき￣ aktiv, energisch, positiv

ぜったい ぜったい￣ unbedingt, auf jeden Fall

せんせい 先生 せんせ￢い Lehrer

せんぱい せんぱい￣
Älterer, Senior (Schule, Beruf), auch als

Anrede

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

そんな そんな￣ so ein, solch ein

そんなに そんなに￣ so sehr, so viel, besonders ス

だいがく 大学 だいがく￣ Universität
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タイご タイ語 タイご￣ Thailändisch

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

たいせつ（な） (大切(な)) たいせつ￣ wichtig

ただしい（ただしく） 正しい(正しく) ただし￢い richtig, korrekt

たのしい（たのしく） 楽しい(楽しく) たのし￢い lustig, vergnüglich, angenehm

ためます 【ためる2】 ためま￢す sparen, horten

たんご たんご￣ Vokabel

チャット チャット￣ Chat

ちゃんと ちゃんと￣ ordentlich, gründlich ス

ちゅうきゅう 中級 ちゅうきゅう￣ Mittelstufe

つうじます 【つうじる2】 通じます つうじま￢す
verstanden werden, sich verständigen kö

nnen

つきます（じしんが） 【つく1】 つきま￢す sich bilden, zunehmen

つづきます 【つづく1】 (続きます) つづきま￢す andauern, fortdauern

てがみ (手紙) てがみ￣ Brief

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

とちゅう とちゅう￣ unterwegs, dabei

となり となり￣ neben

ニュース ニュ￢ース Nachrichten

ノート ノ￢ート Heft

はじめます 【はじめる2】 始めます はじめま￢す anfangen

はずかしがります 【はずかしがる
1】

はずかしがりま￢す sich genieren, schüchtern sein

はずかしがりや はずかしがりや￣ schüchterner Mensch

はなし 話 はなし￢ Geschichte, Erzählung

はなしことば 話しことば はなしこ￢とば gesprochene Sprache, Umgangssprache

はなしずき（な） 話し好き(な) はなしずき￣ gesprächig, redselig

はやい（はやく） はや￢い schnell

ひかく（します）（【する3】） ひかく￣ Vergleich

ひさしぶり ひさしぶり￣ seit langer Zeit

ふしぎ ふしぎ￣ seltsam

ふふふ ――― hihihi ス

フラメンコ フラメ￢ンコ Flamenco

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 (Sprache)

ぶんぽう 文法 ぶんぽう￣ Grammatik

べんきょうになります 勉強になります べんきょうになりま￢す lehrreich sein, informativ sein

ほうほう 方法 ほうほう￣ Methode, Art und Weise

ぼご 母語 ぼ￢ご Muttersprache

ほら ――― Hör mal, Schau mal ス

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

ほんや 本屋 ほ￢んや Buchladen

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

まだまだ ま￢だまだ noch und noch, noch gar nicht

まちがいます 【まちがう1】 まちがいま￢す sich irren, falsch mach

まなびます 【まなぶ1】 学びます まなびま￢す lernen

まね（します） （【する3】） まね￣ Nachahmung, Nachmachen ス

マンガカフェ マンガカ￢フェ Mangacafe

みかけます 【みかける2】 見かけます みかけま￢す flüchtig sehen

みっつ ３つ／三つ みっつ￢ 3Stück

みならいます 【みならう1】 見習います みならいま￢す vom Beispiel lernen

むずかしい 難しい
むずかしい￣、
むずかし￢い

schwierig

メキシコ メキシコ￣ Mexiko ス

もくてき 目的 もくてき￣ Ziel

やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す frei machen
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ゆめ ゆめ￢ Traum ス

らくだい（します） （【する3】） らくだい￣ Durchfallen, Sitzenbleiben

あー ――― Ah! ス

あいて 相手 あいて￢ Partner

あいます／～あいます（しりあいま
す） 【あう1】

～合います(知り
合います)

～あいま￢す(しりあいま
￢す)

passen, auf Gegenseitigkeit ~

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

あなた あな￢た Du, Sie

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

Umfrage

いたい いた￢い schmerzhaft, schmerzen ス

いっしょう 一生 いっしょう￣ das ganze Leben

いのります 【いのる1】 いのりま￢す beten, bitten

いもうと 妹 いもうと￢ jüngere Schwester (eigene) ス

いろ 色 いろ￢ Farbe ス

いわいます 【いわう1】 祝います いわいま￢す feiern

インタビュー イ￢ンタビュー Interview

うそ う￢そ Lüge

うふふ ――― hihihi (lachen) ス

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

うわさ うわさ￣ Gerücht

えへへ ――― Hihi, Hehe (Lachen) ス

おいわい（いわい） お祝い おいわい￣ Feiern

おおきな 大きな お￢おきな groß

おかねもち（かねもち） お金持ち
おかねもち￣、
おかね￢もち

Krösus

おしあわせ（しあわせ） お幸せ おしあわせ￣ Glück, viel Glück!

