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aber  並列接：しかし 
acht  数：８ 
achtzehn 数：１８ 
achtzig  数：８０ 
als 	 従属接：~したときに(理由)・ 
	 	 	 	 	 ~よりも(比較)・~として 
an  前：(+3格)~のそばで・ 

(+4格)~のそばへ 
auch  副：~もまた 
auf  前：(+3格)	 ~の上で・ 

(+4格)	 ~の上へ 
aus  前：(+3格)	 ~から 
bald  副：まもなく 
bei     前：(+3格)	 ~のところで 
bis  前：(+4格)	 ~まで 
bitte  副：(元々は動詞)	 どう 
	 	 	 	 	 	 	 	 ぞ・どうか (英：please) 
da  副：そこで・その時 
dann     副：それから・それに加えて 
dass 	 	 従属接：~ということ 
dein 所有代 (不定冠詞類)：きみの 
denn 並列接：~というのも・副：いったい  
          (驚きの気持ちを表示) 
der （英：the) 定冠詞：その・この 
dich  人称代：(duの 4格)君を 
dieser  冠詞類：この 
dir  人称代：(duの 3格)君に・ 

君にとって 
doch    副：いいえ、でも、だって、やっぱり 

dort    副：そこで(に)・あそこで(に) 
drei  数：３ 
dreißig  数：３０ 
dreizehn 数：１３ 
du  人称代：君は 
ein  不定冠詞：一つの 
ein bisschen 副：少し(肯定的ニュアンス) 
einmal  副：１回・一度 
                 話し言葉では mal になる 
eins  数：１ 
elf  数：１１ 
endlich  副：最終的に・とうとう 
er  人称代：彼は 
erst     副：初めに・初めて・やっと 
es  人称代：それは 
etwa  副：ほぼ・約 

etwas  副：少し 
etwas     不定代：何か 
	 	 	 	 	 	  	 (英：something/ anything)   
         ただし話し言葉では通常 wasになる 
es (Akk.)   人称代：(esの 4格)それを 
euch (＜ihr) 人称代：(ihrの 4格)君たちを 
euch (＜ihr) 人称代：(ihrの3格)君たちに・ 
           君たちにとって 
euer 	 	 所有代 (不定冠詞類)：君たちの 
fünf  数：５ 
fünfzehn 数：１５ 
fünfzig  数：５０ 
für  前：(+4格)~のために 
ganz 副：すっかり・全く・たいへん 
gegen  前：(+4格)~に対して・ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ~に反対で・(時刻)~頃に 
gerade  副：ちょうど 
geradeaus 副：まっすぐに 
gern 	 	 	 	 副：好んで・好きで・よく 
gestern  副：昨日 
gleich  副：すぐ・ただちに 
heute  副：今日 
hier  副：ここに・ここで 
hinter  前：(+3格)~のうしろに・ 

(+4格)~のうしろへ 
hundert  数：１００ 
ich  人称代：私は 
ihm  人称代：(erの 3格)彼に・ 
  彼にとって・(esの 3格) 

それに・それにとって 
ihn  人称代：(erの 4格)彼を 
Ihnen(＜Sie) 人称代：(Sieの 3格) 
      あなたに・あなたにとって 
      あなたがたに・あなたがたにとって 
ihnen (＜sie)   人称代：(sie の 3 格)彼ら
に・ 

彼女らに・それらに 
Ihr 所有代 (不定冠詞類)：あなたの 
ihr 人称代：(duの複数)君たちは 
ihr 所有代 (不定冠詞類)：彼女の・ 
	 	 	 	 彼らの・彼女らの 
ihr (＜sie)   人称代：(sieの 3格)彼女に・ 

