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音声の無料ダウンロードについて
本書の音声が無料でダウンロードできます。

下記の URL にアクセスして，ダウンロードしてご利用ください。
https://www.goken-net.co.jp/catalog/card.html?isbn=978-4-87615-359-6

または，右記の QR コードからもアクセス可能です。

○本書では音声収録箇所を マークとトラック番号で表示しています。
○収録時間は約170分です。

音声は見出し語のドイツ語と見出し語の意味，例文のドイツ語が 1 回，自然な速
さで収録されています。

注意事項
☆ ダウンロードできるファイルは ZIP 形式で圧縮されたファイルです。ダウンロー

ド後に解凍してご利用ください。iOS13 以上は端末上で解凍できます。

☆ 音声ファイルは MP3 形式です。iTunes や Windows Media Player などの再生
ソフトを利用して再生してください。

☆ インターネット環境によってダウンロードできない場合や，ご使用の機器によっ
て再生できない場合があります。

☆ 本書の音声ファイルは一般家庭での私的利用に限って領布するものです。著作権
者に無断で本音声ファイルを複製・改変・放送・配信・転売することは法律で禁
じられています。

ナレーション
Jan Hillesheim
Nadine Kaczmarek
水月優希
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はじめに

本書はドイツ語技能検定試験 3 級合格を目指す方々のための単語集です。

本書の特長
◇ 過去の出題傾向をもとに，3 級向け 1041 語を収録してあります。3 級は接続法

を含むほぼすべての文法事項が出題範囲となります。それに合わせて語彙の難易
度も上がります。さまざまな話題の長文問題に対応できるよう語彙を身につける
ことは重要です。どのようなテーマの文章が出題されても基礎単語は理解できる
ように各ジャンルの単語をバランスよく収録してあります。

◇ 熟語表現も一覧できるようにまとめてあります。この一覧表を活用し，動詞や形
容詞などとセットで使われる前置詞をおぼえることで文法問題の得点アップが期
待できます。

◇ 見出し語にはすべて例文をつけました。名詞の見出し語にも例文がついています
ので，言葉のニュアンスもつかみやすく，また実際よく使われる単語の組み合わ
せも自然に身につきます。

◇ 見出し語は可能な限り分野別・場面別にまとめましたので，分野や場面と関連づ
けながら効率よく覚えられます。

◇ 3級レベル向けの文法事項についてもまとめました。このほか動詞の三基本形，
不規則動詞の現在人称変化，形容詞の変化表も掲載していますので，この一冊で
各種変化や語順の確認もできます。

◇ 音声を活用した学習が可能です。発音記号とカタカナを併記しているところもあ
りますが，発音問題および聞き取り試験に備えて，ぜひネイティブの発音を耳に
しながら学習してください。

◇ 使用頻度の高い単語を収録していますので，独検合格を目標とされていない方に
も重要な基礎単語集としてお使いいただけます（初級～中級レベル）。

◇ 既刊の『独検 5級・4級レベル重要単語 1100』の続編ですので，当該冊子に収録
されている語は，本書には収録されていません（用法や意味がことなる場合をの
ぞく）。2 冊あわせての利用をお勧めしますが，例文中に 5，4 級レベルの単語も
使われていますので，本書例文を通して 5，4 級レベルの単語を復習することも
可能です。

本書がドイツ語を学習されている方々，またはこれから学習される方々のお役に立
つことを願っております。

　　2020 年 7 月 1 日
石﨑　朝子
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m見出し語の一部をイラストで覚えることができます。

本書では視覚的にも覚えられるように，必要に応じてイラス
トが添えられています。
5 級・4 級レベルの見出し語も厳選してレベルの区別なく描
かれているため，復習にも最適です。
イラスト化されている主なジャンルは以下のとおりです。

 一日の生活，家事	 48-49

 日用品，雑貨	 60-61

 動物	 96

 地形，気象	 102-103

 動作	 170-171

赤シートで隠すと，見出し語の復習になります。
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erfahren★ 
［<¹fá;r7n］ 

 エアファーレン

# （〜4 を聞いて）知る

〔erfuhr - erfahren〕

Das habe ich erst gestern erfahren. そのことを私はようやく昨日
知りました。

der Eindruck 
 ［áindr1k］ 
  アインドルック

Ĳ 印象 

pl.  die Eindrücke
Er hat auf mich einen guten Eindruck 
gemacht.

彼は私に良い印象を与えました。

die Erinnerung 
 ［<¹|8n7r1N］ 
  エアイネルング

ĳ 思い出 

pl.  die Erinnerungen
Das ist eine der schönsten 
Erinnerungen meines Lebens.

これは私の人生で最もすばら
しい思い出のひとつです。

das Gedächtnis 
 ［g7d>çtnVs］ 
  ゲデヒトニス

Ĵ 記憶（力），思い出 Sie hat ein gutes Gedächtnis. 彼女は記憶力がいいです。

sich3 merken 
［zVç m>rk¥n］ 

 ズィヒ メルケン

# （〜4 を）覚えておく Ich kann mir seinen Geburtstag 
immer noch nicht merken.

私は彼の誕生日をいまだに覚
えられません。

empfinden 
［<mpf8nd¥n］ 

 エムプフィンデン

# （〜4 を）感じる，知覚する

〔empfand - empfunden〕

Da hat sie Freude empfunden. その時彼女は喜びを感じました。

spüren 
［Sp4;r7n］ 

 シュピューレン

# （〜4 を）感じる，知覚する Ich spüre, dass es bald Frühling wird. 私はもうすぐ春になるのを感
じます。

riechen 
［rI;ç¥n］ 

 リーヒェン

# （〜の）においがする

〔roch - gerochen〕

Es riecht gut! いいにおいがします！

auf|wachen 
［áufvax¥n］ 

 アオフヴァッヘン

# 目が覚める

(s)

Ich bin heute sehr früh aufgewacht. 私は今日とても早く目が覚め
ました。

ein|schlafen★ 
［áinSla;f¥n］ 

 アインシュラーフェン

# 眠り込む

(s)〔schlief…ein - eingeschlafen〕

Erst um drei Uhr nachts bin ich 
eingeschlafen. 

夜の 3時にようやく私は寝入
りました。

rasieren 
［razI;r7n］ 

 ラズィーレン

# （〜4 の）ひげをそる Jeden Morgen rasiere ich mich. 毎朝私はひげをそります。

a→ ä

非人称の esが主語として用いられることもある。
一日の生活

010

du schläfst...ein  
er schläft...ein

8

本書の紙面構成と凡例

見出し語

名詞の前には定冠
詞を配しています。
9頁参照。

現在形の活用
に注意！

意味

定冠詞

複数形

品詞・略号

発音カナ

分類

音声トラック
ナンバー

不規則動詞の過去
基本形・過去分詞

複数形がほとんど
使われないものや，
種類としての複数
形は記載していま
せん。

sich4はsichと記載
しsich3のみ格を数
字で示しています。

9頁参照。

分類について
は目次参照。

見出し語のドイツ
語，日本語の意味，
例文のドイツ語の
音声が収録されて
います。

発音記号
補助記号は煩雑さを避けるた
め，最低限に省略しています。
主な表記記号は，
 ː 長くのばす音
 ´ 2 音節以上の語の
 アクセントの位置　など。

完了助動詞が
seinの場合は（s）
sein または haben
の場合は (s, h) とそ
れぞれ略記されて
います。記載がな
い場合，完了助動
詞は haben です。

現在人称変化で幹母音が a→ä，
e→i(e)に変わるだけの不規則動
詞はこのように変化を簡易表記
しています（分離動詞をのぞく）。

アクセント
アクセントが置かれる文字を色
で示しています。
一息に発音する二重母音（ei，
au など）は，一組の母音として
まとめて色文字にしています。
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◆
認
識
・
感
覚
—
一
日
の
生
活

erfahren★ 
［<¹fá;r7n］ 

 エアファーレン

# （〜4 を聞いて）知る

〔erfuhr - erfahren〕

Das habe ich erst gestern erfahren. そのことを私はようやく昨日
知りました。

der Eindruck 
 ［áindr1k］ 
  アインドルック

Ĳ 印象 

pl.  die Eindrücke
Er hat auf mich einen guten Eindruck 
gemacht.

彼は私に良い印象を与えました。

die Erinnerung 
 ［<¹|8n7r1N］ 
  エアイネルング

ĳ 思い出 

pl.  die Erinnerungen
Das ist eine der schönsten 
Erinnerungen meines Lebens.

これは私の人生で最もすばら
しい思い出のひとつです。

das Gedächtnis 
 ［g7d>çtnVs］ 
  ゲデヒトニス

Ĵ 記憶（力），思い出 Sie hat ein gutes Gedächtnis. 彼女は記憶力がいいです。

sich3 merken 
［zVç m>rk¥n］ 

 ズィヒ メルケン

# （〜4 を）覚えておく Ich kann mir seinen Geburtstag 
immer noch nicht merken.

私は彼の誕生日をいまだに覚
えられません。

empfinden 
［<mpf8nd¥n］ 

 エムプフィンデン

# （〜4 を）感じる，知覚する

〔empfand - empfunden〕

Da hat sie Freude empfunden. その時彼女は喜びを感じました。

spüren 
［Sp4;r7n］ 

 シュピューレン

# （〜4 を）感じる，知覚する Ich spüre, dass es bald Frühling wird. 私はもうすぐ春になるのを感
じます。

riechen 
［rI;ç¥n］ 

 リーヒェン

# （〜の）においがする

〔roch - gerochen〕

Es riecht gut! いいにおいがします！

auf|wachen 
［áufvax¥n］ 

 アオフヴァッヘン

# 目が覚める

(s)

Ich bin heute sehr früh aufgewacht. 私は今日とても早く目が覚め
ました。

ein|schlafen★ 
［áinSla;f¥n］ 

 アインシュラーフェン

# 眠り込む

(s)〔schlief…ein - eingeschlafen〕

Erst um drei Uhr nachts bin ich 
eingeschlafen. 