おしごと お仕事 おし￢ごと Arbeit, Ihre Arbeit ス

おちます 【おちる2】 おちま￢す herunterfallen, durchfallen ス

おてら（てら） お寺 おてら￣ Tempel (buddhistisch)

おとこ 男 おとこ￢ Mann

おととし おと￢とし vorletztes Jahr

おどろきます 【おどろく1】 おどろきま￢す sich erschrecken, erstaunen

おばあさん／おばあちゃん
おば￢あさん／
おば￢あちゃん

Großmutter, alte Frau

おふたり（ふたり） お二人 おふたり￢ die beiden

おみまい（みまい） お見舞い おみまい￣ Krankenbesuch

おめでとう おめでとう￣ herzlichen Glückwunsch

カード カ￢ード Karte

かいだん かいだん￣ Treppe ス

かじ 家事 か￢じ Hausarbeit

かち 価値 か￢ち Wert

かちかん 価値観 かち￢かん Wertvorstellung

がつ ～月 ――― Endung für die Monatsnamen

カップ カ￢ップ Tasse

かれ 彼 か￢れ er; Boyfriend

かわいい かわい￢い niedlich

かわいがります 【かわいがる1】 かわいがりま￢す verwöhnen

かわいそう（な） かわいそ￢う bedauernswert, bemitleidenswert ス

かんがえ 考え かんが￢え Gedanke, Idee

きじ き￢じ (Zeitungs-)Artikel

きっかけ きっかけ￣ Anlass

きっと きっと￣ sicherlich

きます 【きる2】 着ます きま￢す anziehen ス

きまります 【きまる1】 決まります きまりま￢す entschieden werden, festgelegt werden

きもち 気持ち きもち￣ Gefühl

きょうだい (兄弟) きょ￢うだい Geschwister
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きょく きょく￣ Musikstück

ぎんこう 銀行 ぎんこう￣ Bank

くらします 【くらす1】 くらしま￢す leben

くろ 黒 く￢ろ Schwarz ス

ケーキ ケ￢ーキ Kuchen, Torte

けが（します） （【する3】） けが￢ Verletzung ス

けっか けっか￣ Ergebnis

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

けっこんしき 結婚式 けっこ￢んしき Hochzeitsfeier

こいびと 恋人 こいびと￣ Geliebte/r, Partner

ごけっこん（けっこん） ご結婚 ごけっこん￣ Vermählung

ごちそうさま ごちそうさま￣
"es hat gut geschmeckt" (Floskel nach dem

Essen
ス

こんやく 婚約 こんやく￣ Verlobung

さいきん 最近 さいきん￣ in letzter Zeit

さいこう 最高 さいこう￣ Maximum, beste, höchste, oberste

しあわせ 幸せ しあわせ￣ Glück

しき ～式 ～￢しき ~Feier

した 下 した￣（～のした￢） unten

したしい (親しい) したし￢い vertraut

しま 島 しま￢ Insel

じゅうぶん（な） (十分(な)) じゅうぶ￢ん ausreichend

しゅっせき（します） （【する3】） 出席(します) しゅっせき￣ Teilnahme

じゅんび（します） （【する3】） 準備(します) じゅ￢んび Vorbereitung

しょうたいじょう 招待状 しょうたいじょう￣ Einladungskarte

しょくば 職場 しょくば￣ Arbeitsplatz

じょせい 女性 じょせい￣ Frau

しりあいます 【しりあう3】 知り合います しりあいま￢す kennenlernen

じんじゃ 神社 じ￢んじゃ Schrein (shintoistisch)

