
Ⅰ．動詞

Wort Bedeutung  Konjugation  Redewendung Ergänzung

□ 1 sein
ある、～である

≒be
bin-bist-ist-sind-seid-sind-sind

sein-war-gewesen

完了形(sein支配)

状態受動
sein+zu不定詞《受動の可能・義務》

sein von+抽象名詞

□ 2 haben
持つ

≒have
hast-hat

haben-hatte-gehabt

完了形(haben支配)

haben+zu不定詞《義務》

【派】an|haben （服などを）着ている
≒wear

【派】auf|haben (帽子を)かぶっている、（眼

鏡を）かけている

【派】vor|haben 意図する

□ 3 werden ～になる
wirst-wird

werden-wurde-geworden/worden

受動態
未来の助動詞

【派】los|werden 免れる、厄介払いする

□ 4 beginnen
始める
≒begin

（規則変化）

beginnen-begann-begonnen
beginnen+zu不定詞

□ 5 brechen
砕く、壊す
≒break

brichst-bricht

brechen-brach-gebrochen

【派】ab|brechen 折り取る、断つ

【派】auf|brechen こじ開ける、開く

□ 6 empfehlen
勧める、推奨する

≒recommend
empfiehlst-empfielt

empfehlen-empfahl-empfohlen
※fehlen(110) ～が欠けている

Nr

ドイツ語単語帳klar2011

A

B1

※動詞は三変化形をもとに分類。対応する記号は以下の通り。
A＝特殊系                    （法則とか以前に覚える）
B＝全変化型　　　　　　　 （B1 a-o型、B2 a-u型、B3 a-e型、B4 i-a型）
C＝過去形変化型　　　　 （C1 a型、C2 ie型、C3 u型、C4 i型）
D＝過去過去分詞変化型 （D1 a-a型、D2 ie-ie型、D3 i-i型、D4 o-o型、D5 混合変化1型、D6混合変化2型）
E＝助動詞　　　　　　　　　（E1 母音変化型、E2母音無変化型）
F＝非分離動詞　　　　　　（F1 be-、F2 ent-、F3 er-、F4 ge-、F5 ver-、F6 その他）
G＝規則変化動詞



□ 7 gebären
産む

≒bear
（規則変化）

gebären-gebar-geboren

□ 8 gelten
価値がある

見なされる（als）
giltst-gilt

gelten-galt-gegolten

es gelten zu不定詞 ～することが重要

だ

gelten als/für~ ～と見なされている

 

□ 9 gewinnen
勝つ、得る

≒win
（規則変化）

gewinnen-gewann-gewonnen
⇔(62)verlieren

□ 10 helfen
助ける
≒help

hilfst-hilft

helfen-half-geholfen
jm helfen 【派】behelfen 《再帰》間に合わせる

□ 11 nehmen
取る、運ぶ

≒take
nimmst-nimmt

nehmen-nahm-genommen
et4 zu et3(als et4) nehmen

～を…として使う

【派】mit|nehmen　連れていく

【派】fest|nehmen 逮捕する

【派】teil|nehmen (an et3)