夜の 3時にようやく私は寝入
りました。

rasieren 
［razI;r7n］ 

 ラズィーレン

# （〜4 の）ひげをそる Jeden Morgen rasiere ich mich. 毎朝私はひげをそります。

a→ ä

非人称の esが主語として用いられることもある。
一日の生活

010

du schläfst...ein  
er schläft...ein

9

注 例文 例文訳

柱

現在人称変化で幹母音が a→ä，
e→i(e)に変わるだけの不規則動
詞はこのように変化を簡易表記
しています（分離動詞をのぞく）。

赤シートで例文を
隠すと，見出し語
の復習になります。

頁内に掲載さ
れている見出
し語のジャン
ルを示します。

	 	 定冠詞
der 男性名詞
die 女性名詞
das 中性名詞
die 主に複数形で 
 使われる名詞

	 	 品詞・略号
Ĳ 男性名詞 # 動詞 + 接続詞
ĳ 女性名詞 " 形容詞 ° 代名詞
Ĵ 中性名詞 $ 副詞 ľ 数詞
ĵ 主に複数形で 
 使われる名詞

, 前置詞
  対義語
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der/die Cousin/Cousine 
 ［kuz=;］	 	［kuzI;n7］ 
	 	クゼーン	 	 	クズィーネ

Ĳ ĳ いとこ 

pl.  die Cousins/Cousinen
Meine Cousine hat drei Kinder. 私のいとこ（女）には 3 人子ど

もがいます。

der Neffe 
 ［n>f7］ 
	 	ネッフェ

Ĳ おい 

pl.  die Neffen
Mein Neffe ist Musiker. 私のおいは音楽家です。

die Nichte 
 ［n8çt7］ 
	 	ニヒテ

Ĳ めい 

pl.  die Nichten
Meine Nichte ist Klavierlehrerin. 私のめいはピアノの先生です。

der/die Enkel/-in 
 ［>Nk¥l］ 
	 	エンケル

Ĳ ĳ 孫 

pl.  die Enkel/-innen
Meine zwei Enkel gehen in den 
Kindergarten.

私の 2 人の孫は幼稚園に通っ
ています。

die Staatsangehörigkeit 
 ［Stá;ts|ang7hL;rVçkait］ 
	 	シュターツアンゲヘーリヒカイト

ĳ 国籍 

pl.  die Staatsangehörigkeiten
Schreiben Sie hier Ihre 
Staatsangehörigkeit, bitte.

ここにあなたの国籍を書いて
ください。

das Alter 
 ［ált0］ 
	 	アルター

Ĵ 年齢 

pl.  die Alter
Mozart starb im Alter von 35 Jahren.  モーツァルトは 35 歳で亡く

なりました。

die Postleitzahl 
 ［pCstlaittsa;l］ 
	 	ポストライトツァール

ĳ 郵便番号 

pl.  die Postleitzahlen
Meine Postleitzahl ist 57072. 私の郵便番号は 57072 です。

das Dokument 
 ［dokum>nt］ 
	 	ドクメント

Ĵ （公的な）文書 

pl.  die Dokumente
Kann ich bitte Ihre Dokumente 
sehen?

あなたの（身分）証明書を見せ
てもらえますか。

stammen 
［Stám7n］ 
	シュタメン

# （aus 〜3 の）出身である Der Künstler stammt aus München. その芸術家はミュンヘン出身
です。

nennen 
［n>n7n］ 
	ネネン

# （〜4 を〜と）名づける，呼ぶ

〔nannte - genannt〕

Das Ehepaar hat sein Kind Maria 
genannt.

その夫婦は子どもをマリアと
名づけました。

der/die Jugendliche 
 ［jU;g¥ntlVç7］ 
	 	ユーゲントリヘ

Ĳ ĳ 青少年 

pl.  die Jugendlichen
Wie finden Sie die Jugendlichen von 
heute?

今日の若者についてどう思い
ますか。

家族・親類
001

身元
002

starb：「死ぬ」の過去形
（s） sterben - starb - gestorben

人・人生
003 形容詞の語尾変化と同じ 

ein Jugendlicher 
eine Jugendliche

独検3級レベル重要単語1000 ためし読み → Webページへ

https://www.goken-net.co.jp/catalog/card.html?isbn=978-4-87615-359-6
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◆
家
族
・
親
類
—
身
元
—
人
・
人
生

der/die Cousin/Cousine 
 ［kuz=;］	 	［kuzI;n7］ 
	 	クゼーン	 	 	クズィーネ

Ĳ ĳ いとこ 

pl.  die Cousins/Cousinen
Meine Cousine hat drei Kinder. 私のいとこ（女）には 3 人子ど

もがいます。

der Neffe 
 ［n>f7］ 
	 	ネッフェ

Ĳ おい 

pl.  die Neffen
Mein Neffe ist Musiker. 私のおいは音楽家です。

die Nichte 
 ［n8çt7］ 
	 	ニヒテ

Ĳ めい 

pl.  die Nichten
Meine Nichte ist Klavierlehrerin. 私のめいはピアノの先生です。

der/die Enkel/-in 
 ［>Nk¥l］ 
	 	エンケル

Ĳ ĳ 孫 

pl.  die Enkel/-innen
Meine zwei Enkel gehen in den 
Kindergarten.

私の 2 人の孫は幼稚園に通っ
ています。

die Staatsangehörigkeit 
 ［Stá;ts|ang7hL;rVçkait］ 
	 	シュターツアンゲヘーリヒカイト

ĳ 国籍 

pl.  die Staatsangehörigkeiten
Schreiben Sie hier Ihre 
Staatsangehörigkeit, bitte.

ここにあなたの国籍を書いて
ください。

das Alter 
 ［ált0］ 
	 	アルター

Ĵ 年齢 

pl.  die Alter
Mozart starb im Alter von 35 Jahren.  モーツァルトは 35 歳で亡く

なりました。

die Postleitzahl 
 ［pCstlaittsa;l］ 
	 	ポストライトツァール

ĳ 郵便番号 

pl.  die Postleitzahlen
Meine Postleitzahl ist 57072. 私の郵便番号は 57072 です。

das Dokument 
 ［dokum>nt］ 
	 	ドクメント

Ĵ （公的な）文書 

pl.  die Dokumente
Kann ich bitte Ihre Dokumente 
sehen?

あなたの（身分）証明書を見せ
てもらえますか。

stammen 
［Stám7n］ 
	シュタメン

# （aus 〜3 の）出身である Der Künstler stammt aus München. その芸術家はミュンヘン出身
です。

nennen 
［n>n7n］ 
	ネネン

# （〜4 を〜と）名づける，呼ぶ

〔nannte - genannt〕

Das Ehepaar hat sein Kind Maria 
genannt.

その夫婦は子どもをマリアと
名づけました。

der/die Jugendliche 
 ［jU;g¥ntlVç7］ 
	 	ユーゲントリヘ

Ĳ ĳ 青少年 

pl.  die Jugendlichen
Wie finden Sie die Jugendlichen von 
heute?

今日の若者についてどう思い
ますか。

家族・親類
001

身元
002

starb：「死ぬ」の過去形
（s） sterben - starb - gestorben

人・人生
003 形容詞の語尾変化と同じ 

ein Jugendlicher 
eine Jugendliche

独検3級レベル重要単語1000 ためし読み → Webページへ

https://www.goken-net.co.jp/catalog/card.html?isbn=978-4-87615-359-6


14

ledig 
［lé;dVç］ 
	レーディヒ

" 独身の Er ist ledig. 彼は独身です。

sich	verloben 
［zVç f<¹lO;b¥n］ 
	ズィヒ	 フェアローベン

# （mit 〜3 と）婚約する Julia hat sich mit Leon verlobt. ユーリアはレオンと婚約しま
した。

die Braut 
 ［braut］ 
	 	ブラオト

ĳ 花嫁 

pl.  die Bräute
Die Braut trägt ein wunderschönes 
Kleid.

その花嫁はとてもすてきなド
レスを着ています。

die Ehe 
 ［é;7］ 
	 	エーエ

ĳ 結婚，結婚生活 

pl.  die Ehen
Meine Eltern führen eine glückliche 
Ehe.

私の両親は幸せな結婚生活を
送っています。

das Ehepaar 
 ［é;7pa;r］ 
	 	エーエパール

Ĵ 夫婦 

pl.  die Ehepaare
Dieses Ehepaar wohnt in meiner 
Nähe.

この夫婦は私の近所に住んで
います。

das Paar 
 ［pa;r］ 
	 	パール

Ĵ ペア，カップル 

pl.  die Paare
Ein Paar sitzt auf der Bank. ひと組のカップルがベンチに

座っています。

die Witwe 
 ［v8tv7］ 
	 	ヴィトヴェ

ĳ 未亡人 

pl.  die Witwen
Meine Tante ist Witwe geworden. 私のおばは未亡人になりました。

die Generation 
 ［gen7ratsĭO;n］ 
	 	ゲネラツィオーン

ĳ 世代 

pl.  die Generationen
Auch die jüngere Generation 
interessiert sich für Politik.

若い世代も政治に興味があり
ます。

das Schicksal 
 ［S8kza;l］ 
	 	シックザール

Ĵ 運命 

pl.  die Schicksale
Das ist Schicksal. これは（受け入れなければいけ

ない）運命です。

das Wunder 
 ［v2nd0］ 
	 	ヴンダー

Ĵ 奇跡 

pl.  die Wunder
Es ist kein Wunder, dass du die 
Prüfung bestanden hast. Du hast 
doch fleißig gelernt!