すえながい (末長い) すえなが￢い ewig, unendlich

すがた す￢がた Gestalt

すてき（な） すてき￣ reizend

スピーチ スピ￢ーチ Rede

せいかく せいかく￣ Charakter

そーお ――― Aha, Ach so ス

だい／～だい ～代 ～￢だい Ausgaben/ Kosten für ~

たいくつ（な） たいくつ￣ langweilig

だいじ（な） (大事(な)) だいじ￣ wichtig

たくさん（のひと） たくさ￢ん viele

たすけます 【たすける2】 助けます たすけま￢す helfen

たとえば (例えば) たと￢えば zum Beispiel ス

たぶん た￢ぶん wahrscheinlich

だれ だ￢れ wer

だんじょ 男女 だ￢んじょ Männer und Frauen

ダンス ダ￢ンス Tanz

だんせい 男性 だんせい￣ Mann

ちかごろ 近ごろ ちか￢ごろ neuerdings, in letzter Zeit, heutzutage

ちゅう／～ちゅう ～中 ～ちゅう￣ während ~, bei~

つきあい つき合い つきあ￢い gesellschaftlicher Umgang, Beziehung

つきあいます 【つきあう1】 つき合います つきあいま￢す
mit jemandem Umgang haben, sich

anfreunden, eine Beziehung haben

であい 出会い であ￢い、であい￣ Treffen, Begegnung

できごと (出来事) でき￢ごと Ereignis

ながい（ながく） 長い(長く) なが￢い lang ス

なかがいい な￢かがい￢い sich gut verstehen ス

なぐさめます 【なぐさめる2】 なぐさめま￢す trösten
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なくなります（ひとが） 【なくなる1】 なくなりま￢す sterben

にほんまつり 日本祭 にほんま￢つり Japanfest

にます（にています） 【にる2】 にま￢す ähnlich sein, ähneln

にゅういん（します） （【する3】） 入院(します) にゅういん￣ ins Krankenhaus kommen

ねがい 願い ねが￢い Bitte

ネクタイ ネ￢クタイ Krawatte

ばあい (場合) ばあい￣ Fall

パーティー パ￢ーティー Party

はげまします 【はげます1】 はげましま￢す aufmuntern, anspornen

はな 花 はな￢ Blume

ピアノ ピアノ￣ Klavier

ひきます（ピアノを） 【ひく1】 ひきま￢す ziehen

ビデオ ビ￢デオ Video

ブラジル ブラジル￣ Brasilien

プロポーズ（します） （【する3】） プロポ￢ーズ Heiratsantrag

ペア ペ￢ア Paar

ほう 方 ほ￢う Richtung

ぼくたち ぼ￢くたち wir

ほんとう／ほんと ほんとう￣／ほんと￣ wirklich

まご まご￢ Enkel

まさか ま￢さか auf keinen Fall ス

マドリード マドリ￢ード Madrid ス

みつけます 【みつける2】 見つけます みつけま￢す etwas finden

めずらしい めずらし￢い selten ス

もうします 【もうす1】 もうしま￢す heißen

もちろん もち￢ろん natürlich, selbstverständlich

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 mitnehmen

もり／もりさん 森／森さん もり￣／もりさん￣ Mori (Nachname)

れんしゅう（します） （【する3】） 練習(します) れんしゅう￣ Übung

わーお ――― Wow! ス

わかれます 【わかれる2】 (別れます) わかれま￢す sich trennen

あさごはん 朝ご飯 あさご￢はん Frühstück

アドバイス ア￢ドバイス Ratschlag ("Advice")

あやまります 【あやまる1】 あやまりま￢す sich entschuldigen

いがい（な） (意外(な)) いがい￣ unerwartet, unvohergesehen

いっしょうけんめい（な） いっしょうけ￢んめい mit aller Kraft

いや（な） いや￢ unangenehm, zuwider, nicht mögen ス

いります 【いる1】 いりま￢す benötigen

いれます（コーヒーを） 【いれる2】 入れます いれま￢す Kaffee kochen

うーん ――― Hm

うしろ (後ろ) うしろ￣ Rückseite, hinten

おおやま／おおやまさん 大山／大山さん
おおやま￣／
おおやまさん￣

Ooyama (Nachname)

おさけ（さけ） お酒 おさけ￣ Sake

おたがい おたがい￣ gegenseitig

おや 親 おや￢ Eltern

かいしゃいん 会社員 かいしゃ￢いん Angestellter

かえします 【かえる1】 返します かえしま￢す zurückgeben

かえます 【かえる2】 変えます かえま￢す wechseln, ändern

かかります（でんわが） 【かかる1】 かかりま￢す angerufen werden, ein Anruf geht ein

かけます（こえを） 【かける2】 かけま￢す ansprechen

かなしい かなしい￣、かなし￢い traurig

かれし／カレシ カレシ￣ Boyfriend

きぶん 気分 き￢ぶん Stimmung, Laune

くび くび￣ Hals, Genick
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けんか（します） （【する3】） けんか￣ Streit

