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単語 言語能力レベル（受容-産出） 頻度順位  代表的な意味 
abbiegen  A2-A2    ×  曲がる・曲げる 
abfliegen  B1-B1    ×   (飛行機で)出発する・飛び立つ 
abgeben    ×  1292位   手渡す 
abmachen  B1-B1    ×  取り決める 
abstellen  B1-B1  2977位  (車等を)停める・下へおろす 
achten     ×  1921位  尊敬する 
anbieten  B1-B1   436位  提供する・差し出す 
aufpassen  A2-B1  2176位  (auf+4格)注意する・気をつける 
ausfüllen  A1-B1  2982位  (書類に)記入する・書き込む 
ausgeben  B1-B1  2023位  支出する 
ausgehen  A2-B1   485位  外出する 
aussuchen    ×  2305位  選び出す 
backen   A2-B1  3169位   (パン・菓子類を) 焼く 
bauen   A2-A2   688位  建築する 
bearbeiten    ×  2507位  加工する・手を加える 
beginnen  B1-B1   241位  始まる・始める 
bekommen  A1-A2   235位  もらう・得る 
benutzen  A2-A2   874位  利用する・使う 
beobachten  B2-B2   635位  観察する・監視する 
besichtigen  A2-B1    ×  見学する・見物する 
besitzen  B1-B2   750位  所有する 
bestehen  B1-B2   210位  (試験に)受かる 
bezahlen  A1-A1   697位  ~の代金を払う 
brechen  B1-B1  1234位  折る・破る 
diskutieren  A2-B1  1087位  (über+4格)~について討論する 

drücken  A1-A1   853位  押す 
eintragen    ×  1894位  記入・登録する 
empfehlen  A2-B1  1201位  ~に~を薦める 
erledigen  B1-B2  1998位  片付ける 
eröffnen    ×  1202位  (比喩的な意味で)開く・開設する 
erreichen  B1-B1   307位  到達する・連絡が付く 
ersetzen  B1-B2  1336位  補う 
erzählen  A2-A2   242位  物語る・話す 
folgen   B1-B2   202位  ~について行く・後を追う 
genießen    ×  1655位  享受する 
grillen   A1-B1    ×  グリルする 
halten   A1-A2   144位  保持する・止まる・(発表等を)する 
herunterladen    ×    ×  ダウンロードする 
hoffen   A1-A2   691位  期待する・望む 
holen   A2-A2   642位  行って、持って(連れて)来る 
klingeln  A2-A2  3617位  (ベル等が)鳴る・鳴らす 
klopfen  A1-A2  2431位  トントン叩く・ノックする 
kopieren  A1-A1    ×  コピーする 
landen   A2-A2  1603位  着陸する・上陸する 
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lassen   A2-B2    82位  ~させる・ほおっておく 
laufen  A2-A2   250位  走る・歩く 
lieben   A1-A1   818位  愛する 
liefern     ×   963位  供給する・配達する 
mitfahren     ×     ×  (乗り物で)一緒に行く 
mitgehen    ×     ×  一緒に行く 
öffnen   A2-A2   540位  (物理的に)開く 
packen  A2-A2  1632位  詰める・ぎゅっとつかむ 
passieren  A1-A2   518位  起こる 
reiten     ×  3229位  馬に乗る・馬で行く 
reservieren  A1-A2    ×  予約する 
riechen   A2-B1  2203位  においがする 
schließen  A1-A2   414位  閉める・閉じる 
schneiden  A2-A2  1143位  切る・切り刻む 
sich anmelden  A2-B1  2808位  申し込む 
sich anziehen  A2-A2  1390位  服を着る 
sich ausziehen  A2-A2  2306位  服を脱ぐ 
sich baden  A2-A2    ×  水浴びする・風呂に入る 
sich befinden    ×   517位  ~にある・~の状態にある 
sich duschen  A1-A1    ×  シャワーを浴びる 
sich erkälten  B1-B2    ×  風邪を引く 
sich freuen  A1-A2   694位  (über+4格)喜ぶ・	 (auf+4格)期待して待つ 
sich informieren B1-×  1159位  (über+4格) ~について問い合わせる・紹介する 

sich interessieren A1-A2   424位  (in+4格)~に関心を持つ 
sich kümmern  	 ×  1161位  (um+4格)~の面倒を見る 
sich3 überlegen B1-B1   982位  じっくり考える 
sich umziehen B1-B1 	 	 	 順位情報欠落 服を着替える 
sich unterhalten A2-B1  1227位  雑談する 
sich verabschieden    × 1746位  別れを告げる 
sich verletzen  A2-B1  1196位  けがをする 
sich waschen  A1-A1   484位  体を洗う 
sich3 wünschen  A2-B1   686位  望む・欲しい 
stattfinden  A2-B1   601位  開催される・行われる 
sterben  A2-A2   661位  死ぬ 
stoppen  A2-A2  3037位  止める・止まる 
surfen  B1-B2    ×  サーフィンする 
tanken  A2-A2  2306位  ガソリンをつぐ 
teilen   B1-A2  2306位  分ける・分割する 
teilnehmen A2-B1  1408位  (an+3格)~に参加する 
trainieren  A2-B1  2802位  トレーニングする 
trennen  A2-A2  2306位  分ける・切り離す 
treten  B1-B1   547位  踏む・蹴る 
tun  A1-A2   140位  する 
üben   A1-A2  1515位  練習する 
übersetzen  A1-A2  1876位  翻訳する 
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umtauschen  B1-B1    ×  交換する・両替する 
umziehen  A2-B1 	 	 	 順位情報欠落 引っ越す 
unterschreiben A1-A2  3364位  署名する 
veranstalten    ×  3140位  ~を催す・~を挙行する 
verdienen  A2-A2   903位  稼ぐ・~に値する 
verlieren  A2-A2   338位  失う 
verstecken    ×  1807位  隠す 
vorbeikommen  A2-B1    ×  (bei+3格)~さんの所に立ち寄る 
vorbereiten  B1-B1  1045位  ~の準備・用意をする 
vorhaben  A2-B1  2221位  ~を予定する 
wählen   A2-B1   566位  選挙する・投票する・選出する 
wechseln  A1-A2   958位  取り換える 
wecken   A2-A2  2133位  起こす・目覚めさせる 
weitergehen A2-B1  1229位  続行する・続く・先へ行く 
werfen  A2-B1   674位  投げる 
wiegen  A2-B2  2881位  重さである・重さを量る 
ziehen  A2-B1   268位  引く・引っ張る 
zurückgeben  A2-A2  3697位  返却する 
zurücknehmen    △    ×  撤回する・引き取る 
zurückrufen    △    ×  電話をかけ直す・呼び戻す 
 
 