君が試験に合格したのも当然
だ。君は熱心に勉強したんだ
から。

die Ehre 
 ［é;r7］ 
	 	エーレ

ĳ 名誉 

pl.  die Ehren
Es ist mir eine Ehre, diesen Preis zu 
bekommen.

この賞をもらうのは私にとっ
て名誉なことです。

kein Wunder sein：不思議なことではない，当然だ

独検3級レベル重要単語1000 ためし読み → Webページへ

https://www.goken-net.co.jp/catalog/card.html?isbn=978-4-87615-359-6
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◆
人
・
人
生

ledig 
［lé;dVç］ 
	レーディヒ

" 独身の Er ist ledig. 彼は独身です。

sich	verloben 
［zVç f<¹lO;b¥n］ 
	ズィヒ	 フェアローベン

# （mit 〜3 と）婚約する Julia hat sich mit Leon verlobt. ユーリアはレオンと婚約しま
した。

die Braut 
 ［braut］ 
	 	ブラオト

ĳ 花嫁 

pl.  die Bräute
Die Braut trägt ein wunderschönes 
Kleid.

その花嫁はとてもすてきなド
レスを着ています。

die Ehe 
 ［é;7］ 
	 	エーエ

ĳ 結婚，結婚生活 

pl.  die Ehen
Meine Eltern führen eine glückliche 
Ehe.

私の両親は幸せな結婚生活を
送っています。

das Ehepaar 
 ［é;7pa;r］ 
	 	エーエパール

Ĵ 夫婦 

pl.  die Ehepaare
Dieses Ehepaar wohnt in meiner 
Nähe.

この夫婦は私の近所に住んで
います。

das Paar 
 ［pa;r］ 
	 	パール

Ĵ ペア，カップル 

pl.  die Paare
Ein Paar sitzt auf der Bank. ひと組のカップルがベンチに

座っています。

die Witwe 
 ［v8tv7］ 
	 	ヴィトヴェ

ĳ 未亡人 

pl.  die Witwen
Meine Tante ist Witwe geworden. 私のおばは未亡人になりました。

die Generation 
 ［gen7ratsĭO;n］ 
	 	ゲネラツィオーン

ĳ 世代 

pl.  die Generationen
Auch die jüngere Generation 
interessiert sich für Politik.

若い世代も政治に興味があり
ます。

das Schicksal 
 ［S8kza;l］ 
	 	シックザール

Ĵ 運命 

pl.  die Schicksale
Das ist Schicksal. これは（受け入れなければいけ

ない）運命です。

das Wunder 
 ［v2nd0］ 
	 	ヴンダー

Ĵ 奇跡 

pl.  die Wunder
Es ist kein Wunder, dass du die 
Prüfung bestanden hast. Du hast 
doch fleißig gelernt!

君が試験に合格したのも当然
だ。君は熱心に勉強したんだ
から。

die Ehre 
 ［é;r7］ 
	 	エーレ

ĳ 名誉 

pl.  die Ehren
Es ist mir eine Ehre, diesen Preis zu 
bekommen.

この賞をもらうのは私にとっ
て名誉なことです。

kein Wunder sein：不思議なことではない，当然だ

独検3級レベル重要単語1000 ためし読み → Webページへ
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der Charakter 
 ［karákt0］ 
	 	カラクター

Ĳ 性格 Ich glaube, er hat einen guten 
Charakter.

私は彼は性格がいいと思います。

die Erfahrung 
 ［<¹fá;r1N］ 
	 	エアファールング

ĳ 経験 

pl.  die Erfahrungen
Das weiß ich aus eigener Erfahrung. そのことを私は自分の経験か

ら知っています。

das Erlebnis 
 ［<¹lé;pnVs］ 
	 	エアレープニス

Ĵ 体験，経験 

pl.  die Erlebnisse
In Afrika habe ich ein schönes 
Erlebnis gehabt.

アフリカで私はすばらしい体
験をしました。

der/die Anwalt/Anwältin 
 ［ánvalt］	  ［ánv<ltVn］ 
	 	アンヴァルト	 	 アンヴェルティン

Ĳ ĳ 弁護士 

pl.  die Anwälte/Anwältinnen
Mein Cousin ist Anwalt geworden. 私のいとこ（男）は弁護士にな

りました。

der/die Richter/-in 
 ［r8çt0］ 
	 	リヒター

Ĳ ĳ 裁判官 

pl.  die Richter/-innen
Mein Traumberuf ist Richter. 私の憧れの職業は裁判官です。

der/die Journalist/-in 
 ［Z1rnal8st］ 
	 	ジョルナリスト

Ĳ ĳ ジャーナリスト 

pl.  die Journalisten/Journalistinnen
Ein Journalist aus Japan hat den 
Artikel geschrieben.

日本出身のジャーナリストが
その記事を書きました。

der/die Forscher/-in 
 ［fCrS0］ 
	 	フォルシャー

Ĳ ĳ 研究者 

pl.  die Forscher/-innen
Mein Vater ist Forscher. 私の父は研究者です。

der/die Philosoph/-in 
 ［filozO;f］ 
	 	フィロゾーフ

Ĳ ĳ 哲学者 

pl.  die Philosophen/Philosophinnen
Kant war ein deutscher Philosoph. カントはドイツの哲学者でした。

der/die Komponist/-in 
 ［kWmpon8st］ 
	 	コンポニスト

Ĳ ĳ 作曲家 

pl.  die Komponisten/Komponistinnen
Der Komponist ist berühmt. その作曲家は有名です。

der/die Künstler/-in 
 ［k5nstl0］ 
	 	キュンストラー

Ĳ ĳ 芸術家 

pl.  die Künstler/-innen
Er ist ein bekannter Künstler. 彼は有名な芸術家です。

der/die Mechaniker/-in 
 ［meçá;nik0］ 
	 	メヒャーニカー

Ĳ ĳ 機械工 

pl.  die Mechaniker/-innen
Mein Bruder ist Automechaniker. 私の兄は自動車機械工です。

職業・肩書
004

独検3級レベル重要単語1000 ためし読み → Webページへ
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◆
人
・
人
生
—
職
業
・
肩
書

der Charakter 
 ［karákt0］ 
	 	カラクター

Ĳ 性格 Ich glaube, er hat einen guten 
Charakter.

私は彼は性格がいいと思います。

die Erfahrung 
 ［<¹fá;r1N］ 
	 	エアファールング

ĳ 経験 

pl.  die Erfahrungen
Das weiß ich aus eigener Erfahrung. そのことを私は自分の経験か

ら知っています。

das Erlebnis 
 ［<¹lé;pnVs］ 
	 	エアレープニス

Ĵ 体験，経験 

pl.  die Erlebnisse
In Afrika habe ich ein schönes 
Erlebnis gehabt.

アフリカで私はすばらしい体
験をしました。

der/die Anwalt/Anwältin 
 ［ánvalt］	  ［ánv<ltVn］ 
	 	アンヴァルト	 	 アンヴェルティン

Ĳ ĳ 弁護士 

pl.  die Anwälte/Anwältinnen
Mein Cousin ist Anwalt geworden. 私のいとこ（男）は弁護士にな

りました。

der/die Richter/-in 
 ［r8çt0］ 
	 	リヒター

Ĳ ĳ 裁判官 

pl.  die Richter/-innen
Mein Traumberuf ist Richter. 私の憧れの職業は裁判官です。

der/die Journalist/-in 
 ［Z1rnal8st］ 
	 	ジョルナリスト

Ĳ ĳ ジャーナリスト 

pl.  die Journalisten/Journalistinnen
Ein Journalist aus Japan hat den 
Artikel geschrieben.

日本出身のジャーナリストが
その記事を書きました。

der/die Forscher/-in 
 ［fCrS0］ 
	 	フォルシャー

Ĳ ĳ 研究者 

pl.  die Forscher/-innen
Mein Vater ist Forscher. 私の父は研究者です。

der/die Philosoph/-in 
 ［filozO;f］ 
	 	フィロゾーフ

Ĳ ĳ 哲学者 

pl.  die Philosophen/Philosophinnen
Kant war ein deutscher Philosoph. カントはドイツの哲学者でした。

der/die Komponist/-in 
 ［kWmpon8st］ 
	 	コンポニスト

Ĳ ĳ 作曲家 

pl.  die Komponisten/Komponistinnen
Der Komponist ist berühmt. その作曲家は有名です。

der/die Künstler/-in 
 ［k5nstl0］ 
	 	キュンストラー

Ĳ ĳ 芸術家 

pl.  die Künstler/-innen
Er ist ein bekannter Künstler. 彼は有名な芸術家です。

der/die Mechaniker/-in 
 ［meçá;nik0］ 
	 	メヒャーニカー

Ĳ ĳ 機械工 

pl.  die Mechaniker/-innen
Mein Bruder ist Automechaniker. 私の兄は自動車機械工です。

職業・肩書
004
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der/die Soldat/-in 
 ［zWldá;t］ 
	 	ゾルダート

Ĳ ĳ 兵士 

pl.  die Soldaten/Soldatinnen
Viele Soldaten sind im Krieg gefallen. 多くの兵士たちが戦争で亡く

なりました。

der/die Doktor/Doktorin 
 ［dCkto;¹］	  ［dWktO;rVn］ 
	 	ドクトーア	 		ドクトーリン

Ĳ ĳ 博士（号の持ち主） 

pl.  die Doktoren/Doktorinnen
Er ist Doktor der Medizin. 彼は医学博士です。

der Austausch 
 ［áustauS］ 
	 	アオスタオシュ

Ĳ 交換 Julia studiert als Austauschstudentin 
in Tokyo.