こえ こ￢え Stimme

コーヒー コーヒ￢ー Kaffee

こころ 心 こころ￢ Herz

こんご 今後 こんご￣ dieses Mal; nächstes Mal

こんや 今夜 こ￢んや heute Abend

しかたがない (仕方がない) しかたがな￢い da kann man nichts machen ス

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

じっと じっと￣ regungslos, fest

しばらく しば￢らく eine Weile

しゃかい 社会 しゃ￢かい Gesellschaft

しゃかいじん 社会人 しゃか￢いじん
Erwachsener, vollwertiges Mitglied der

Gesellschaft

しゃべります 【しゃべる1】 しゃべりま￢す plaudern, quatschen

しんじん 新人 しんじん￣ Neuling

しんぱい（な） 心配(な) しんぱい￣ sorgen bereitend

しんぶん (新聞) しんぶん￣ Zeitung

しんゆう 親友 しんゆう￣ enger Freund

すずき／すずきさん 鈴木／鈴木さん
すずき￣／
すずきさん￣

Suszuki (nachname)

すすめます 【すすめる2】 すすめま￢す empfehlen

すっきりします 【すっきりする3】 すっきりしま￢す sich frisch fühlen

せっかく せっかく￣ lang erwartet; extra

そうだん（します） （【する3】） 相談(します) そうだん￣ Beratung, Konsultation

そしたら そした￢ら dann, und dann, unter so einer Bedingung

そば そ￢ば Seite, Nähe

それより それよ￢り davon abgesehen, anstatt, an Stelle von

だから だ￢から deshalb

たて た￢て senkrecht

タバコ タバコ￣ Zigarette

ちちおや 父親 ちちおや￣ Vater ス

つづけます 【つづける2】 (続けます) つづけま￢す fortführen, fortsetzen

つらい つらい￣ hart ス

とうこう（します） （【する3】） とうこう￣ Beitrag für eine Zeitung einreichen

ドクター ド￢クター Dokter

ながでんわ 長電話 ながで￢んわ langes Telefonat

なくなります（げんきが） 【なくなる
1】

なくなりま￢す verloren gehen

なまいき（な） (生意気(な)) なまいき￣ frech, unverschämt

なやみ なやみ￢ Sorge

なやみます 【なやむ1】 なやみま￢す sich sorgen, grübeln

なんだか な￢んだか irgendwie

にんげん 人間 にんげん￣ Mensch

にんげんかんけい 人間関係 にんげんか￢んけい zwischenmenschliche Beziehungen

にんずう 人数 に￢んずう Anzahl der Personen

ねえ ――― (informelle Art jemanden anzusprechen) ス

ねます 【ねる2】 寝ます ねま￢す schlafen, einschlafen

ねむります 【ねむる1】 ねむりま￢す schlafen

のみかい 飲み会 のみかい￣ Party, Trinkgelage

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す trinken

のります（そうだんに） 【のる1】 のりま￢す Rat geben ス

はあ ――― ja, in der Tat ス

はっきり はっき￢り deutlich

ハッピー（な） ハ￢ッピー happy, glücklich

はらいます 【はらう1】 はらいま￢す bezahlen

ばんめ／～ばんめ ～番目 ～ばんめ￢ ~te
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ひどい ひど￢い grausam

ふあん 不安 ふあん￣ Unsicherheit

ふう ――― puh ス

ふうん／ふーん ――― Hmm!; Puh!

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

へんじ (返事) へんじ￢ Antwort

ホーム ホ￢ーム Home

まもります 【まもる1】 まもりま￢す beschützen

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す zögern, sich nicht entscheiden können