参加する、分かち合う

【派】übernehmen　まとう

【派】vernehmen 聞く、尋問する

【派】vornehmen　前へ出す、決心する

【派】weg|nehmen 取り去る、連れ去る

□ 12 schelten
叱る、非難する

≒scold
schiltst-schilt

schelten-schalt-gescholten

□ 13 schwimmen
泳ぐ

≒swim

（規則変化）

schwimmen-schwamm-

schwommen

□ 14 sprechen
話す

≒speak
sprichst-spricht

sprechen-sprach-gesprochen

【派】an|sprechen 話しかける

【派】aus|sprechen 発音する、表現する

【派】entsprechen(et3) 対応する、合致す
る

【派】los|sprechen 罪を許す、免除する

【派】versprechen 約束する、誓う

□ 15 springen
跳ねる

≒spring
（規則変化）

springen-sprang-gesprochen

B1



□ 16 sterben
死ぬ
≒die

stirbst-stirbt

sterben-starb-gestorben

【派】ab|sterben 死滅する、壊死する

【派】versterben 死ぬ

□ 17 treffen
当たる、出会う

≒meet
triffst-trifft

treffen-traf-getroffen
sich4 treffen 起こる 【派】betreffen 関係する、該当する

□ 18 werfen
投げる
≒throw

wirfst-wirft

werfen-warf-geworfen
【派】umwerfen ひっくり返す、仰天させる

□ 19 binden
縛る、結ぶ、つなぐ

≒bind,tie
（規則変化）

binden-band-gebunden
【派】los|binden 解き放す

□ 20 finden
見つける

≒find
（規則変化）

fingen-fand-gefunden

【派】erfinden 発明する

【派】statt|finden 開催される

□ 21 gelingen
うまくいく、成功する

≒suceed
（規則変化）

gelingen-gelang-gelungen

□ 22 schwinden 消滅する、縮小する

（規則変化）
schwinden-schwand-

geschwunden

【派】verschwinden 見えなくなる、消える

□ 23 singen
歌う

≒sing
（規則変化）

singen-sang-gesungen

□ 24 sinken
沈む

≒sink
（規則変化）

sinken-sank-gesunken
【派】versinken 沈む、はまり込む

□ 25 trinken
飲む

≒drink
（規則変化）

trinken-trank-getrunken

□ 26 zwingen
強制する
≒force

（規則変化）
zwingen-zwang-gezwungen

et4 zu et3/zu不定詞 zwingen

□ 27 bitten
頼む
≒beg

（規則変化）

bitten-bat-gebeten
jn um et4 bitten ～に～を頼む

B1

B3

B2



□ 28 liegen
横たわっている

≒lie
（規則変化）

liegen-lag-gelegen
an jm/et3 liegen

～しだいである、～のせいである

□ 29 sitzen
座っている

≒sit
sitzt-sitzt

sitzen-saß-gesessen

B4 □ 30 gehen
行く、移動する

≒go
（規則変化）

gehen-ging-gegangen

 Wie geht es Ihnen?=How are

you?

es geht um ～が重要である

【派】auf|gehen のぼる、開く

【派】aus|gehen 外出する、由来する

【派】ein|gehen 入る、消滅する

【派】nach|gehen 後を追う、追求する

【派】um|gehen 回る、広まる

【派】weg|gehen　立ち去る、無くなる

【派】zurück|gehen 帰る、衰える

□ 31 essen
食べる
≒eat

isst-isst

essen-aß-gegessen

□ 32 messen
測る

≒measure
misst-misst

messen-maß-gemessen

□ 33 vergessen
忘れる

≒forget
vergisst-vergisst

vergessen-vergaß-vergessen

□ 34 geben
与える、送る

≒give
gibst-gibt

geben-gab-gebegen
es gibt～≪there構文≫

【派】ab|geben 渡す

【派】auf|geben 依頼する、やめる (give up)