ユーリアは交換留学生として
東京の大学で学んでいます。

die Feier 
 ［fái0］ 
	 	ファイアー

ĳ 祝典，パーティー 

pl.  die Feiern
Wir haben gestern an einer Feier 
teilgenommen.

私たちは昨日パーティーに参
加しました。

der Termin 
 ［t<rmI;n］ 
	 	テルミーン

Ĳ 期日，（日時が決められた）約束 

pl.  die Termine
Beinahe hätte ich den Termin 
vergessen.

危うく私は約束を忘れるとこ
ろでした。

die Verabredung 
 ［f<¹|ápre;d1N］ 
	 	フェアアップレードゥング

ĳ （人と会う）約束 

pl.  die Verabredungen
Heute Abend habe ich eine 
Verabredung.

今晩私は人と会う約束があり
ます。

begegnen 
［b7gé;gn7n］ 
	ベゲーグネン

# （〜3 に偶然）出会う

(s)

Im Kino bin ich einem Bekannten 
begegnet.

映画館で私は知人と偶然出会
いました。

die Freundschaft 
 ［frCYntSaft］ 
	 	フロイントシャフト

ĳ 友情 

pl.  die Freundschaften
Was ist für dich wichtiger? 
Freundschaft oder Liebe?

君にとってどっちが大事？　
友情？　愛情？

das Verhältnis 
 ［f<¹h>ltnVs］ 
	 	フェアヘルトニス

Ĵ （人と人との）関係，【複数で】状況 

pl.  die Verhältnisse
Das Verhältnis zwischen den beiden 
Personen ist sehr gut.

両者の関係はとても良好です。

die Beziehung 
 ［b7tsI;1N］ 
	 	ベツィーウング

ĳ 関係，関連 

pl.  die Beziehungen
Die Beziehung zwischen den beiden 
Ländern ist zur Zeit nicht so schlecht.

両国の関係は目下のところそ
う悪くありません。

der Bund 
 ［b1nt］ 
	 	ブント

Ĳ 同盟，結束 

pl.  die Bünde
Der Bund zwischen den drei Staaten 
war fest.

3 国間の同盟は強固でした。

交流
005

Geburtstagsfeier：
誕生日パーティー
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◆
職
業
・
肩
書
—
交
流

der/die Soldat/-in 
 ［zWldá;t］ 
	 	ゾルダート

Ĳ ĳ 兵士 

pl.  die Soldaten/Soldatinnen
Viele Soldaten sind im Krieg gefallen. 多くの兵士たちが戦争で亡く

なりました。

der/die Doktor/Doktorin 
 ［dCkto;¹］	  ［dWktO;rVn］ 
	 	ドクトーア	 		ドクトーリン

Ĳ ĳ 博士（号の持ち主） 

pl.  die Doktoren/Doktorinnen
Er ist Doktor der Medizin. 彼は医学博士です。

der Austausch 
 ［áustauS］ 
	 	アオスタオシュ

Ĳ 交換 Julia studiert als Austauschstudentin 
in Tokyo.

ユーリアは交換留学生として
東京の大学で学んでいます。

die Feier 
 ［fái0］ 
	 	ファイアー

ĳ 祝典，パーティー 

pl.  die Feiern
Wir haben gestern an einer Feier 
teilgenommen.

私たちは昨日パーティーに参
加しました。

der Termin 
 ［t<rmI;n］ 
	 	テルミーン

Ĳ 期日，（日時が決められた）約束 

pl.  die Termine
Beinahe hätte ich den Termin 
vergessen.

危うく私は約束を忘れるとこ
ろでした。

die Verabredung 
 ［f<¹|ápre;d1N］ 
	 	フェアアップレードゥング

ĳ （人と会う）約束 

pl.  die Verabredungen
Heute Abend habe ich eine 
Verabredung.

今晩私は人と会う約束があり
ます。

begegnen 
［b7gé;gn7n］ 
	ベゲーグネン

# （〜3 に偶然）出会う

(s)

Im Kino bin ich einem Bekannten 
begegnet.

映画館で私は知人と偶然出会
いました。

die Freundschaft 
 ［frCYntSaft］ 
	 	フロイントシャフト

ĳ 友情 

pl.  die Freundschaften
Was ist für dich wichtiger? 
Freundschaft oder Liebe?

君にとってどっちが大事？　
友情？　愛情？

das Verhältnis 
 ［f<¹h>ltnVs］ 
	 	フェアヘルトニス

Ĵ （人と人との）関係，【複数で】状況 

pl.  die Verhältnisse
Das Verhältnis zwischen den beiden 
Personen ist sehr gut.

両者の関係はとても良好です。

die Beziehung 
 ［b7tsI;1N］ 
	 	ベツィーウング

ĳ 関係，関連 

pl.  die Beziehungen
Die Beziehung zwischen den beiden 
Ländern ist zur Zeit nicht so schlecht.

両国の関係は目下のところそ
う悪くありません。

der Bund 
 ［b1nt］ 
	 	ブント

Ĳ 同盟，結束 

pl.  die Bünde
Der Bund zwischen den drei Staaten 
war fest.

3 国間の同盟は強固でした。

交流
005

Geburtstagsfeier：
誕生日パーティー
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der Einfluss 
 ［áinfl1s］ 
	 	アインフルス

Ĳ 影響 

pl.  die Einflüsse
Damals stand Japan unter dem 
Einfluss von China.

当時日本は中国の影響を受け
ていました。

die Rolle 
 ［rCl7］ 
	 	ロレ

ĳ 役割 

pl.  die Rollen
Er spielt als Abteilungsleiter eine 
wichtige Rolle in dieser Firma. 

彼は部長としてこの会社で重
要な役割を果たしています。

duzen 
［dU;ts¥n］ 
	ドゥーツェン

# （〜4 に）du を使って話しかける Paul und Thomas duzen sich. パオルとトーマスはお互い du
を使って話します。

empfangen★ 
［<mpfáN7n］ 
	エムプファンゲン

# （〜4 を）受け取る， 

（客 4 を）迎える 

〔empfing - empfangen〕

Er hat mich warm empfangen. 彼は私を温かく迎えてくれま
した。

der Abschied 
 ［ápSi;t］ 
	 	アップシート

Ĳ 別れ 

pl.  die Abschiede
Er hat von seinen Freunden Abschied 
genommen.

彼は友人たちに別れを告げま
した。

sich	verabschieden 
［zVç f<¹|ápSi;d¥n］ 
	ズィヒ	 フェアアップシーデン

# （von 〜3 に）別れを告げる Ich muss mich leider verabschieden. 私は残念ながらおいとましな
げればなりません。

der Buchstabe 
 ［bU;xSta;b7］ 
	 	ブーフシュターベ

Ĳ 文字 

pl.  die Buchstaben
Der Lehrer schreibt Buchstaben an 
die Tafel.

先生は黒板に文字を書きます。

buchstabieren 
［bu;xStabI;r7n］ 
	ブーフシュタビーレン

# （単語のつづり 4 を）1 字ずつ区

切って読む

Können Sie bitte Ihren Namen 
buchstabieren?

あなたの名前を一字ずつ区切
って読んでいただけますか。

die Schrift 
 ［SrVft］ 
	 	シュリフト

ĳ 文字，手書きの字 

pl.  die Schriften
Sie hat eine schöne Schrift. 彼女は字が上手です。

das Zeichen 
 ［tsáiç¥n］ 
	 	ツァイヒェン

Ĵ 記号，合図 

pl.  die Zeichen
Was bedeutet dieses Zeichen? この記号はどんな意味ですか。

Abteilungsleiter（Abteilung＋Leiter）：部局の長
eine wichtige Rolle spielen：重要な役割を果たしている

siezen

a→ ä

von～ 3 Abschied nehmen：～に別れを告げる

ことばと表現
006
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der Einfluss 
 ［áinfl1s］ 
	 	アインフルス

Ĳ 影響 

pl.  die Einflüsse
Damals stand Japan unter dem 
Einfluss von China.

当時日本は中国の影響を受け
ていました。

die Rolle 
 ［rCl7］ 
	 	ロレ

ĳ 役割 

pl.  die Rollen
Er spielt als Abteilungsleiter eine 
wichtige Rolle in dieser Firma. 

彼は部長としてこの会社で重
要な役割を果たしています。

duzen 
［dU;ts¥n］ 
	ドゥーツェン

# （〜4 に）du を使って話しかける Paul und Thomas duzen sich. パオルとトーマスはお互い du
を使って話します。

empfangen★ 
［<mpfáN7n］ 
	エムプファンゲン

# （〜4 を）受け取る， 

（客 4 を）迎える 

〔empfing - empfangen〕

Er hat mich warm empfangen. 彼は私を温かく迎えてくれま
した。

der Abschied 
 ［ápSi;t］ 
	 	アップシート

Ĳ 別れ 

pl.  die Abschiede
Er hat von seinen Freunden Abschied 
genommen.

彼は友人たちに別れを告げま
した。

sich	verabschieden 
［zVç f<¹|ápSi;d¥n］ 
	ズィヒ	 フェアアップシーデン

# （von 〜3 に）別れを告げる Ich muss mich leider verabschieden. 私は残念ながらおいとましな
げればなりません。

der Buchstabe 
 ［bU;xSta;b7］ 
	 	ブーフシュターベ

Ĳ 文字 

pl.  die Buchstaben
Der Lehrer schreibt Buchstaben an 
die Tafel.

先生は黒板に文字を書きます。

buchstabieren 
［bu;xStabI;r7n］ 
	ブーフシュタビーレン

# （単語のつづり 4 を）1 字ずつ区

切って読む

Können Sie bitte Ihren Namen 
buchstabieren?