むせきにん（な） むせ￢きにん verantwortungslos ス

め 目 め￢ Auge

やすみ 休み やすみ￢ Pause, Ferien, Urlaub, freie Zeit

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

よこ よこ￣ Seite, neben

ランキング ランキング￣ Ranking

リサ／リサさん リ￢サ／リ￢サさん Lisa, weibl. Vorname

れんあい 恋愛 れんあい￣ Liebe

わらいます 【わらう1】 わらいま￢す lachen

わりかん わりかん￣ Aufteilen einer Rechnung

あいます（ひどいめに） 【あう1】 あいま￢す furchtbare Erfahrung machen

あきます 【あく1】 (開きます) あきま￢す öffnen, aufgehen

あけます 【あける2】 (開けます) あけま￢す öffnen, aufmachen

アナウンス
アナ￢ウンス、
アナウ￢ンス

Durchsage, Ansage

あらいます 【あらう1】 洗います あらいま￢す waschen

いき／～いき ～行き ～いき￣ nach ~

いましばらく 今しばらく いましば￢らく gleich, bald

うけつけ 受付 うけつけ￣ Empfang

エアコン エアコン￣ Klimaanlage

えいが 映画 えいが￣、え￢いが Film

えー ――― Äh? ス

ええと／ええっと ――― nun, ja, äh...

エーン ――― schluchz

エレベーター エレベ￢ーター Fahrstuhl

エンジン エ￢ンジン Motor

おいそぎ お急ぎ おいそぎ￣ große Eile

おこります 【おこる1】 (起こります) おこりま￢す passieren, sich ereignen

おもいだします 【おもいだす1】 思い出します おもいだしま￢す sich erinnern

おゆ（ゆ） お湯 おゆ￣ heißes Wasser

おります 【おりる2】 おりま￢す aussteigen

おわすれもの（わすれもの） お忘れ物 おわすれもの￣ Fundsache, etwas, das vergessen wurde

おわすれものセンター
お忘れ物セン
ター

おわすれものセ￢ンター Fundbüro

かいし（します） （【する3】） 開始(します) かいし￣ Beginn

ガイドブック ガイドブ￢ック Reiseführer (Buch)

カウンター カウンター￣ Theke ス

かけます（めいわくを） 【かける2】 かけま￢す zur Last fallen

かた 方(このあたりの) かた￢ Person

かばん かばん￣ Tasche

きえます（でんきが） 【きえる2】 きえま￢す ausgehen

きこく（します） （【する3】） 帰国(します) きこく￣
Rückkehr ins

Heimatland

ぎじゅつしゃ 技術者 ぎじゅつ￢しゃ Techniker, Ingenieur ス

ゲート ゲ￢ート Gate

ゲーム ゲ￢ーム Spiel

けします （でんきを）【けす1】 けしま￢す löschen, ausschalten
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ご／～ご ～後 ～ご￢ nach ~

こうくう ～航空 ～こ￢うくう Fluglinie~

ごうしつ ～号室 ～ご￢うしつ Zimmernummer~

こくさい～ 国際～ こくさい￣～ international~

ごご 午後 ご￢ご Nachmittag, p.m.

こしょう（します） （【する3】） 故障(します) こしょう￣ Defekt, Störung, Nichtfunktionieren

ごとうじょう（とうじょう） ご搭乗 ごとうじょう￣ Einsteigen, An-Bord-Gehen

ごめいわく（めいわく） ごめ￢いわく Belästigung, Störung

コメント コメント￣ Kommentar, Anmerkung

ごりよう（りよう） ご利用 ごりよう￣ Benutzung, Verwendung

サイン サ￢イン Unterschrift

じ ～時 ～￢じ ~Uhr

じどうし 自動詞 じど￢うし intransitives Verb

しまります 【しまる1】 しまりま￢す sich schließen, zugehen

しめます 【しめる2】 しめま￢す schließen

しゅっぱつ（します） （【する3】） 出発(します) しゅっぱつ￣ Aufbruch, Abfahrt

しゅっぱつゲート 出発ゲート しゅっぱつゲ￢ート Flugsteig

しらせます 【しらせる2】 知らせます しらせま￢す mitteilen

スイッチ ス￢イッチ、スイ￢ッチ Schalter ス

スーツケース スーツケ￢ース Koffer

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

スタッフ スタ￢ッフ Staff, Mitarbeiter

せつめい（します） （【する3】） 説明(します) せつめい￣ Erklärung

センター セ￢ンター Center

そうじ そうじ￣ Putzen ス

それから それから￣ danach, ab dann

たいへん (大変) たいへん￣ sehr ス

たずねます 【たずねる2】 たずねま￢す fragen ス

たてます（けいかくを） 【たてる2】 立てます(計画を) たてま￢す aufstellen (Pläne)