【派】umgeben 取り囲む

【派】weg|geben 手放す

【派】züruck|geben 返す

□ 35 geschehen
起こる

≒happen
es geschieht

geschehen-geschah-geschehen

B3

C1



□ 36 kommen
来る

≒come
（規則変化）

kommen-kam-gekommen

【派】an|kommen 到着する

    ※es kommt auf et4 an ~次第である

【派】auf|kommen 回復する、起こる

【派】bekommen 受け取る、生じる

【派】her|kommen やってくる、由来する

【派】weg|kommen 離れる、逃げる

【派】zurück|kommen 帰ってくる、戻る

□ 37 lesen
読む

≒read
liest-liest

lesen-las-gelesen

□ 38 sehen
見える、目にする

≒see
siehst-sieht

sehen-sah-gesehen

【派】ab|sehen 察知する、読み取る

【派】an|sehen 見つめる、観察する

【派】aus|sehen ～のように見える

【派】besehen じっくり見る

【派】fern|sehen テレビを見る

【派】zu|sehen 見守る、傍観する

□ 39 treten
踏む、進む

≒step
trittst-tritt

treten-trat-getreten

【派】auf|treten 登場する、出演する

【派】betreten 入る、上にのる

【派】ein|treten 入場する

【派】entgegen|treten 立ち向かう

□ 40 braten
焼く、あぶる、揚げる

≒roast
brätst-brät

braten-briet-gebraten

□ 41 fallen
降る、倒れる

≒fall
fällst-fällt

fallen-fiel-gefallen
【派】gefallen (jm) ～の気に入る

□ 42 halten
つかむ、保つ、催す、

みなす
≒hold

hältst-hält

halten-hielt-gehalten

et4 an et4 halten ～を～と比べる

et4 für et4 halten ～を～と見なす

【派】erhalten 受け取る≒bekommen

【派】unterhalten 養う、維持する、もてなす、
《再帰》おしゃべりする

【派】verhalten 《再帰》行動する、～な状態

である、比例関係にある（zu et3 wie~）

□ 43 heißen
名である、意味する≒

mean
heißt-heißt

heißen-hieß-geheißen

C1

C2



□ 44 lassen
中止する、あずける、

させてやる
lässt-lässt

lassen-ließ-gelassen

不定詞+lassen 《認容、使役》

sich+不定詞+lassen 《受動》
【派】verlassen 去る、見捨てる

□ 45 laufen
走る
≒run

läufst-läuft

laufen-lief-gelaufen
【派】verlaufen 延びる、経過する

□ 46 rufen 叫ぶ、呼ぶ
（規則変化）

rufen-rief-gerufen
【派】an|rufen 呼び掛ける、電話する

□ 47 schlafen
眠る

≒sleep
schläfst-schläft

schlafen-schlief-geschlafen

□ 48 schweigen
沈黙している、だまる

≒be silent
（規則変化）

schweigen-schwieg-geschwiegen

C3 □ 49 fahren 乗り物で行く
fährst-fährt

fahren-fuhr-gefahren

【派】ab|fahren 出発する、立ち去る

【派】weg|fahren 出発する

□ 50 laden
積む

≒load
lädst-lädt

laden-lud-geladen
【派】ein|laden 招待する（invite）

□ 51 schaffen
創造する
≒create

（規則変化）

schaffen-schuf-geschaffen
※天地創造はSchöpfung(f)