あなたの名前を一字ずつ区切
って読んでいただけますか。

die Schrift 
 ［SrVft］ 
	 	シュリフト

ĳ 文字，手書きの字 

pl.  die Schriften
Sie hat eine schöne Schrift. 彼女は字が上手です。

das Zeichen 
 ［tsáiç¥n］ 
	 	ツァイヒェン

Ĵ 記号，合図 

pl.  die Zeichen
Was bedeutet dieses Zeichen? この記号はどんな意味ですか。

Abteilungsleiter（Abteilung＋Leiter）：部局の長
eine wichtige Rolle spielen：重要な役割を果たしている

siezen

a→ ä

von～ 3 Abschied nehmen：～に別れを告げる

ことばと表現
006
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der Begriff 
 ［b7gr8f］ 
	 	ベグリフ

Ĳ 概念 

pl.  die Begriffe
Der Professor erklärt den Begriff 
der „Nation“.

その教授は「国民」の概念を説
明します。

der Inhalt 
 ［8nhalt］ 
	 	インハルト

Ĳ 内容，中身 

pl.  die Inhalte
Erzähl mir bitte den Inhalt des 
Buches.

その本の内容を教えて。

der Sinn 
 ［zVn］ 
	 	ズィン

Ĳ 意味，感覚 

pl.  die Sinne
Es hat keinen Sinn, mit ihm zu reden. 
Er bleibt immer stumm. 

彼と話しても無意味です。彼
はいつも黙ったままです。

der Unsinn 
 ［2nzVn］ 
	 	ウンズィン

Ĳ 無意味なこと，ばかげたこと Er redet nur Unsinn. 彼はくだらないことばかりし
ゃべります。

der Quatsch 
 ［kvatS］ 
	 	クヴァッチュ

Ĳ ばかけたこと Ach Quatsch! ああばからしい！

der Ausdruck 
 ［áusdr1k］ 
	 	アオスドルック

Ĳ 表現 

pl.  die Ausdrücke
Es gibt keine passenden Ausdrücke 
dafür.

それに対するふさわしい表現
がありません。

beschreiben 
［b7Sráib¥n］ 
	ベシュライベン

# （〜4 を言葉で）描写する，説明

する 

〔beschrieb - beschrieben〕

Beschreiben Sie bitte das Bild. その絵を言葉で説明してくだ
さい。

die Unterhaltung 
 ［1nt0hált1N］ 
	 	ウンターハルトゥング

ĳ （楽しい）会話 

pl.  die Unterhaltungen
Ich hatte mit meinen alten Freunden 
eine lange Unterhaltung.

私は旧友たちと長い間おしゃ
べりしました。

sich	unterhalten★ 
［zVç 1nt0hált¥n］ 
	ズィヒ	 ウンターハルテン

# （über 〜4 について 

楽しく）語り合う 

〔unterhielt - unterhalten〕

Gestern Abend haben wir uns lange 
unterhalten.

昨晩私たちは長い間語り合い
ました。

das Gespräch 
 ［g7Spr>;ç］ 
	 	ゲシュプレーヒ

Ĵ 会話，会談 

pl.  die Gespräche
Das Gespräch über das Problem hat 
lange gedauert.

その問題についての話し合い
は長い間続きました。

du unterhältst  
er unterhält
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der Begriff 
 ［b7gr8f］ 
	 	ベグリフ

Ĳ 概念 

pl.  die Begriffe
Der Professor erklärt den Begriff 
der „Nation“.

その教授は「国民」の概念を説
明します。

der Inhalt 
 ［8nhalt］ 
	 	インハルト

Ĳ 内容，中身 

pl.  die Inhalte
Erzähl mir bitte den Inhalt des 
Buches.

その本の内容を教えて。

der Sinn 
 ［zVn］ 
	 	ズィン

Ĳ 意味，感覚 

pl.  die Sinne
Es hat keinen Sinn, mit ihm zu reden. 
Er bleibt immer stumm. 

彼と話しても無意味です。彼
はいつも黙ったままです。

der Unsinn 
 ［2nzVn］ 
	 	ウンズィン

Ĳ 無意味なこと，ばかげたこと Er redet nur Unsinn. 彼はくだらないことばかりし
ゃべります。

der Quatsch 
 ［kvatS］ 
	 	クヴァッチュ

Ĳ ばかけたこと Ach Quatsch! ああばからしい！

der Ausdruck 
 ［áusdr1k］ 
	 	アオスドルック

Ĳ 表現 

pl.  die Ausdrücke
Es gibt keine passenden Ausdrücke 
dafür.

それに対するふさわしい表現
がありません。

beschreiben 
［b7Sráib¥n］ 
	ベシュライベン

# （〜4 を言葉で）描写する，説明

する 

〔beschrieb - beschrieben〕

Beschreiben Sie bitte das Bild. その絵を言葉で説明してくだ
さい。

die Unterhaltung 
 ［1nt0hált1N］ 
	 	ウンターハルトゥング

ĳ （楽しい）会話 

pl.  die Unterhaltungen
Ich hatte mit meinen alten Freunden 
eine lange Unterhaltung.

私は旧友たちと長い間おしゃ
べりしました。

sich	unterhalten★ 
［zVç 1nt0hált¥n］ 
	ズィヒ	 ウンターハルテン

# （über 〜4 について 

楽しく）語り合う 

〔unterhielt - unterhalten〕

Gestern Abend haben wir uns lange 
unterhalten.

昨晩私たちは長い間語り合い
ました。

das Gespräch 
 ［g7Spr>;ç］ 
	 	ゲシュプレーヒ

Ĵ 会話，会談 

pl.  die Gespräche
Das Gespräch über das Problem hat 
lange gedauert.

その問題についての話し合い
は長い間続きました。

du unterhältst  
er unterhält
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die Rede 
 ［ré;d7］ 
	 	レーデ

ĳ 演説 

pl.  die Reden
Der Politiker hält morgen auf diesem 
Marktplatz eine Rede.

その政治家は明日この広場で
演説します。

der Vortrag 
 ［fO;¹tra;k］ 
	 	フォーアトラーク

Ĳ 講演 

pl.  die Vorträge
Der Professor hält einen Vortrag 
über die moderne Kunst.

その教授は現代美術について
講演します。

der Rat 
 ［ra;t］ 
	 	ラート

Ĳ 助言，アドバイス 

pl.  die Ratschläge
Er hat mir einen guten Rat gegeben. 彼は私に適切な助言をしてく

れました。

raten★ 
［rá;t¥n］ 
	ラーテン

# （〜3 に）助言する，（〜4 を）言い

当てる

〔riet - geraten〕

Ich rate dir, mehr Gemüse zu essen.

 
Rate mal, was ich in der Hand habe!

もっと野菜を食べることを勧
めるよ。

私が手に持っているものを当
ててみて！

der Vorschlag 
 ［fO;¹Sla;k］ 
	 	フォーアシュラーク

Ĳ 提案 

pl.  die Vorschläge
Er hat mir einen Vorschlag gemacht. 彼は私に一つの提案をしました。

vor|schlagen★ 
［fO;¹Sla;g¥n］ 
	フォーアシュラーゲン

# （〜３に〜4 を）提案する 

〔schlug…vor - vorgeschlagen〕

Der Arzt hat mir vorgeschlagen, 
mich mehr zu bewegen.

医者は私にもっと運動するよ
うにと提案しました。

der Hinweis 
 ［h8nvais］ 
	 	ヒンヴァイス

Ĳ 指示，ヒント 

pl.  die Hinweise
Die Schüler sind dem Hinweis des 
Lehrers gefolgt.

生徒たちは先生の指示に従い
ました。

die Diskussion 
 ［dVsk1sĭO;n］ 
	 	ディスクスィオーン

ĳ 討論，議論 

pl.  die Diskussionen
Das Thema der Diskussion ist der 
Umweltschutz.

討論のテーマは環境保護です。

diskutieren 
［dVskutI;r7n］ 
	ディスクティーレン

# （über 〜4 について）討論する，

議論する

Worüber diskutieren Sie? 何について議論しているので
すか。

behaupten 
［b7háupt¥n］ 
	ベハオプテン

# （〜4 を）主張する Er behauptet, dass ich einen Fehler 
gemacht habe.

彼は私が間違いを犯したと主
張しています。

eine Rede halten：演説する

einen Vortrag halten：講演する

du rätst  
er rät

du schlägst...vor  
er schlägt...vor
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die Rede 
 ［ré;d7］ 
	 	レーデ

ĳ 演説 

pl.  die Reden
Der Politiker hält morgen auf diesem 
Marktplatz eine Rede.

その政治家は明日この広場で
演説します。

der Vortrag 
 ［fO;¹tra;k］ 
	 	フォーアトラーク

Ĳ 講演 

pl.  die Vorträge
Der Professor hält einen Vortrag 
über die moderne Kunst.

その教授は現代美術について
講演します。

der Rat 
 ［ra;t］ 
	 	ラート

Ĳ 助言，アドバイス 

pl.  die Ratschläge
Er hat mir einen guten Rat gegeben. 彼は私に適切な助言をしてく

れました。

raten★ 
［rá;t¥n］ 
	ラーテン

# （〜3 に）助言する，（〜4 を）言い

当てる

〔riet - geraten〕

Ich rate dir, mehr Gemüse zu essen.

 
Rate mal, was ich in der Hand habe!