たどうし 他動詞 たど￢うし transitives Verb

たのみます 【たのむ1】 たのみま￢す bitten

チェック（します） （【する3】） チェ￢ック Check, Überprüfung

チェックイン（します） （【する3】） チェックイ￢ン Einchecken

チェックインカウンター チェックインカ￢ウンター Eincheckschalter

つきます（でんきが） 【つく1】 つきま￢す angehen

つけます（でんきを） 【つける2】 つけま￢す anschalten

て 手 て￢ Hand

ていねいたい (丁寧体) ていねいたい￣ höflicher/ formeller Sprachstil

てつづき 手続き てつ￢づき Ablauf, Prozedur

でてきます 【でてくる3】 出てきます でてきま￢す herauskommen

でんき 電気 で￢んき Strom, Elektro

ドア ド￢ア Tür

トイレ ト￢イレ Toilette

とうじょう 搭乗 とうじょう￣ Einsteigen, An-Bord-Gehen

とうちゃく（します） （【する3】） 到着(します) とうちゃく￣ Ankunft

どこか ど￢こか irgendwo

とにかく と￢にかく jedenfalls, immerhin

とびます 【とぶ1】 (飛びます) とびま￢す fliegen

とまります 【とまる1】 止まります とまりま￢す anhalten

とめます 【とめる2】 止めます とめま￢す etwas anhalten, stoppen

トラブル トラ￢ブル Schwierigkeit, Trouble

どろぼう どろぼう￣ Dieb

ないよう ないよう￣ Inhalt

なか 中 な￢か Innen, Drinnen

ながれます 【ながれる2】 ながれま￢す fließen
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なきます 【なく1】 なきま￢す weinen

なぜ な￢ぜ weshalb

にげます 【にげる2】 にげま￢す flüchten

にっき にっき￣ Tagebuch

にもつ 荷物 に￢もつ Gepäck

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

パスポート パスポ￢ート Reisepass

パリ パ￢リ Paris

はん／～はん ～半 ～は￢ん ~ und ein halb ス

ばん／～ばん ～番 ――― Nr. ~

ひこうき 飛行機 ひこ￢うき Flugzeug

びん／～びん ～便 ～びん￣ Flug ~

ふつうたい ふつうたい￣ einfacher Stil

フライト フライト￣ Flug

へた（な） (下手(な)) へた￢ nicht gut können, schelcht sein in

ベッド ベ￢ッド Bett

へんこう 変更 へんこう￣ Änderung

ホッ ――― Hah (erleichterter Seufzer)

ホテル ホ￢テル Hotel

マッサージ マッサ￢ージ Massage

まど ま￢ど Fenster

みおくり 見送り みおくり￣ Abschiednehmen, Wegwinken

みず 水 みず￣ Wasser

みなみ 南 みなみ￣ Süden

もうすぐ もうす￢ぐ bald, schon bald

よてい 予定 よてい￣ Plan

りよう 利用 りよう￣ Benutzung

れいな／れいなさん
れ￢いな／
れ￢いなさん

Reina, weibl. Vorname

れきし 歴史 れきし￣ Geschichte (historisch)

ロンドン ロ￢ンドン London ス

わすれもの 忘れ物 わすれもの￣ Fundsache, Liegengelassenes

わびます 【わびる2】 わびま￢す sich entschuldigen

アジア ア￢ジア Asien

あそこ あそこ￣ dort hinten

あらわします 【あらわす1】 あらわしま￢す ausdrücken

ある あ￢る ein gewisser

いえいえ ――― nicht doch (nein, nein)

いままで 今まで いまま￢で bisher, bislang

いらっしゃいます 【いらっしゃる1】 いらっしゃいま￢す sein

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

うります 【うる1】 売ります うりま￢す verkaufen

えいぎょう 営業 えいぎょう￣ Handel, Verkauf

えいぎょうぶ 営業部 えいぎょ￢うぶ Verkaufsabteilung ス

えらびます 【えらぶ1】 選びます えらびま￢す auswählen

おなまえ（なまえ） お名前 おなまえ￣ Name ス

おもに お￢もに hauptsächlich

おやくそく（やくそく） おやくそく￣ Versprechen

おわります 【おわる1】 終わります おわりま￢す enden

か／～か ～課 ～か￣ Lektion~

かいがいじぎょう 海外事業 かいがいじ￢ぎょう Auslandsgeschäfte

かいがいじぎょうか 海外事業課 かいがいじぎょうか￣ Auslandsgeschäftsabteilung ス

かいぎ 会議 か￢いぎ Konferenz

がいしゃ／～がいしゃ ～会社 ～が￢いしゃ ~firma, ~unternehmen

かお かお￣ Gesicht ス
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かぜ かぜ￣ Erkältung

