
単語リスト (6) 
名詞 
食品 
die Lebensmittel (pl.)食料品 
das Salz   塩 
der Zucker   砂糖 
 
食器 
der Löffel, -  スプーン 
die Gabel, -n  フォーク 
das Messer, -  ナイフ 
der Teller, -  皿 
 
文具 
der Bleistift, -e 鉛筆 
der Kugelschreiber, - ボールペン 
das Heft, -e  ノート 
 
自然 
der Himmel, -  空、天 
die Luft, Lüfte  空気 
die Natur   自然 
die Pflanze, -n  植物 
das Tier, -e  動物 
 
方位 
der Norden   北 
der Süden   南 
der Osten   東 
der Westen   西 
 
施設 
die Bank, -en   銀行 
die Bibliothek, -en  図書館 
das Kaufhaus, ..häuser デパート 
der Markt, Märkte  市場 
die Polizei, -en   警察 
die Post, -en   郵便局 
das Rathaus, ..häuser  市役所 
 
 
 
 

 
その他 
die Antwort, -en  答え、返事 
der Fehler, -  誤り、間違い 
das Feuer, -  火 
der Film, -e  映画 
das Geschenk, -e  贈り物 
die Geschichte, -n 歴史、物語 
der Gott, Götter  神 
das Licht, -er  光、照明 
die Meinung, -en  意見 
der Mut   勇気 
das Papier, -e  紙 
der Plan, Pläne  計画 
der Platz, Plätze 広場、場所 
der Schlüssel, -  鍵 
der Spiegel, -  鏡 
 
 
動詞 
dauern  続く 
fangen  捕らえる 
fühlen  感じる 
gießen  注ぐ 
heiraten  結婚する 
lachen  笑う 
lassen*  …させる 
reden   話す 
scheinen*  輝く、…のように見える 
schicken  送る 
schlagen*  打つ 
schließen*  閉める 
schneiden*  切る 
schweigen*  黙る 
sparen  貯金する 
tun*   行う 
weinen  泣く 
wünschen  望む 
 
 
 
 



分離動詞 
aus|sehen*  …のように見える 
vor|stellen  紹介する、想像する 
 
非分離動詞 
besitzen*  所有する 
bestellen  注文する 
erfahren*  …を聞き知る、経験する 
erschrecken* びっくりする（させる） 
 ※他動詞のときは規則変化をする 
geschehen*  起こる 
 
 
形容詞 
ähnlich  似ている 
ander   別の 
beide   両方の 
falsch  間違った 
faul   怠惰な 
frei   自由な 
gesund  健康な 
herzlich  心からの 
kaputt  壊れた 
klug   賢い 
laut   （音が）大きい 
leise   （音が）小さい 
link   左の 
möglich  可能な、ありうる 
recht   正しい、右の 
ruhig   静かな、落ち着いた 
schlecht  悪い、劣っている 
sicher  安全な、確かな 
täglich  毎日の 
weit   広い、遠い 
wichtig  重要な 
zufrieden  満足した 
 
 
副詞 
bald   まもなく 
draußen  外で 
links   左に 
meistens  たいてい 

natürlich  当然 
oben   上に 
plötzlich  突然 
rechts  右に 
selten  めったに…ない 
sonst   そのほかに、 
   そうでなければ 
unten   下に 
vielleicht  ひょっとしたら 
wahrscheinlich おそらく 
ziemlich  かなり 
 
 
助動詞 
dürfen  …してもよい 
können  …できる 
mögen   …だろう 
müssen  …ねばならない 
sollen  …すべきである 
wollen  …するつもりだ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