もっと野菜を食べることを勧
めるよ。

私が手に持っているものを当
ててみて！

der Vorschlag 
 ［fO;¹Sla;k］ 
	 	フォーアシュラーク

Ĳ 提案 

pl.  die Vorschläge
Er hat mir einen Vorschlag gemacht. 彼は私に一つの提案をしました。

vor|schlagen★ 
［fO;¹Sla;g¥n］ 
	フォーアシュラーゲン

# （〜３に〜4 を）提案する 

〔schlug…vor - vorgeschlagen〕

Der Arzt hat mir vorgeschlagen, 
mich mehr zu bewegen.

医者は私にもっと運動するよ
うにと提案しました。

der Hinweis 
 ［h8nvais］ 
	 	ヒンヴァイス

Ĳ 指示，ヒント 

pl.  die Hinweise
Die Schüler sind dem Hinweis des 
Lehrers gefolgt.

生徒たちは先生の指示に従い
ました。

die Diskussion 
 ［dVsk1sĭO;n］ 
	 	ディスクスィオーン

ĳ 討論，議論 

pl.  die Diskussionen
Das Thema der Diskussion ist der 
Umweltschutz.

討論のテーマは環境保護です。

diskutieren 
［dVskutI;r7n］ 
	ディスクティーレン

# （über 〜4 について）討論する，

議論する

Worüber diskutieren Sie? 何について議論しているので
すか。

behaupten 
［b7háupt¥n］ 
	ベハオプテン

# （〜4 を）主張する Er behauptet, dass ich einen Fehler 
gemacht habe.

彼は私が間違いを犯したと主
張しています。

eine Rede halten：演説する

einen Vortrag halten：講演する

du rätst  
er rät

du schlägst...vor  
er schlägt...vor
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begründen 
［b7gr5nd¥n］ 
	ベグリュンデン

# （〜4 を）理由づける Können Sie Ihre Wahl begründen? あなたは自分の選択の理由を
説明できますか。

widersprechen★ 
［vi;d0Spr>ç¥n］ 
	ヴィーダーシュプレッヒェン

# （〜3 に対して）反論する， 

（〜3 と）矛盾する 

〔widersprach - widersprochen〕

Immer widerspricht er mir. いつも彼は私に反論します。

überzeugen 
［y;b0tsCYg¥n］ 
	ユーバーツォイゲン

# （〜4 を von 〜3 について）納得さ

せる

Wir konnten ihn endlich überzeugen. 私たちはようやく彼を納得さ
せることができました。

beantworten 
［b7|ántvWrt¥n］ 
	ベアントヴォルテン

# （〜4 に）答える Er hat meine Frage höflich 
beantwortet.

彼は私の質問に丁寧に答えま
した。

bitten 
［b8t¥n］ 
	ビッテン

# （〜4 に um 〜4 を）頼む

〔bat - gebeten〕

Er bittet seine Freunde um Hilfe. 彼は友人たちに援助を頼みます。

fordern 
［fCrd0n］ 
	フォルダーン

# （〜4 を）要求する Die Arbeiter haben von der Firma 
eine Menge Geld gefordert.

労働者たちは会社に大金を要
求しました。

verlangen 
［f<¹láN7n］ 
	フェアランゲン

# （〜4 を）求める，（〜4 を）必要と

する

Der Kranke verlangt vom Arzt eine 
ausführliche Erklärung.

Diese Arbeit verlangt viele Kenntnisse.

その患者は医者にくわしい説
明を求めます。

この仕事は多くの知識を必要
とします。

versprechen★ 
［f<¹Spr>ç¥n］ 
	フェアシュプレッヒェン

# （〜3 に〜4 を）約束する

〔versprach - versprochen〕

Ich verspreche es dir. 私はそれを君に約束するよ。

verbieten 
［f<¹bI;t¥n］ 
	フェアビーテン

# （〜3 に〜4 を）禁止する

〔verbot - verboten〕

Rauchen ist hier verboten. 喫煙はここでは禁止されてい
ます。

die Erlaubnis 
 ［<¹láupnVs］ 
	 	エアラオプニス

ĳ 許可 Ich habe endlich die Erlaubnis 
bekommen.

私はようやく許可をもらいま
した。

e→ i

eine Menge Geld：大金

e→ i
動詞の目的語の３，４格がどちらも人称
代名詞の場合，４格，３格の順になります。
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begründen 
［b7gr5nd¥n］ 
	ベグリュンデン

# （〜4 を）理由づける Können Sie Ihre Wahl begründen? あなたは自分の選択の理由を
説明できますか。

widersprechen★ 
［vi;d0Spr>ç¥n］ 
	ヴィーダーシュプレッヒェン

# （〜3 に対して）反論する， 

（〜3 と）矛盾する 

〔widersprach - widersprochen〕

Immer widerspricht er mir. いつも彼は私に反論します。

überzeugen 
［y;b0tsCYg¥n］ 
	ユーバーツォイゲン

# （〜4 を von 〜3 について）納得さ

せる

Wir konnten ihn endlich überzeugen. 私たちはようやく彼を納得さ
せることができました。

beantworten 
［b7|ántvWrt¥n］ 
	ベアントヴォルテン

# （〜4 に）答える Er hat meine Frage höflich 
beantwortet.

彼は私の質問に丁寧に答えま
した。

bitten 
［b8t¥n］ 
	ビッテン

# （〜4 に um 〜4 を）頼む

〔bat - gebeten〕

Er bittet seine Freunde um Hilfe. 彼は友人たちに援助を頼みます。

fordern 
［fCrd0n］ 
	フォルダーン

# （〜4 を）要求する Die Arbeiter haben von der Firma 
eine Menge Geld gefordert.

労働者たちは会社に大金を要
求しました。

verlangen 
［f<¹láN7n］ 
	フェアランゲン

# （〜4 を）求める，（〜4 を）必要と

する

Der Kranke verlangt vom Arzt eine 
ausführliche Erklärung.

Diese Arbeit verlangt viele Kenntnisse.

その患者は医者にくわしい説
明を求めます。

この仕事は多くの知識を必要
とします。

versprechen★ 
［f<¹Spr>ç¥n］ 
	フェアシュプレッヒェン

# （〜3 に〜4 を）約束する

〔versprach - versprochen〕

Ich verspreche es dir. 私はそれを君に約束するよ。

verbieten 
［f<¹bI;t¥n］ 
	フェアビーテン

# （〜3 に〜4 を）禁止する

〔verbot - verboten〕

Rauchen ist hier verboten. 喫煙はここでは禁止されてい
ます。

die Erlaubnis 
 ［<¹láupnVs］ 
	 	エアラオプニス

ĳ 許可 Ich habe endlich die Erlaubnis 
bekommen.

私はようやく許可をもらいま
した。

e→ i

eine Menge Geld：大金

e→ i
動詞の目的語の３，４格がどちらも人称
代名詞の場合，４格，３格の順になります。
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erlauben 
［<¹láub¥n］ 
	エアラオベン

# （〜3 に〜4 を）許可する Es ist nicht erlaubt, hier ein Handy 
zu benutzen.

ここで携帯電話を使用するこ
とは許可されていません。

verzeihen 
［f<¹tsái7n］ 
	フェアツァイエン

# （〜4 を）許す

〔verzieh - verziehen〕

Verzeihen Sie, können Sie mir bitte 
sagen, wie weit es noch bis zum 
Bahnhof ist?

すみません。駅までまだどの
くらいあるか教えてください
ませんか。

lügen 
［l4;g¥n］ 
	リューゲン

# うそをつく

〔log - gelogen〕

Ich lüge nie. 私は決してうそをつきません。

sich	beschweren 
［zVç b7Své;r7n］ 
	ズィヒ	 ベシュヴェーレン

# （bei 〜3 に über 〜4 のことで）苦

情を言う

Er beschwert sich beim Nachbarn 
über den Lärm.

彼は隣人に騒音のことで苦情
を言います。

klagen 
［klá;g¥n］ 
	クラーゲン

# （über 〜4 について）苦痛を訴え

る，苦情を言う

Das Kind klagt über Zahnschmerzen. その子どもは歯が痛いと訴え
ます。

schreien 
［Srái7n］ 
	シュライエン

# 叫ぶ

〔schrie - geschrien〕

Jemand schreit draußen. 誰かが外で叫んでいます。

gratulieren 
［gratulI;r7n］ 
	グラトゥリーレン

# （〜３に zu 〜３のことで）お祝い

を言う

Ich gratuliere dir zum Geburtstag! 誕生日おめでとう！

sich	bedanken 
［zVç b7dáNk¥n］ 
	ズィヒ	 ベダンケン

# （bei 〜3 に für 〜4 の）礼を言う Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre 
Hilfe.

私はあなたの援助に感謝いた
します。

begrüßen 
［b7gr4;s¥n］ 
	ベグリューセン

# （〜4 に歓迎の）挨拶をする，

（〜4 を）歓迎する

Ich begrüße Sie herzlich. 皆様に心よりご挨拶申し上げ
ます。

die Seele 
 ［zé;l7］ 
	 	ゼーレ

ĳ 心，魂 

pl.  die Seelen
Sie sind ein Herz und eine Seele. 彼らは一心同体です。

der Geist 
 ［gaist］ 
	 	ガイスト

Ĳ 精神 

pl.  die Geister
Mein Körper ist gesund und mein 
Geist ebenfalls.

私の体は健康です。私の精神
も同様です。

Nachbarは男性弱変化名詞で単数１格以外は -n。

心（情）
007

ein Herz und eine Seele sein：
一心同体である

Körper
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erlauben 
［<¹láub¥n］ 
	エアラオベン

# （〜3 に〜4 を）許可する Es ist nicht erlaubt, hier ein Handy 
zu benutzen.

ここで携帯電話を使用するこ
とは許可されていません。

verzeihen 
［f<¹tsái7n］ 
	フェアツァイエン

# （〜4 を）許す

〔verzieh - verziehen〕

Verzeihen Sie, können Sie mir bitte 
sagen, wie weit es noch bis zum 
Bahnhof ist?

