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Begrüßung
ベグリュースング

あいさつ
aissazu

deutsch  ドイツ語 JAPANIsch  日本語

Guten Morgen
グーテン モアゲン

おはようございます
ohajô-gosaimas

Guten Tag
グーテン ターク

こんにちは
kon-nitschiwa

Guten Abend
グーテン アーベント

こんばんは
kombanwa

Gute Nacht
グーテ ナハト

おやすみなさい
ojassumi-nassai

Wie geht es Ihnen?
ヴィー ゲート エス 
イーネン？

お元気ですか？
ogenki dess ka

Danke gut
ダンケ グート

おかげさまで
okage-ssamade

Herzlich willkommen
ヘアツリッヒ 
ヴィルコメン

ようこそ
jôkosso

Auf Wiedersehen
アウフ ヴィーダー
ゼーン

さようなら
ssajônara

Bis morgen
ビス モアゲン

また明日
mata aschita

Geht´s gut?
ゲーツグート

元気？
genki

Tschüss
チュッス

じゃあまたね
dschâ matane

Grüßen Sie bitte ... 
herzlich!
グリューセン ズィー 
ビッテ ...ヘアツリッヒ

...さんによろしく！

... ssan ni joroschiku
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deutsch  ドイツ語 JAPANIsch  日本語

ich
イッヒ

私 / 僕
wataschi/ 
boku (nur männlich)

Sie / du
ズィー/ 
ドゥー(親しい間柄)

あなた
anata

er
エア

彼
kare

sie
ズィー

彼女
kanodscho

sie (Plural)
ズィー

彼ら
karera

Wie heißen Sie?
ヴィー ハイセン ズ
ィー

お名前は？
Onamae wa ?

Ich heiße ...
(= Mein Name ist …)
イッヒ ハイセ ... 
(= マイン ナーメ 
イストゥ...)

...です

... dess

Freut mich.
フロイト ミッヒ

はじめまして。
hadschimemaschite

Vorstellung
フォアシュテルング

紹介
schôkai
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Basics
ベーシックス

会話の基礎
kaiwa-no-kiso

deutsch  ドイツ語 JAPANIsch  日本語

Ja
ヤー

はい
hai

Nein
ナイン

いいえ
ii-e

Danke
ダンケ

ありがとう
arigato

Dankeschön
ダンケ シューン

どうもありがとうご
ざいます
Domo arigato gosaimas

Bitteschön
ビッテ シューン

どういたしまして
dô-itaschi-maschite

Bitte
ビッテ

どうぞ
dôso

Entschuldigung
エントシュルディグング

ごめんなさい
gomen-nassai

Verzeihung
フェアツァイウング

すみません
ssumimassen

Hallo
ハロー(ハローは電話だ

けでなく呼びかけでも

使う。)

もしもし
moschi-moschi
(nur bei Telefon)

Wie alt bist du?
ヴィー アルト ビストゥ 
ドゥ？

何歳ですか？
nan-ssai desska

Ich bin 16 Jahre alt.
イッヒ ビン ゼヒツェ
ーン ヤーレ アルト

１６歳です。
dschû-roku-ssai dess

Ich bin Japaner / Japanerin.
イッヒ ビン ヤパーナ
ー(ヤパーナリン=女性)

私は日本人です。
wataschi wa nihon-dschin 
dess
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deutsch  ドイツ語 JAPANIsch  日本語

Ich bin Deutscher / Deutsche.
イッヒ ビン ドイチャ
ー (ドイチェ=女性)

私はドイツ人です。
wataschi wa doizu-dschin 
dess

Das ist ein Freund von mir.
ダス イストゥ アイン 
フロイント フォン ミア

私の男友達です。
wataschi no otoko tomo-
datschi dess

Das ist eine Freundin von 
mir.
ダス イストゥ アイネ 
フロインディン 
フォン ミア

私の女友達です。
wataschi no onna tomo-
datschi dess

Sprechen Sie Deutsch / 
Japanisch / Englisch?
シュプレッヒェン ズ
ィー ドイチュ / 
ヤパーニッシュ
/ エングリッシュ

