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abfahren 出発する 
abholen  取ってくる・迎えに行く 
anfangen 始める・始まる 
angeln  釣りをする 
ankommen 到着する 
anmachen (電気・スイッチを) つける 
anprobieren 試着する 
anrufen  電話をかける 
antworten 答える・返事する 
arbeiten  働く・勉強する 
aufmachen 開ける 
aufräumen (部屋を) かたづける・ 

整理する 
aufstehen 起床する・起き上がる 
ausmachen 取り決める・(金額に) なる 
aussehen ~のように見える 
aussteigen 降車する 
bedeuten 意味する 
bekommen 受け取る 
bestellen 注文する 
besuchen 訪ねる 
bleiben  留まる・~のままである 
brauchen 必要とする 
bringen  持ってくる 
buchstabieren 綴りを言う 
da sein  そこにある・いる 
dabei haben 手許にある・ 

持参している 
danken  感謝する 
dauern  (時間が) かかる 
denken  考える 
dürfen  ~してもよい (許可) 
einkaufen 買い物する 
einladen  招待する 
einsteigen 乗車する 
erklären  説明する 
essen  食べる 
fahren  (乗り物で) 行く・運転する 
fehlen   無い・欠席する 
feiern  祝う 
fernsehen テレビを見る 
finden 見つける・~を･･･と思う 
fliegen (飛行機で) 行く・飛ぶ 
fotografieren 写真を撮る 
fragen  質問する 

frühstücken 朝食を取る 
funktionieren 機能する・ちゃんと動く 
geben  (+3格の人+4格の事物)~に~を与える 
gefallen  (+3格の人)~さんに気に入る 
gehen  (歩いて) 行く 
gehören  (+3格の人)~さんの物である 
glauben  ~と思う・信ずる 
haben  持っている 
hängen  掛ける・掛かっている 
heiraten  結婚する 
heißen  ~という名である 
helfen  助ける・手伝う 
hören  聞く 
jobben  バイトする 
kaufen  ~を買う 
kennen  知っている 
kennenlernen 知り合う 
kochen  料理する 
kommen  来る 
können        ~できる・~かもしれない 
kosten  (値段が) かかる 
lachen  笑う 
leben         生きている・住んでいる 
legen  (横向きに) 置く 
leihen  貸す・借りる 
lernen  習う・学ぶ 
lesen  読む・読書する 
liegen  ある・置いてある 
machen  する・作る 
malen  (色を使って絵を) 描く 
meinen  思う・意味する 
mieten         (部屋・車などを) 借りる 
mitbringen 持って来る・連れて来る 
mitkommen 一緒に来る 
mitnehmen 持って行く・連れて行く 
möchten  ~したい・~が欲しい 
mögen  ~が好きだ 
müssen  ~しなければならない・ 

~に違いない 
nehmen  取る・もらう 
parken  駐車する 
passen  (+３格の人) (サイズ等が)~さんに合う 
probieren 試す・味見する 
putzen  (拭いて) きれいにする・ 

(歯などを) 磨く 
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rauchen  タバコを吸う 
rechnen  計算する 
regnen  雨が降る 
reisen  旅行する 
reparieren 修繕する 
sagen  言う 
sammeln  集める 
scheinen (日が) 照る・輝く 
schenken 贈る 
schicken  贈る 
schlafen  眠っている 
schmecken ~の味がする 
schneien 雪が降る 
schreiben 書く 
schwimmen 泳ぐ 
sehen  見る 
sein  ある・いる・~である 
setzen  座る(+ sich)・据える 
singen  歌う 
sitzen  座っている 
sollen  ~すべきだ 
spazieren gehen 散歩に行く 
spielen       (球技を)する・遊ぶ・演じる 
sprechen  話す 
spülen         (食器などを)洗う・すすぐ 
stehen  ~が似合う 
stehen  立っている 
stellen       (立てて・本来の向きに)置く 
stimmen  ~が合っている 
studieren (専門的に)勉強する・ 

研究する 
suchen  探す 
tanzen  踊る 
telefonieren 電話で話す 
tragen  着ている・持ち運ぶ 
treffen  出会う 
trinken   飲む 
umsteigen 乗り換える 
vergessen 忘れる 
verkaufen 売る 
vermieten (部屋・車などを) 貸す 
verpassen 乗り遅れる 
verstehen 理解する 
versuchen 試みる 
vorstellen 紹介する・想像する 

wandern  ハイキングする・やま歩きする 
warten  (auf + 4格) ～を待つ 
waschen  洗う・洗濯する 
weh tun  ~が痛い 
werden  ~だろう 
wissen  知っている 
wohnen  住んでいる 
wollen  ~するつもりだ 
zählen  数える 
zahlen   払う 
zeichnen (線で絵を) 描く・漫画を描く 
zeigen  示す 
zumachen 閉める 
zurückkommen 戻って来る 