すみません。駅までまだどの
くらいあるか教えてください
ませんか。

lügen 
［l4;g¥n］ 
	リューゲン

# うそをつく

〔log - gelogen〕

Ich lüge nie. 私は決してうそをつきません。

sich	beschweren 
［zVç b7Své;r7n］ 
	ズィヒ	 ベシュヴェーレン

# （bei 〜3 に über 〜4 のことで）苦

情を言う

Er beschwert sich beim Nachbarn 
über den Lärm.

彼は隣人に騒音のことで苦情
を言います。

klagen 
［klá;g¥n］ 
	クラーゲン

# （über 〜4 について）苦痛を訴え

る，苦情を言う

Das Kind klagt über Zahnschmerzen. その子どもは歯が痛いと訴え
ます。

schreien 
［Srái7n］ 
	シュライエン

# 叫ぶ

〔schrie - geschrien〕

Jemand schreit draußen. 誰かが外で叫んでいます。

gratulieren 
［gratulI;r7n］ 
	グラトゥリーレン

# （〜３に zu 〜３のことで）お祝い

を言う

Ich gratuliere dir zum Geburtstag! 誕生日おめでとう！

sich	bedanken 
［zVç b7dáNk¥n］ 
	ズィヒ	 ベダンケン

# （bei 〜3 に für 〜4 の）礼を言う Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre 
Hilfe.

私はあなたの援助に感謝いた
します。

begrüßen 
［b7gr4;s¥n］ 
	ベグリューセン

# （〜4 に歓迎の）挨拶をする，

（〜4 を）歓迎する

Ich begrüße Sie herzlich. 皆様に心よりご挨拶申し上げ
ます。

die Seele 
 ［zé;l7］ 
	 	ゼーレ

ĳ 心，魂 

pl.  die Seelen
Sie sind ein Herz und eine Seele. 彼らは一心同体です。

der Geist 
 ［gaist］ 
	 	ガイスト

Ĳ 精神 

pl.  die Geister
Mein Körper ist gesund und mein 
Geist ebenfalls.

私の体は健康です。私の精神
も同様です。

Nachbarは男性弱変化名詞で単数１格以外は -n。

心（情）
007

ein Herz und eine Seele sein：
一心同体である

Körper
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das Wohl 
 ［vo;l］ 
	 	ヴォール

Ĵ 幸せ，健康 Zum Wohl! 乾杯！（健康を祈って）

die Freude 
 ［frCYd7］ 
	 	フロイデ

ĳ 喜び 

pl.  die Freuden
Er weint vor Freude. 彼は喜びのあまり泣いています。

das Vergnügen 
 ［f<¹gn4;g¥n］ 
	 	フェアグニューゲン

Ĵ 楽しみ Ich wünsche dir viel Vergnügen! 大いに楽しんできてね。

genießen 
［g7nI;s¥n］ 
	ゲニーセン

# （〜4 を）楽しむ

〔genoss - genossen〕

Genießen Sie die Natur! 自然を満喫してください！

das Mitleid 
 ［m8tlait］ 
	 	ミットライト

Ĵ 同情 Sie hat Mitleid mit ihm. 彼女は彼に同情しています。

die Träne 
 ［tr>;n7］ 
	 	トレーネ

ĳ 涙 

pl.  die Tränen
Sie hat Tränen in den Augen. 彼女は目に涙を浮かべています。

die Trauer 
 ［tráu0］ 
	 	トラオアー

ĳ 悲しみ Wir empfinden tiefe Trauer. 私たちは深い悲しみをおぼえ
ています。

der Trost 
 ［tro;st］ 
	 	トロースト

Ĳ 慰め Die Katze ist mein einziger Trost. その猫は私の唯一の慰めです。

die Furcht 
 ［f1rçt］ 
	 	フルヒト

ĳ 恐れ Er zittert vor Furcht. 彼は恐怖のあまり震えています。

fürchten 
［f5rçt¥n］ 
	フュルヒテン

# （〜4 ではないかと）心配する， 

sich 恐れる

Ich fürchte, den Zug zu verpassen. 

Das Kind fürchtet sich vor dem 
großen Hund.

私は電車に乗り遅れないか心
配です。

その子どもはその大きな犬を
怖がっています。
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）

das Wohl 
 ［vo;l］ 
	 	ヴォール

Ĵ 幸せ，健康 Zum Wohl! 乾杯！（健康を祈って）

die Freude 
 ［frCYd7］ 
	 	フロイデ

ĳ 喜び 

pl.  die Freuden
Er weint vor Freude. 彼は喜びのあまり泣いています。

das Vergnügen 
 ［f<¹gn4;g¥n］ 
	 	フェアグニューゲン

Ĵ 楽しみ Ich wünsche dir viel Vergnügen! 大いに楽しんできてね。

genießen 
［g7nI;s¥n］ 
	ゲニーセン

# （〜4 を）楽しむ

〔genoss - genossen〕

Genießen Sie die Natur! 自然を満喫してください！

das Mitleid 
 ［m8tlait］ 
	 	ミットライト

Ĵ 同情 Sie hat Mitleid mit ihm. 彼女は彼に同情しています。

die Träne 
 ［tr>;n7］ 
	 	トレーネ

ĳ 涙 

pl.  die Tränen
Sie hat Tränen in den Augen. 彼女は目に涙を浮かべています。

die Trauer 
 ［tráu0］ 
	 	トラオアー

ĳ 悲しみ Wir empfinden tiefe Trauer. 私たちは深い悲しみをおぼえ
ています。

der Trost 
 ［tro;st］ 
	 	トロースト

Ĳ 慰め Die Katze ist mein einziger Trost. その猫は私の唯一の慰めです。

die Furcht 
 ［f1rçt］ 
	 	フルヒト

ĳ 恐れ Er zittert vor Furcht. 彼は恐怖のあまり震えています。

fürchten 
［f5rçt¥n］ 
	フュルヒテン

# （〜4 ではないかと）心配する， 

sich 恐れる

Ich fürchte, den Zug zu verpassen. 

Das Kind fürchtet sich vor dem 
großen Hund.

私は電車に乗り遅れないか心
配です。

その子どもはその大きな犬を
怖がっています。
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furchtbar 
［f2rçtba;r］ 
	フルヒトバール

" 恐ろしい，（程度が）ひどい Das Erdbeben war furchtbar.

Die Sommerhitze in Japan ist 
furchtbar!

地震は恐ろしかったです。

日本の夏の暑さはひどいです！

vermissen 
［f<¹m8s¥n］ 
	フェアミッセン

# （〜4 が）いなくてさみしく思う Wir vermissen dich. 君がいなくて私たちはさみし
いです。

leiden 
［láid¥n］ 
	ライデン

# （an 病気 3 に）かかっている，

（unter 〜3 に）苦しむ

〔litt - gelitten〕

Er leidet an Heuschnupfen. 
 
Sie leidet unter Heimweh.

彼は花粉症にかかっています。 
 
彼女はホームシックに苦しん
でいます。

bedauern 
［b7dáu0n］ 
	ベダオアーン

# （〜4 を）残念に思う，気の毒に

思う

Ich bedauere, dass er nicht 
mitkommen kann.

私は彼が一緒に来られなくて
残念に思います。

erwarten 
［<¹várt¥n］ 
	エアヴァルテン

# （〜4 を）待ち受ける，予期する Das habe ich gar nicht erwartet. それを私はまったく予期して
いませんでした。

enttäuschen 
［<nttCYS¥n］ 
	エントトイシェン

# （〜4 を）失望させる Der Film hat mich enttäuscht. その映画は期待はずれでした。

die Laune 
 ［láun7］ 
	 	ラオネ

ĳ 機嫌 

pl.  die Launen
Meine Frau hat gerade schlechte 
Laune.

私の妻は今不機嫌です。

sich	ärgern 
［zVç >rg0n］ 
	ズィヒ	 エルガーン

# （über 〜4 に）怒る Worüber ärgerst du dich? 何に怒っているの？

die Leidenschaft 
 ［láid¥nSaft］ 
	 	ライデンシャフト

ĳ 情熱 Er forscht mit Leidenschaft. 彼は情熱をもって研究してい
ます。

sich	begeistern 
［zVç b7gáist0n］ 
	ズィヒ	 ベガイスターン

# 感激する，（für 〜4 に）熱中する Viele Leute begeistern sich für das 
Spiel.

多くの人々がその試合に熱中
しています。

der Heuschnupfen：花粉症
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furchtbar 
［f2rçtba;r］ 
	フルヒトバール

" 恐ろしい，（程度が）ひどい Das Erdbeben war furchtbar.

Die Sommerhitze in Japan ist 
furchtbar!

地震は恐ろしかったです。

日本の夏の暑さはひどいです！

vermissen 
［f<¹m8s¥n］ 
	フェアミッセン

# （〜4 が）いなくてさみしく思う Wir vermissen dich. 君がいなくて私たちはさみし
いです。

leiden 
［láid¥n］ 
	ライデン

# （an 病気 3 に）かかっている，

（unter 〜3 に）苦しむ

〔litt - gelitten〕

Er leidet an Heuschnupfen. 
 
Sie leidet unter Heimweh.

彼は花粉症にかかっています。 
 
彼女はホームシックに苦しん
でいます。

bedauern 
［b7dáu0n］ 
	ベダオアーン

# （〜4 を）残念に思う，気の毒に

思う

Ich bedauere, dass er nicht 
mitkommen kann.