ドイツ語 / 日本語 / 
英語を話しますか？
doizugo / nihongo / e-igo o 
hanaschi masska

Ich verstehe nicht.
イッヒ フェアシュテ
ーエ ニヒト

分かりません。
wakarimassen

Dolmetscher/ Dolmetscherin
ドルメチャー/ドルメ
チャリン

通訳(男性/女性)
zûjaku

Übersetzen Sie bitte!
イゥーバーゼッツェン 
ズィー ビッテ

通訳してください。
zûjaku schite kudassai

Haben Sie verstanden?
ハーベン ズィー フェ
アシュタンデン

分かりましたか？
wakari-maschitaka

Ja, ich habe verstanden.
ヤー イッヒ ハーベ 
フェアシュタンデン

はい、分かりました。
hai, wakari-maschita

Wie bitte?
ヴィー　ビッテ

なんですって？なん
だって？
nandesstte? nandatte?
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Wir stellen Fragen
ヴィア シュテレン フラーゲン

質問しましょう
schizumon schima-schô

deutsch  ドイツ語 JAPANIsch  日本語

Was ist das?
ヴァス イストゥ ダス

これは何ですか？
kore wa nan desska

Das ist ...
ダス イストゥ ...

それは ... です。
ssore wa ... dess

... ein Buch.

... アイン ブーフ
...本
... hon

... ein Apfel.... アイン 
アプフェル

... りんご

... ringo

... eine Birne.

... アイネ ビァネ
... 梨
... naschi

Ist das ... ?
イストゥ ダス ...

それは ... ですか？
ssore wa ... desska

Wo ist ... ?
ヴォー イストゥ ...

... はどこですか？

... wa doko desska

... die Post

... ディー ポスト
郵便局 ...
jûbin-kjoku ...

... der Bahnhof

... デア バーンホ
ーフ

駅 ...
eki ...

Wohin gehen wir?
ヴォーヒン ゲーエン 
ヴィア

どこへ行きますか？
doko-e iki-masska

Wir gehen nach…
ヴィア ゲーエン ナッ
ハ …….

…へ行きます。
….. e iki-mass

Wann gehen wir?
ヴァン ゲーエン ヴ
ィア

いつ行きますか？
izu iki-masska
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deutsch  ドイツ語 JAPANIsch  日本語

Wie lange dauert es?
ヴィー ランゲ ダウア
ート エス

どの位かかります
か？
donokurai-kakari-masska

Wie viel?
ヴィー フィール

いくつ / いくら？
ikuzu (Anzahl) / ikura (Menge/Preis)

Wie weit?
ヴィー ヴァイト

どの位遠いですか？
donokurai tôi-desska

Welcher?
ヴェルヒャー

どれ?
dore

Warum?
ヴァルム

なぜ?
nase

Können Sie bitte ...?
ケネン ズィー ビッ
テ...

...ください。

...kudassai

...mir helfen

...ミア ヘルフェン
手伝って...
tezudatte...

...mit mir kommen

...ミット ミア コメン
一緒に来て...
isscho-ni kite

Darf ich ...?
ダーフ イッヒ ...

...いいですか?

...ii-desska

...rauchen

...ラウヘン
たばこを吸って...
tabako o ssutte...

...nach Hause gehen

...ナッハ ハウゼ ゲ
ーエン

家へ帰って...
i-e e ka-ette...

Möchten Sie...?
メヒテン ズィー...

...たいですか?

...tai-desska

...etwas trinken

...エトヴァス トリ
ンケン

何か飲み...
nanika nomi ...

...schlafen gehen

...シュラーフェン ゲ
ーエン

寝...
ne ...
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deutsch  ドイツ語 JAPANIsch  日本語

Geben Sie mir bitte...
ゲーベン ズィー 
ミア ビッテ...