□ 52 schlagen
打つ、殴る
≒strike

schlagst-schlagt

schlagen-schlug-geschlagen
【派】nach|schlagen （辞書等で）調べる

□ 53 tragen 運ぶ、支える
trägst-trägt

tragen-trug-getragen
【派】fort|tragen 運び去る

□ 54 wachsen
育つ、成長する

≒grow
wächst-wächst

wachsen-wuchs-gewachsen

【派】auf|wachsen 成長する

【派】aus|wachsen 十分に育つ

【派】zu|wachsen ふさがる、手に入る、増大
する

□ 55 waschen
洗う

≒wash
wäschst-wäscht

waschen-wusch-gewaschen

C2



C4 □ 56 fangen
捕まえる
≒catch

fängst-fängt

fangen-fing-gefangen

【派】an|fangen 始める

【派】empfangen 受け取る、接待する

□ 57 stehen
立っている
≒stand

（規則変化）

stehen-stand-gestanden

【派】auf|stehen 立ち上がる、起きる

【派】bestehen 存在する、あり続ける

【派】entstehen 発生する、起こる

【派】verstehen （聴覚的に）理解する

□ 58 tun
する、行う

≒do
（規則変化）

tun-tat-getan
(Es) tut mir leid, …. 残念ながら…. 【派】ab|tun 脱ぎ捨てる、取り去る

□ 59 bleiben
とどまる、残る

≒remain
（規則変化）

bleiben-blieb-geblieben

□ 60 meiden
避ける
≒avoid

（規則変化）
meiden-mied-gemieden

【派】vermeiden 裂ける、予防する

□ 61 leihen
貸す

≒lend
（規則変化）

leihen-lieh-geliehen

□ 62 raten
助言する
≒advise

（規則変化）
raten-riet-geraten

□ 63 reiben
こする
≒rub

（規則変化）
reiben-rieb-gerieben

□ 64 scheiden
分ける、区切る

≒separate
（規則変化）

scheiden-schied-geschieden

【派】entscheiden 決定する、判定する

【派】unterscheiden 区別する
（distinguish）

□ 65 scheinen
光る、輝く
≒shine

（規則変化）

scheinen-schien-geschienen
【派】erscheinen 姿を現す、出版される

□ 66 schreiben
書く

≒write
（規則変化）

schreiben-schrieb-schrieben
【派】beschreiben 字を書く、記述する

□ 67 schreien
叫ぶ、わめく

≒cry
（規則変化）

schreien-schrie-geschrie(e)n

D1

D2



□ 68 steigen 上がる、乗り込む
（規則変化）

steigen-stieg-gestiegen

【派】ein|steigen （乗り物に）乗る

【派】um|steigen 乗り換える

【派】aus|steigen （乗り物から）降りる

□ 69 treiben
駆り立てる、行う

≒drive
（規則変化）

treiben-trieb-getrieben
※doに近いことも 【派】Trieb(m) 衝動、本能

□ 70 gleichen 似ている、対等である
（規則変化）

gleichen-glich-geglichen

【派】vergleichen 比較する≒compare

     et4/jn mit et3/jm vergleichen

□ 71 greifen
つかむ、捕まえる

≒grip
（規則変化）

greifen-griff-gegriffen

【派】begreifen 理解する、含む
（comprehend）

【派】zu|greifen つかむ、飛びつく

□ 72 leiden
苦しむ、病む

≒suffer
（規則変化）

leiden-litt-gelitten

an et3（病気） leiden

unter et3（精神的なもの） leiden

□ 73 schneiden
切る
≒cut

（規則変化）
schneiden-schnitt-geschnitten

□ 74 schreiten
歩く

≒walk
（規則変化）

schreiten-schritt-geschritten

□ 75 streiten
争う、けんかする

≒fight
（規則変化）

streiten-stritt-gestritten

□ 76 bieten
提供する、値をつける

≒offer,bit
（規則変化）

bieten-bot-geboten
【派】an|bieten 差し出す、提案する

□ 77 fliegen
飛ぶ
≒fly

（規則変化）

fliegen-flog-geflogen
【派】ab|fliegen 飛び去る

□ 78 frieren
凍える

≒freeze
（規則変化）

frieren-fror-gefroren
【派】erfrieren 凍死する、かじかむ

□ 79 heben
持ち上げる

≒heave
（規則変化）

heben-hob-gehoben
【派】ab|heben （持ち上げて）取り外す

D2

D4

D3



□ 80 genießen
喜ぶ、楽しむ

≒enjoy
genießt-genießt

genießen-genoss-genossen
【派】Genuss(m) 味わうこと、喜び、享楽

□ 81 riechen
匂いがする

≒smell
（規則変化）

riechen-roch-gerochen

□ 82 schießen
撃つ

≒shoot
（規則変化）

schießen-schoß-geschossen

□ 83 schließen
閉める

≒shut、close
schließt-schließt

schließen-schloss-geschlossen

【派】ab|schließen 鍵をかける、締めくくる

【派】an|schließen 鎖で固定する、接続す

る、《再帰》加わる、賛同する

【派】entschlißen 《再帰》決心する

□ 84 verlieren
失う、敗れる

≒lose
（規則変化）

verlieren-verlor-verloren

□ 85 wiegen
重さがある（測る）

≒weigh
（規則変化）

wiegen-wog-gewogen
【派】überwiegen より重要（優位）である

□ 86 ziehen
引っ張る

≒pull
ziehst-zieht

ziehen-zog-gezogen