かつどう 活動 かつどう￣ Aktivität

かんこうきゃく 観光客 かんこ￢うきゃく Tourist

きかい 機械 きか￢い Maschine

きかく 企画 きかく￣ Plan

きかくか 企画課 きかくか￣ Planungsabteilung ス

きちんと きち￢んと korrekt, akkurat, exakt

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

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

きんゆう 金融 きんゆう￣ Finanzen, Finanzwesen

くらべます 【くらべる2】 くらべま￢す vergleichen

けいり 経理 け￢いり Rechnungswesen, Buchhaltung

けんせつ 建設 けんせつ￣ Bau, Errichtung

こうじょう (工場) こうじょ￢う Fabrik ス

こうどう (行動) こうどう￣ Handlung

こうほう 広報 こ￢うほう Werbung, Publicity

さま (～様) ――― Sehr geehrte/r Herr/Frau ~ ス

ししゃ 支社 し￢しゃ Zweigstelle

システム シ￢ステム System ス

しつもん（します） （【する3】） 質問(します) しつもん￣ Frage

しゃいん 社員 しゃ￢いん Angestellter

しゅうかつ 就活 しゅうかつ￣ Arbeitssuche

しゅうしょく 就職 しゅうしょく￣ Anstellung

じょうし 上司 じょ￢うし Vorgesetzte/r

しょうしょう 少々 しょ￢うしょう ein bißchen, etwas

しょくひん 食品 しょくひん￣ Lebensmittel

しりょう し￢りょう Unterlagen, Daten

しんらい（します） （【する3】） 信頼 しんらい￣ Vertrauen

せかい 世界 せ￢かい Welt

そうむ 総務 そ￢うむ allgemeine Angelegenheiten

そうむか 総務課 そうむか￣ Abteilung für allgemeine Angelegenheiten

ソフトウェア ソフトウェ￢ア Software ス

たいりょく 体力 た￢いりょく Körperkrafr

たしか（な） た￢しか gewiss, richtig

たすけあいます 【たすけあう1】 助け合います たすけあいま￢す einander helfen, kooperieren

ただいま (ただ今) ただ￢いま immediately

たんとう（します） （【する3】） 担当(します) たんとう￣ Zuständigkeit

つごう つごう￣ Gelegenheit, Umstände

ていねい（な） て￢いねい höflich

どうも ど￢うも sehr (verstärkend)

どうりょう 同僚 どうりょう￣ Kollege

とおして (通して) と￢おして durchgängig

とくい（な） とく￢い gut sein in, liegen

どの ど￢の welche/s/r ~

とりつぎます 【とりつぐ1】 とりつぎま￢す vermitteln

パートタイム パートタ￢イム Teilzeitarbeit

はじめに はじめに￣ zuerst, am Anfang

はなしあいます 【はなしあう1】 話し合います はなしあいま￢す besprechen

ひきます（かぜを） 【ひく1】 ひきま￢す sich erkälten, eine Erkältung zuziehen

ひしょ ひ￢しょ Sekrtär/in

ぶ／～ぶ ～部 ～￢ぶ ~Stück, ~Sets

ふくそう 服そう ふくそう￣ Kleidung

ぶつりゅう 物流 ぶつりゅう￣ Spedition

フリーランス フリ￢ーランス Selbständige/r

ふんいき ふんい￢き Atmospäre
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ほう ――― Oh! (Erstaunen) ス

ほうこく（します） （【する3】） 報告(します) ほうこく￣ Bericht

ぼしゅう（します） （【する3】） 募集 ぼしゅう￣ Stellenausschreibung, Anwerbung

まいります 【まいる1】 まいりま￢す kommen (bescheidene Form)

むらた／むらたさん 村田／村田さん
むらた￣／
むらたさん￣

Murata (Nachname)

もとめます 【もとめる2】 もとめま￢す verlangen, fordern

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

ゆにゅう（します） （【する3】） 輸入(します) ゆにゅう￣ Import

ヨーロッパ ヨーロ￢ッパ Europa

よろしく よろしく￣ Sehr erfreut.; angenehm

ラグビーぶ ラグビー部 ラグビ￢ーぶ Rugbyclub

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

9

25/25 ©2017 The Japan Foundation