...をください。

...o kudassai

...eine Quittung.

...アイネ クヴィト
ゥンク

領収書...
rjôschû-scho...

...eine Eintrittskarte.

...アイネ アイントゥ
リッツカーテ

入場券...
njûdschô-ken...

Was machen wir jetzt / hier?
ヴァス マッヘン ヴ
ィア イェッツトゥ / 
ヒアー

今から/ここで　なに
をしますか？
imakara / kokode nani o 
schimasska

In der Familie
イン デア ファミーリエ

ホームステイ先にて
hôm sste-i ssaki nite

deutsch  ドイツ語 JAPANIsch  日本語

Würden Sie das bitte 
waschen?
ビュルデン ズィー ダ
ス ビッテ ヴァッシ
ェン

洗ってください。
aratte kudassai

Ja, gerne.
ヤー, ゲァネ

はい、いいですよ
hai ii dess-jo

Wann muss ich aufstehen?
ヴァン ムス イッヒ 
アウフシュテーエン

何時に起きなければ
いけませんか？
nandschi ni okinakereba 
ikema-ssenka

Wir müssen um 6 Uhr 
aufstehen.
ヴィア ミュッセン ウ
ム ゼックス ウーア 
アウフシュテーエン

６時に起きなければ
いけません。
roku-dschi ni okinakereba 
ikema-ssen
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deutsch  ドイツ語 JAPANIsch  日本語

Können Sie mich um 6 Uhr 
wecken?
ケネン ズィー ミッヒ 
ウム ゼックス ウーア 
ヴェッケン？

６時に起こしてくだ
さい。
roku-dschi ni okoschite 
kudassai

Wann gibt es Frühstück?
ヴァン ギプトゥ エス 
フリューシュトゥック

何時に朝食ですか？
nandschi ni tschôschoku 
dess ka

Wir frühstücken um 7 Uhr.
ヴィア フリューシュ
トゥッケン ウム ズィ
ーベン ウーア

７時に朝食です。
schizi-dschi ni tschôschoku 
dess

Wann fahren wir los?
ヴァン ファーレン ヴ
ィア ロース

何時に出発します
か？
nandschi ni schuppaz 
schimasska?

Wir fahren um 8 Uhr los.
ヴィア ファーレン ウ
ム アハト ウーア ロ
ース

８時に出発します。
hatschi-dschi ni schuppaz 
schimass

Es ist okay.
エス イストゥ オー
ケイ

大丈夫です。
daidschôbu-dess

Ich bin okay.
イッヒ ビン オーケイ

大丈夫です。
daidschôbu-dess

Ich möchte ...
イッヒ メヒテ...

...がしたいです。

... ga schitai dess

... einkaufen.

...アインカウフェン
...買い物
... kaimono

... schwimmen.

...シュヴィメン
... 泳ぐ
... ojogu

... die Stadt besichtigen.

...ディ シュタットベ
ズィヒティゲン

... 市内見学

... schinai kengaku

... ausschlafen.

...アウスシュラー
フェン

...ゆっくり寝る

... jukkuri neru
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deutsch  ドイツ語 JAPANIsch  日本語

...ein Bad nehmen.