【派】ab|ziehen 取り去る、（衣類などを）脱ぐ

【派】an|ziehen （衣類などを）身につける

【派】aus|ziehen (衣類などを)脱がす

□ 87 bringen
持っていく
≒bring

（規則変化）

bringen-brachte-gebracht

【派】an|bringen 取り付ける、持ち出す

【派】verbringen 過ごす

【派】zurück|bringen 戻す

□ 88 denken
考える、思考する

≒think
（規則変化）

denken-dachte-gedacht

□ 89 kennen
（直接的に）
知っている
≒know of

（規則変化）

kennen-kannte-gekannt
【派】erkennen 認識する、見分ける

□ 90 nennen
名付ける
≒name

（規則変化）

nennen-nannte-genannt

D5

D4



□ 91 senden
送る

≒send
（規則変化）

senden-sandte-gesandt

□ 92 wissen
（間接的に）
知っている

≒know

weiß-weißt-weiß

wissen-wusste-gewusst

□ 93 backen
焼く

≒bake
bäckst-bäckt

backen-backte-gebacken

□ 94 dingen 　雇う
（規則変化）

dingen-dingte-gedungen(gedingt)
【派】bedingen 引き起こす、前提とする

□ 95 dürfen
　してもよい

《許可》
≒may

darf-darfst-darf

dürfen-durfte-dürfen/gedruft

□ 96 können
できる《可能》

≒can
kann-kannst-kann

können-konnte-können/gekonnt

□ 97 mögen
だろう《推量》、好きだ

《好み》
mag-magst-mag

mögen-mochte-mögen/gemocht

□ 98 müssen

必ず～する
《当然》

必要がある
《必要》
≒must

muss-musst-muss

müssen-musste-müssen/gemusst

□ 99 wollen
するつもりだ

《主語の意志》
≒will

will-willst-will

wollen-wollte-wollen/gewollt

□ 100 möchte
～したい《願望》
≒want to do

möchte-möchtest-möchte

（なし）

□ 101 sollen

～すべきだ
《主語に対する他者

の意志》
≒should

soll-sollst-soll

sollen-sollte-sollen/gesollt

　　助動詞の過去分詞は不定詞同形
　　本動詞としての過去分詞は規則変化

D5

E2

D6

E1



□ 102 bedeuten 意味する、表す
（語幹＋eで規則変化）

（過去分詞にge-がつかない）

□ 103 begegnen 出会う、遭遇する
（語幹＋eで規則変化）

（過去分詞にge-がつかない）
et3 begegnen ~に出会う

□ 104 beruhen
基づく、起因する

（auf et3） （過去分詞にge-がつかない）

□ 105 berühren
触れる
≒touch （過去分詞にge-がつかない）

□ 106 beschäftigen
《再帰》仕事とする

雇う （過去分詞にge-がつかない）
sich4 mit et3 beschäftigen
～に従事する、～を仕事とする

【派】beschaftigt（mit et3）
雇われている；忙しい

□ 107 bewegen*
動かす、感動させる

≒move （過去分詞にge-がつかない）

※不規則変化（D4型）だと「～する気に

させる」≒induceの意味

□ 108 entfernen
除去する
≒remove （過去分詞にge-がつかない）

□ 109 entschuldigen
弁解する、許す

≒excuse （過去分詞にge-がつかない）
 ※Entshuldigung!=Excuse me.

□ 110 entwickeln
成長させる
開発する
≒develop （過去分詞にge-がつかない）

⇐ent（離脱）+wickeln(巻く、包む)

□ 111 entzücken
大いに喜ばせる魅了

する （過去分詞にge-がつかない）
※zücken ぴくぴく動く

□ 112 ereignen 《再帰》起こる
（過去分詞にge-がつかない）

sich4 ereignen 起こる

□ 113 erinnern
思い起こさせる

≒remind （過去分詞にge-がつかない）

sich4 an et4 erinnern ～を思い出す

jn an et4 erinnern ～を思い起こさせ
る

F1
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□ 114 erkälten 《再帰》風邪をひく
（過去分詞にge-がつかない）

sich4 erkälten 風邪をひく
haben支配

〈cf.〉erkalten はsein 支配で「冷える」

□ 115 erklären 
明らかにする

説明する （過去分詞にge-がつかない）
klar≒clear

□ 116 erledigen 片づける、処理する
（過去分詞にge-がつかない）

□ 117 erschrecken
びっくりする、驚愕す

る≒frighten （過去分詞にge-がつかない）
※恐怖感が伴う驚き

□ 118 erzählen 物語る、伝える
（過去分詞にge-がつかない）

jm et4 erzählen

□ 119 gebrauchen 利用する
（過去分詞にge-がつかない）

□ 120 gehorchen
従う、服従する

≒obey （過去分詞にge-がつかない）

□ 121 gehören
～のものである

ふさわしい （過去分詞にge-がつかない）

jm gehören ～のものである

zu et3 gehören ～の一員である/に必要
である

□ 122 gelangen
達する、～の状態に

なる≒reach （過去分詞にge-がつかない）
※reichenより物理的な到着を意味することが多い

□ 123 gestalten
形作る、形成する

≒shape,form （過去分詞にge-がつかない）
⇐Gestalt(f)  形、姿、人物(figure)

□ 124 verbreiten
広める、普及させる

≒spread （過去分詞にge-がつかない）

□ 125 verrücken 動かす、混乱させる
（過去分詞にge-がつかない）

⇐rücken 動かす、ずらす

【派】verrückt 気の狂った (crazy)
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□ 126 vermehren
増やす