彼女にとって 
immer  副：いつも 
in  前：(+3格)~の中で・ 
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(+4格)~の中へ 
jetzt  副：今 
kein  不定代：(一つも)~ない 
leider 	 	 副：残念ながら・気の毒だが
lieber 	 	 副：むしろ~の方が好き(gernの比較級) 

links  副：左に 
man  不定代：人(一般) 
manchmal 副：時々 
mein 	 所有代 (不定冠詞類)：私の 
mich  人称代：(ichの 4格)私を 
mir  人称代：(ichの 3格)私に 
mit  前：(+3格)~と一緒に 
morgen  副：明日 
nach  前：(+3格)~の方へ 
neben  前：(+3格)~のとなりに・ 

(+4格)~のとなりへ 
neun  数：９ 
neunzehn 数：１９ 
neunzig  数：９０ 
nicht  副：(英：not) 

~(し)ない、~でない 
nichts  不定代：(英：nothing) 

何一つ~ない 
nie  副：決して~ない 
noch  副：さらに・まだ 
nur 副：~だけ(しかない)・~のみ 
ob 従属接：~かどうか 
oben  副：上に 
obwohl 従属接：~にもかかわらず(譲歩) 
oder 並列接：(英：or)~か~・または 
oft  副：しばしば・たびたび 
ohne  前：(+4格)~なしで(英：without) 

rechts  副：右に 
schon   副：すでに・もう 
sechs  数：６ 
sechzehn 数：１６ 
sechzig  数：６０ 
sehr  副：とても 
sein 	 	 所有代 (不定冠詞類)：彼の 
seit  前：(+3格)~以来 
Sie  人称代：あなたは・ 

あなたがたは 
Sie (Akk.) 人称代：(Sieの 4格) 

あなたを・あなたがたを 
sie  人称代：彼女は・彼らは・ 

彼女らは 
sie (Akk.)      	 人称代：(sie の 4 格)彼女
を・ 

 彼らを・彼女らを 
sieben  数：７ 
siebzehn 数：１７ 
siebzig  数：７０ 
so  副：そんなに・それほど 
sondern 	 並列接：~ではなく 
          nicht X, sondern Y = ~ではなく~である 
später  副詞：後で・将来 
tausend  数：１０００ 
über  前：(+3格)~の上に・ 

(+4格)~の上へ 
um  前：(+4 格)~のまわり
を・   (時刻を表す)~時に 
und  並列接：(英：and)~と・ 

そして 
uns (Akk.)    人称代：(wirの 4格)私達を 
uns (Dat.)    人称代：(wirの 3格)私達に・ 

     私達にとって 
unser 	 	 所有代 (不定冠詞類)：私たちの 
unten  副：下に 
unter  前：(+3格)~の下で・ 

(+4格)~の下へ 
vielleicht 副：ひょっとすると・ 

もしかして 
vier  数：４ 
vierzehn  数：１４ 
vierzig  数：４０ 
von 前：(+3格)~の(英語の of)・~について・ 
          ~から(時間的・空間的起点) 
vor  前：(+3格)~の前で・ 

(+4格)~の前へ 
wahrscheinlich 副：たいてい、おそらく 
wann  副：いつ 
warum  副：どうして・なぜ(理由) 
was 疑問代：何が(１格)、何を(4格) 
was für ein 冠詞類：（英：what kind  
                of) どんな(種類の） 
weil 従属接：~なので(理由) 
welcher  冠詞類：（英：which）  
                どの・どのような 
wenn 従属接：もし~ならば(条件) 
wer 疑問代：誰が 
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wie 副：どんなふうに、どうやって 
wie lange (英：how long)  

どれくらい(の長さで) 
wie oft  (英：how oft)  

どれくらい(の頻度で) 
wie viel      (英：how many/how much) 

どれくらい 
wieder  副：再び・また 
wieso  副：何で(理由)(口語表現) 
wir  人称代：私達は 
wo  副：どこで 
woher  副：どこから 
wohin  副：どこへ 
zehn  数：１０ 
zu  前：(+3格)(英：to) 

~(のところ)へ 
zusammen 一緒に 
zwanzig  数：２０ 
zwei  数：２ 
zwischen 前：(+3格)~の間に・ 

(+4格)~の間へ 
zwölf  数：１２ 