...アイン バート ネ
ーメン

...お風呂に入る

... ofuro ni hairu

Wie heißt das auf Deutsch / 
Japanisch?
ヴィー ハイストゥ ダ
ス アウフ ドイチュ / 
ヤパーニッシュ

ドイツ語 / 日本語で
何と言いますか？
doizugo/nihongo de nanto 
iimasska

Wo ist der Mülleimer?
ヴォー イストゥ デア 
ミュルアイマー？

ごみ箱はどこです
か？
Gomi-bako wa doko 
desska

Mir ist beides recht / egal.
ミア イストゥ バイデ
ス レヒトゥ/エガール

どちらでもいいで
す。
dotschira demo i-i dess

Haben Sie  einen Internet-
zugang?
ハーベン ズィー アイ
ネン インターネット
ツーガンク？

インターネットはあ
りますか？
intânetto wa ari-masska

Haben Sie W-Lan?
ハーベン ズィー ヴェ
ーラン

Wi-Fi / 無線LAN  は
ありますか？
wai-fai / mussen-ran  wa 
ari-masska

Können Sie mir bitte das 
Passwort geben?
ケネン　ジー　ミァ　
ダス　パスヴォート　
ゲーベン？

パスワードを教えて
ください。
Pass wâdo wo oshiete 
kudasai

Kann ich bitte mein 
Gepäck wiegen?
カン イッヒ ビッテ 
マイン ゲペック ヴィ
ーゲン

荷物を量ってもいい
ですか？
nimozu o hakattemo 
ii-desska
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deutsch  ドイツ語 JAPANIsch  日本語

Das ist ein Geschenk für 
Sie.
ダス イストゥ 
アイン ゲシェンケク 
フュア ズィー

お土産です。
omijage dess

Ich möchte probieren.
イッヒ メヒテ プロビ
ーレン

試してみたいです。
tameschite mitai dess

Gesundheit!
ゲズントゥハイト

誰かがくしゃみをした
時にドイツでは 
「お大事に！」という
(In Japan sagt man nichts, 
wenn jemand niest.)

Tschüss!
チュッス

行ってきます ！
ittekimass
(Beim Verlassen, vorausgesetzt, 
dass man wiederkommt.)

Viel Spaß!
フィール シュパース

楽しんでください！
tanoschinde kudassai

Gute Reise!
グーテ ライゼ

よい旅を！
joi tabi o

Es gefällt mir.
エス ゲフェルト ミア

気に入りました。
kiniiri maschita

Sehr gut!
ゼーア グートゥ

とてもいいですね！
totemo iidess ne

Super! / Toll!
ズーパー/トル

すごい！ / いいね！
ssugoi / ii-ne

Ich bedanke mich für die 
Gastfreundschaft.
イッヒ ベダンケ ミッ
ヒ フュア ディー ガス
トフロイントシャフト

手厚いおもてなし
に、感謝致します。
teazui omotenaschi ni, 
kanscha itaschi-mass

Alles Gute!
アレス グーテ

お元気で！
ogenki de

Viel Glück!
フィール グリュック

幸運をお祈りします！
kôun o oinori schi-mass
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deutsch  ドイツ語 JAPANIsch  日本語

Ich habe euch gern.
イッヒ ハーベ オイヒ 
ゲァン

みんなのこと大好き
です。
minna no koto daissuki dess

Ich werde euch vermissen.
イッヒ ヴェァデ オイ
ヒ フェアミッセン

お別れするのは、寂
しいです。
owakare ssuruno wa ssabi-
schi-i dess

Besuch mich in Deutsch-
land / Japan.
ベズーフ ミッヒ イン 
ドイチュラントゥ / 
ヤーパン

是非ドイツ / 日本 
に来てください。
sehi doizu/nihon ni kite 
kudassai

Ich freue mich, euch 
wiederzusehen.
イッヒ フロイエ ミッ
ヒ オイヒ ヴィーダー
ツーゼーエン

またお会い出来るの
を、楽しみにしてい
ます。
mata oai dekiruno o tano-
schimi ni schite-imass

Ich hatte sehr viel Spaß.
イッヒ ハッテ ゼア 
フィール シュパース

とても楽しかったで
す。
totemo tanoschikatta dess

Vielen Dank für die schöne 
Zeit!
フィーレン ダンク フ
ュア ディ シェーネ 
ツァイト

素敵な時間をどうも
ありがとう！
ssuteki na dschikan o dou-
mo arigatou

 

S
p
o

r
t
 v

e
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