≒increase （過去分詞にge-がつかない）
sich4 vermehren　増える ※mehrenはあまり使われない

□ 127 verwandeln
すっかり変わる、変化

させる
≒transform （過去分詞にge-がつかない）

et4 in et4 verwandeln

⇐wandeln

【類】umwandeln 変える、［理・化］転移させ

る、変換する

□ 128 verwenden
使う

≒use （過去分詞にge-がつかない）
sich4 für jn/et4 verwenden

～のために尽力する

□ 129 verwirklichen
実現する
≒realize （過去分詞にge-がつかない）

⇐wirklich = real

F6 □ 130 korrigieren
修正する
≒correct （過去分詞にge-がつかない）

korはkomの変化形で非分離

□ 131 ändern
変える

≒change,alter
【派】verändern 変える

□ 132 antworten 答える 【派】beantworten （きちんと）答える

□ 133 arbeiten 働く、勉強する

□ 134 ärgern 怒らせる sich4 an jm/et3 ärgern ~で怒る ※Ärger(m) = anger

□ 135 atmen
呼吸する
≒breathe

（語幹＋eで規則変化）

□ 136 bauen
建設する

≒bild

□ 137 beobachen
観察する
≒observe

（語幹＋eで規則変化）

G
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□ 138 bilden
形作る、成す

≒form
【派】Bildung(f) 人間形成、教養

□ 139 blitzen （雷が）光る

□ 140 blühen
花が咲いている

≒bloom

□ 141 brauchen
必要とする

≒need
(nicht) zu不定詞 brauchen

□ 142 danken 感謝する

【派】bedanken《再帰》礼を述べる

　　　sich4 bei jm. für et4 bedanken

【派】verdanken 負うている、おかげである≒
owe

□ 143 dauern 経過する、続く

□ 144 decken
覆う

≒cover

【派】auf|decken 露出させる、暴く、（テーブ

ルクロス）をかける

【派】bedecken 覆う

【派】entdecken 発見する、気づく

□ 145 dienen
勤務する、仕える、役

立つ(et3)
≒serve

【派】bedienen 仕える、サービスする

【派】verdienen 得る、稼ぐ

□ 146 diskutieren
討論する
≒discuss

(über) et4 diskutieren

□ 147 donnern 雷が鳴る ⇐Donner(m) ≒thunder

□ 148 drängen 押しやる、迫る

G



□ 149 drücken
押す、圧する

≒press
【派】unterdrücken
押さえつける、隠ぺいする

□ 150 eilen
急ぐ

≒hurry
【派】beeilen 急がせる

　　　beeilen sich4 急ぐ

□ 151 enden 終わる 【派】vollenden 完成する

□ 152 fassen つかむ、捕える ≒fangen,greifen

□ 153 fehlen
欠けている
≒be lack of

es fehlt (jm) an et3
（～に）～が欠けている

□ 154 feiern 祝う、祭る

□ 155 folgen
ついて行く、従う

≒follow
et3/jm folgen

□ 156 fordern
要求する、請求する

≒demand
≒verlangen

□ 157 fotografieren 写真を撮る

□ 158 fragen
質問する、尋ねる

≒ask
(jn) nach et3 fragen
（～に）～のことを尋ねる

 

□ 159 freuen
喜ばせる

《再帰》喜ぶ、楽しみ
にする

sich4 an et3 freuen （現在）

sich4 auf et4 freuen （将来）

sich4 uber et4 freuen （過去）

sich4 freuen,daß節/zu+不定詞

□ 160 fühlen
感じる
≒feel

G



□ 161 führen
導く、指導する

≒lead

【派】Fuhrer(m) 指導者、（ヒトラー）総統

【派】auf|führen　上映する、演奏する、挙げ
る

□ 162 füllen
満たす
≒fill

et4 mit et3 füllen 【派】erfüllen 満たす、果たす(fulfill)

□ 163 füttern
えさを与える

≒feed

□ 164 glauben
思う、信じる
≒believe

□ 165 grauen
恐怖を感じる

≒fear
《非人称》es graut jm ~

□ 166 gründen
基礎を置く、創設する

≒base,found
et4 auf et4 gründen

【派】Grund(m) 地面、土台、理由

　※aus ~ Grund(Gründen) ～な理由で

□ 167 grüßen 挨拶する
grüßt-grüßt

（規則変化）
【派】begrüßen （より正式に）挨拶する

□ 168 handeln
振舞う、扱う、商売す

る
≒handle

mit et3 handeln 商売する

es handelt sich um~
~に関わる問題である

【派】behandeln 扱う、治療する（treat）

□ 169 häufen
積み上げる

≒heap
【派】an|häufen ためる、積みあげる

こっちの方が主

□ 170 heilen
病気を治す

≒heal

□ 171 heiraten 結婚する
（語幹＋eで規則変化）

【派】verheiraten 結婚させる

□ 172 herrschen
支配する、統治する

≒rule
herrschst-herrscht

（規則変化）
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□ 173 hindern
妨げる、阻止する