私は彼が一緒に来られなくて
残念に思います。

erwarten 
［<¹várt¥n］ 
	エアヴァルテン

# （〜4 を）待ち受ける，予期する Das habe ich gar nicht erwartet. それを私はまったく予期して
いませんでした。

enttäuschen 
［<nttCYS¥n］ 
	エントトイシェン

# （〜4 を）失望させる Der Film hat mich enttäuscht. その映画は期待はずれでした。

die Laune 
 ［láun7］ 
	 	ラオネ

ĳ 機嫌 

pl.  die Launen
Meine Frau hat gerade schlechte 
Laune.

私の妻は今不機嫌です。

sich	ärgern 
［zVç >rg0n］ 
	ズィヒ	 エルガーン

# （über 〜4 に）怒る Worüber ärgerst du dich? 何に怒っているの？

die Leidenschaft 
 ［láid¥nSaft］ 
	 	ライデンシャフト

ĳ 情熱 Er forscht mit Leidenschaft. 彼は情熱をもって研究してい
ます。

sich	begeistern 
［zVç b7gáist0n］ 
	ズィヒ	 ベガイスターン

# 感激する，（für 〜4 に）熱中する Viele Leute begeistern sich für das 
Spiel.

多くの人々がその試合に熱中
しています。

der Heuschnupfen：花粉症
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staunen 
［Stáun7n］ 
	シュタオネン

# （über 〜4 に）驚く，感嘆する Ich staune darüber, dass du sehr gut 
Japanisch sprichst.

君がとても上手に日本語を話
すことに驚いているよ。

die Überraschung 
 ［y;b0ráS1N］ 
	 	ユーバーラッシュング

ĳ 驚き，思いがけないうれしい 

こと
pl.  die Überraschungen

Das ist aber eine Überraschung! これはほんとうに思いがけな
いうれしいことです！

überraschen 
［y;b0ráS¥n］ 
	ユーバーラッシェン

# （〜4 を）驚かせる Das Geschenk hat mich sehr 
überrascht.

そのプレゼントは私を大変驚
かせました。

überrascht 
［y;b0ráSt］ 
	ユーバーラッシュト

" 驚いた Er war über die Nachricht total 
überrascht.

彼はその知らせにすっかり驚
きました。

spannend 
［Spán7nt］ 
	シュパネント

" はらはらさせる，わくわくさ 

せる

Ich empfehle dir den Roman. Der ist 
sehr spannend.

君にその小説をすすめるよ。そ
れはすごくわくわくさせるよ。

beneiden 
［b7náid¥n］ 
	ベナイデン

# （〜4 を）うらやむ Ich beneide dich. 私は君をうらやましく思う。

der Wille 
 ［v8l7］ 
	 	ヴィレ

Ĳ 意志 Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 意志あるところに道は開ける
（名言）。

die Motivation 
 ［motivatsĭO;n］ 
	 	モティヴァツィオーン

ĳ 動機づけ，モティヴェーション 

pl.  die Motivationen
Motivation macht vieles leichter. モティヴェーションは多くの

ことを容易にします。

der Mut 
 ［mu;t］ 
	 	ムート

Ĳ 勇気 Er hat keinen Mut, ins Wasser zu 
springen.

彼は水に飛び込む勇気があり
ません。

wagen 
［vá;g¥n］ 
	ヴァーゲン

# （〜4 を）する勇気がある Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. 虎穴に入らずんば虎児をえず
（ことわざ）。

vertrauen 
［f<¹tráu7n］ 
	フェアトラオエン

# （〜3／auf 〜4 を）信頼する Ich vertraue dir. 私は君を信頼している。

über～ 4/von ～ 3 überrascht sein：～に驚く
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staunen 
［Stáun7n］ 
	シュタオネン

# （über 〜4 に）驚く，感嘆する Ich staune darüber, dass du sehr gut 
Japanisch sprichst.

君がとても上手に日本語を話
すことに驚いているよ。

die Überraschung 
 ［y;b0ráS1N］ 
	 	ユーバーラッシュング

ĳ 驚き，思いがけないうれしい 

こと
pl.  die Überraschungen

Das ist aber eine Überraschung! これはほんとうに思いがけな
いうれしいことです！

überraschen 
［y;b0ráS¥n］ 
	ユーバーラッシェン

# （〜4 を）驚かせる Das Geschenk hat mich sehr 
überrascht.

そのプレゼントは私を大変驚
かせました。

überrascht 
［y;b0ráSt］ 
	ユーバーラッシュト

" 驚いた Er war über die Nachricht total 
überrascht.

彼はその知らせにすっかり驚
きました。

spannend 
［Spán7nt］ 
	シュパネント

" はらはらさせる，わくわくさ 

せる

Ich empfehle dir den Roman. Der ist 
sehr spannend.

君にその小説をすすめるよ。そ
れはすごくわくわくさせるよ。

beneiden 
［b7náid¥n］ 
	ベナイデン

# （〜4 を）うらやむ Ich beneide dich. 私は君をうらやましく思う。

der Wille 
 ［v8l7］ 
	 	ヴィレ

Ĳ 意志 Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 意志あるところに道は開ける
（名言）。

die Motivation 
 ［motivatsĭO;n］ 
	 	モティヴァツィオーン

ĳ 動機づけ，モティヴェーション 

pl.  die Motivationen
Motivation macht vieles leichter. モティヴェーションは多くの

ことを容易にします。

der Mut 
 ［mu;t］ 
	 	ムート

Ĳ 勇気 Er hat keinen Mut, ins Wasser zu 
springen.

彼は水に飛び込む勇気があり
ません。

wagen 
［vá;g¥n］ 
	ヴァーゲン

# （〜4 を）する勇気がある Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. 虎穴に入らずんば虎児をえず
（ことわざ）。

vertrauen 
［f<¹tráu7n］ 
	フェアトラオエン

# （〜3／auf 〜4 を）信頼する Ich vertraue dir. 私は君を信頼している。

über～ 4/von ～ 3 überrascht sein：～に驚く
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trauen 
［tráu7n］ 
	トラオエン

# （〜3 を）信用する Trau mir bitte! 私を信用して！

der Scherz 
 ［S<rts］ 
	 	シェルツ

Ĳ 冗談，ジョーク 

pl.  die Scherze
Das ist kein Scherz! これは冗談ではありません！

der Witz 
 ［vVts］ 
	 	ヴィッツ

Ĳ 冗談，小ばなし，ウィット 

pl.  die Witze
Mach keine Witze! そんなことありえない！

der Humor 
 ［humO;¹］ 
	 	フモーア

Ĳ ユーモア Er hat überhaupt keinen Sinn für 
Humor.

彼にはまったくユーモアのセ
ンスがありません。

das Heimweh 
 ［háimve;］ 
	 	ハイムヴェー

Ĵ ホームシック Der ausländische Student leidet 
unter Heimweh.

その外国人学生はホームシッ
クに苦しんでいます。

ertragen★ 
［<¹trá;g¥n］ 
	エアトラーゲン

# （〜4 に）耐える

〔ertrug - ertragen〕

Ich kann den Lärm nicht mehr 
ertragen.

私は騒音にもう耐えられません。

dankbar 
［dáNkba;r］ 
	ダンクバール

" 感謝している Ich bin Ihnen für Ihre Hilfe dankbar. 私はあなたの援助に感謝して
います。

stolz 
［StWlts］ 
	シュトルツ

" 誇りに思っている Ich bin stolz auf meine Tochter. 私は娘を誇りに思っています。

der Gedanke 
 ［g7dáNk7］ 
	 	ゲダンケ

Ĳ 考え 

pl.  die Gedanken
Seine Gedanken sind sehr interessant.

Mach dir darüber keine Gedanken!

彼の考えは大変興味深いです。

そのことについて心配しなく
ていいよ！

die Absicht 
 ［ápzVçt］ 
	 	アップズィヒト

ĳ 意図 

pl.  die Absichten
Ich hatte nicht die Absicht, dich zu 
verletzen.

私は君を傷つけるつもりはな
かった。

a→ ä

～ 3 für ...4 dankbar sein：～に…のことで感謝している

auf～ 4 stolz sein：～を誇りに思っている
考え・意見

008

sich3 Gedanken über～ 4 machen：
～のことをくよくよ考える
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彼にはまったくユーモアのセ
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das Heimweh 
 ［háimve;］ 
	 	ハイムヴェー

Ĵ ホームシック Der ausländische Student leidet 
unter Heimweh.

その外国人学生はホームシッ
クに苦しんでいます。

ertragen★ 
［<¹trá;g¥n］ 
	エアトラーゲン

# （〜4 に）耐える

〔ertrug - ertragen〕

Ich kann den Lärm nicht mehr 
ertragen.

私は騒音にもう耐えられません。

dankbar 
［dáNkba;r］ 
	ダンクバール

" 感謝している Ich bin Ihnen für Ihre Hilfe dankbar. 私はあなたの援助に感謝して
います。

stolz 
［StWlts］ 
	シュトルツ

" 誇りに思っている Ich bin stolz auf meine Tochter. 私は娘を誇りに思っています。

der Gedanke 
 ［g7dáNk7］ 
	 	ゲダンケ

Ĳ 考え 

pl.  die Gedanken
Seine Gedanken sind sehr interessant.

Mach dir darüber keine Gedanken!

彼の考えは大変興味深いです。

そのことについて心配しなく
ていいよ！

die Absicht 
 ［ápzVçt］ 
	 	アップズィヒト

ĳ 意図 

pl.  die Absichten
Ich hatte nicht die Absicht, dich zu 
verletzen.

私は君を傷つけるつもりはな
かった。

a→ ä

～ 3 für ...4 dankbar sein：～に…のことで感謝している

auf～ 4 stolz sein：～を誇りに思っている
考え・意見

008
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