≒hinder
jn an et3 hindern 妨げる

jn bei et3 hindern 邪魔になる

□ 174 hoffen
期待する、望む

≒hope
【派】Hoffnung(f) 希望、期待

□ 175 holen
取りに行く、呼び寄せ

る
【派】ab|holen 受け取りに行く、迎えに行く

□ 176 horchen
耳を傾ける

≒listen
auf et4 horchen

□ 177 hören
聞こえる、聞く、耳に

する
≒hear

et4 不定詞 horen 《知覚動詞》
【派】auf|hören 途切れる、停止する、やめる
(stop）

※lauschen 聴き耳を立てる

□ 178 hüten 保護する、番をする

□ 179 interessieren
興味を起こさせる

≒interest
interessieren sich4 für et3

～に対して興味を持つ
 

□ 180 jammern
嘆く

≒wail

□ 181 kaufen
買う

≒buy
【派】ein|kaufen 買い入れる

【派】verkaufen 売る

□ 182 kehren
向ける、転じる

≒turn
【派】zurück|kehren 戻る

□ 183 klagen
嘆く、苦情を言う

≒lament/complain
≒(175)jammern（嘆く）

□ 184 klingeln
ベルを鳴らす

≒ring
※Kilngel(f) ベル
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□ 185 knüpfen
結ぶ、結び付ける

≒knot

□ 186 kochen
煮る、料理する

≒cook
※コーヒーを入れる時も

□ 187 kümmern
《再帰》気にかける、

面倒をみる
sich4 um jn/et4 kümmern 【派】verkümmern 成長が止まる、萎縮（退

化）する

□ 188 lachen
笑う

≒laugh

□ 189 leben
生きている、暮らす≒

live
【派】erleben 体験する

□ 190 legen
横にする

≒lay

【派】ab|legen 脱ぐ、やめる

【派】belegen (mit et3) 覆う、課す

【派】stillegen(still|legen) 停止する、閉
鎖する

□ 191 lehren
教える
≒teach

※Lehrer(m) 先生

□ 192 lenken
導く、誘導する、操縦

する
※führenに比べて乗り物を運転するイメージが強
い

□ 193 lernen
習う、学習する

≒learn

【派】erlernen 学びとる、習得する

【派】kennen|lernen 知り始める、知るに至

る

□ 194 letzen 《再帰》楽しむ
letzt-letzt

（規則変化）
sich4 an et3 letzen 【派】verletzen 傷つける、感情を害する

□ 195 lieben
愛する、好む

≒love

□ 196 loben ほめる sich3 et4 loben 気に入る
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□ 197 lügen
嘘をつく

≒lie

□ 198 machen
作る、する
≒make

sich4 (gut) machen うまくいく、よく合う
【派】auf|machen 開く(öffnen)

【派】aus|machen 消す、完成する、重要性

がある

□ 199 mangeln
《非人称》欠けてい

る、足りない
es mangelt an et3

□ 200 meinen
思う、考える

≒think

□ 201 melden
伝える、報道する

≒report
sich4 melden 連絡を取る、電話口に出る

□ 202 merken
気づく、感知する
≒mark,notice

sich3 merken 覚える≒remember

□ 203 mieten
賃借りする

≒lent
※Miete(f) 賃借り、家賃

□ 204 öffenen
あける
≒open

⇐offen(Adj)=open

【派】veröffentlichen 公表する、出版する

□ 205 ordnen
整理する、並べる

≒order
（語幹＋eで規則変化）

□ 206 passen
ぴったり合う、調和す

る、好ましい
≒fit,suit

paßt-paßt

（規則変化）
【派】verpassen 逃す

□ 207 pflanzen
植える、植え付ける

≒plant

□ 208 plaudern
おしゃべりする、雑談

する≒chat
mit jm von et3 (über et4)

plaudern
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□ 209 prüfen 試す、検査する

□ 210 putzen
きれいにする

≒clean

□ 211 rächen
《再帰》復讐する

≒revenge
 sich4 an jm für et4 rächen

□ 212 rauchen
煙を出す、喫煙する

≒smoke

□ 213 reden
話す、語る、しゃべる

≒talk
（語幹＋eで規則変化）

mit et3 über et4 reden

□ 214 reichen
届く、足りる

≒reach

※reich≒rich、距離的なもの以外に数量

的なものも表わす

【派】erreichen 届く、達する

□ 215 reifen
熟す

≒ripen
【派】aus|reifen 完熟する

□ 216 reisen
旅をする
≒travel

【派】ab|reisen 旅に出る

□ 217 regnen 《非人称》雤が降る
（語幹＋eで規則変化）

□ 218 reservieren
予約する
≒reserve

（規則変化）
reservieren-reservierte-reserviert

□ 219 sagen
言う

≒say
【派】auf|sagen 暗唱する

【派】vorher|sagen 予言する

□ 220 sammeln
集める

≒gather,collect

G



□ 221 schalten
切り替える
≒switch

et4 auf et4 schalten ～を～に切り替える
【派】an|schalten スイッチを入れる

【派】ab|schalten スイッチを切る

□ 222 schämen 《再帰》恥じる sich4 schämen

□ 223 schätzen
評価する、見積もる

≒estimate

□ 224 schauen
視線を向ける

≒look

□ 225 schenken
贈る

≒present

□ 226 schicken 送る、派遣する (jm/an jn) et4 schicken

□ 227 schmecken
味がする
≒taste

□ 228 schneien
《非人称》雪が降る≒

snow
⇐Schnee(m) 雪

□ 229 schieben
押す

≒push
【派】verschieben  ずらす、延期する

□ 230 schleppen
引きずる
≒drag

sich4 schleppen 苦労して進む

□ 231 schulden
借り（負債、義務）が

ある≒owe
jm et4 schulden 【派】verschulden 背負い込む、招く

□ 232 segnen
祝福を与える

≒bless
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□ 233 setzen
座らせる、置く、設定

する≒set

【派】ein|setzen
はめ込む、組み込む、任命する

【派】ersetzen 代理をする、補う（et4 durch

et4 ersetzen）≒substitute

□ 234 sorgen
配慮する、心配する、

世話する
【派】versorgen 世話する

□ 235 sparen
蓄える、節約する

≒spare

□ 236 spazieren 歩きまわる、散歩する 　 【派】spazieren|gehen 散歩する

□ 237 sperren 遮断する、禁止する

□ 238 spielen
遊ぶ、競技する

≒play
mit jm spielen ～と試合する

□ 239 splittern
裂ける
≒split

□ 240 stecken
はめる、差す

≒put in
 【派】verstecken 隠す、隠ぺいする

□ 241 stellen
置く、立てる

≒put

【派】an|stellen 立てかける、試みる

【派】bestellen 注文する、呼び出す、伝える

【派】dar|stellen 表す、表現する

【派】fest|stellen 確かめる、つきとめる

【派】verstellen 置き違える、位置を変える

【派】vorstellen 前へ置く、紹介する、表す

□ 242 streuen
撒く、散布する

≒strew
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□ 243 stimmen 正しい、合う
【派】bestimmen 決定する

【派】zu|stimmen 同意する（agree）

□ 244 stören
邪魔をする、不快に

する、抑制する
sich4 an et3 stören ～で気分を損なう 【派】zerstören 破壊する、台無しにする

□ 245 studieren
大学で勉強する、研

究学問をする

□ 246 stürzen
急落する、突進する

≒fall,dash

□ 247 stützen
支える、援助する

≒support
（語幹＋eで規則変化）

□ 248 suchen
探す、求める

≒seek

【派】besuchen 訪問する（visit）

【派】untersuchen 調べる、試験する、診察

する（examine）

【派】versuchen 試す（ｔｒｙ）

□ 249 tanzen
踊る

≒dance

□ 250 tauschen
交換する、交易する

≒exchange
tauschst-tauscht

（規則変化）

et4 gegen et4 tauschen

et4 (mit jm) tauschen
⇐Tausch(m) 交換、交易

□ 251 teilen
分ける、分配する

≒part(V)
※Teil(m) = part（部分）

【派】mit|teilen 伝える

□ 252 töten
殺す、滅ぼす

≒kill
※tot (Adj)=dead

□ 253 trainieren
訓練する
≒train
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□ 254 trauen
信用（信頼）する

≒credit
jm/et3 trauen

【派】vertrauen (jm/et3/auf jn,et4)

信用（信頼）する

□ 255 träumen
夢を見る
≒dream

von jm/et3 träumen

□ 256 trennen
切り離す、分離する

≒separate

□ 257 trösten
慰める、安心させる

≒comfort
（語幹＋eで規則変化）

□ 258 üben
練習する、鍛える

≒practice

□ 259 wachen
目を覚ましている

≒be awake
【派】auf|wachen 目覚める≒wake up

□ 260 wandern
歩き回る、放浪する≒

wander

□ 261 warten
待つ

≒wait
auf jn/et４ warten 【派】erwarten (jn/et4) 待ち受けて（望ん

で）いる

□ 262 wechseln
交換する
≒change

⇐Wechsel(m) 交代、移り変り

【派】um|wechseln 両替する

□ 263 weinen
泣く

≒weep

□ 264 wenden 裏返す、向きを変える 【派】auf|wenden 浪費する（waste）

□ 265 wohnen
住んでいる

≒live in
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□ 266 wünschen
願う、望む、ほしい

≒wish

□ 267 zahlen
支払う
≒pay

【派】bezahlen 支払う（代金など）

□ 268 zeigen
指し示す、見せる

≒show
sich4 zeigen 姿を現す
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