
Doitsu kara konnichiwa Band 1 Lektion 2: Eine japanische Visitenkarte

第２課： 日本 名詞

だいにか：にほん の めいし

dainika: Nihon no meishi
Zweite Lektion: Visitenkarte

１． 日本 の 名詞

にほん の めいし

ichi Nihon no meishi
Eins Visitenkarte

これ は だれ の 名詞 です か。

ハルトマン：これ は だれ の めいし です か。

Harutoman: Kore wa dare no meishi desu ka.
Hartmann: Dies wer Visitenkarte

山田 私 の です。

やまだ： わたし の です。

Yamada: Watashi no desu.

日本 の 名詞 です。

にほん の めいし です。

Nihon no meishi desu.
Visitenkarte

これ は 会社 の 電話番号 です ね。

ハルトマンこれ は かいしゃ の でんわばんごうです ね。

Harutoman Kore wa kaisha no denwabangô desu ne.
Dies Firma Telefonnummer nicht wahr

二 四 六 六 の 三 三

２ ４ ６ ６ の ３ ３

ni yon roku roku no san san

八 三

８ ３．

hachi san.

私 の うち の 電話番号 は

わたし の うち の でんわばんごうは

Watashi no uchi no denwabangô wa
zuhause Telefonnummer

三 四 六 六 三 三

3 4 6 6 の 3 3
san yon roku roku no san san

八 七

8 7 です よ。

hachi nana desu yo.
!
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山田： ああ、 そう です か。

やまだ： ああ、 そう です か。

Yamada: Ah, sô desu ka.

ハルトマン： これ は 会社 の 住所 です か。

これ は かいしゃ の じゅうしょ です か。

Harutoman: Kore wa kaisha no jûsho desu ka.
Hartmann: Dies Firma Adresse

山田 はい、 銀座 です。 これ は 私 の

やまだ はい、 ぎんざ です。 これ は わたし の

Yamada: Hai, Ginza desu. Kore wa watashi no
Ginza Dies

名前 です。

なまえ です。

namae desu.
Name

そして、 これ は 会社 の 名前 です。

そして、 これ は かいしゃの なまえ です。

Soshite, kore wa kaisha no namae desu.
Und dann, dies Firma Name
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２． 町 案内。

まち の あんない。

Ni Machi no annai.
Stadt Führung

あんあさん、 あれ は 何 です か。

よしこ： アンナさん、あれ は なん です か。

Yoshiko: Annasan, are wa nan desu ka.
AnnaFrau, das dort was (k)

大学 の 図書館 です。

アンナ： だいがく の としょかんです。

Anna: Daigaku no toshokan desu.

じゃ、 あれ は。

よしこ じゃ、 あれ は。

Yoshiko: Ja, are wa.
Nun, das dort

どれ です か。

アンナ どれ です か

Anna: Dore desu ka.
Welches

あれ です。

よしこ あれ です。

Yoshiko: Are desu.
Das dort

ああ、 あれ は 郵便局 です。

アンナ ああ、 あれ は

ゆうびん

きょく です。

Anna: Ah, are wa yûbinkyoku desu.
das dort Postamt

となり は 銀行 です。

となり は ぎんこう です。

Tonari wa ginkô desu.
Daneben Bank

それ は 何 です か。

よしこ： それ は なん です か。

Yoshiko: Sore wa nan desu ka.
Jenes was (k)

ポスト です よ。

アンナ ポスト です よ。

Anna: Posuto desu yo.
Briefkasten !
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ああ、 そう です か。

よしこ： ああ、 そう です か。

Yoshiko: Ah, sô desu ka.

日本 の ポスト は 赤い です よ。

にほん の ポスト は あかい です よ。

Nihon no posuto wa akai desu yo.
Briefkasten rot !
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基本文型

きほんぶんけい

Kihonbunkei
Basis-Satz-Modelle

1.1 これ は 本 です。

これ は ほん です。

Kore wa hon desu.
Dies hier : Buch sein

それ は 傘 です。

それ は かさ です。

Sore wa kasa desu.
Das da : Regenschirm sein.

あれ は 図書館 です。

あれ は としょかん です。

Are wa toshokan desu.
Jenes dort : Bibliothek sein.

１．２ ここ は 図書館 です。

ここ は としょかん です。

Koko wa toshokan desu.
Hier : Bibliothek sein.

２．１ これ は 何 です か。

これ は なん です か。

Kore wa nan desu ka.
Dies hier : was(k) sein ?

２．２ 電話番号 は 何 番 です か。

でんわばん

ごう は なん ばん です か。

Denwabangô wa nan ban desu ka.
Telefonnummer: was Nummer sein ?

２．３ これ は 誰 の 名詞

これ は だれ の めいし

Kore wa dare no meishi
Dies hier : wer von Visitenkarte

です か。

です か。

desu ka.
sein ?

３．１ 会社 の 電話番号 は ２ ４

かいしゃ の

でんわばん

ごう は に よん

Kaisha no denwabangô wa ni yon
Firma von Telefonnummersein

６ ６ の 3 3 8

ろく ろく の さん さん はち
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roku roku no san san hachi
von

３ です。

さん です。

san desu.
sein.

３．２ 今 は 時 です。

いま は じ です。

Ima wa ji desu.
Jetzt Stunde sein. 

３．３ 私 は １８ 才 です。

わたし は じゅうはっ さい です。

Watashi wa jûhass- sai desu.
ich : Jahre alt sein.



Beispielsätze aus den Anmerkungen zur Grammatik

１．１a) これ は 本 です

これ は ほん です。

Kore wa hon desu.
Dies hier : Buch sein. 

それ は 本 です

それ は ほん です

Sore wa hon desu.
Jen* : Buch sein. 

あれ は 本 です

あれ は ほん です。

Are wa hon desu.
Jen* dort : Buch sein. 

ｂ） 山田さん の 本 は どれ です か。

やまださん の ほん は どれ です か。

Yamada-san no hon wa dore desu ka.
YamadaHerr von Buch : welches sein ?

あれ です。

あれ です。

Are desu.
Jen* dort sein. 

１．２a) そこ は 郵便局 です。

そこ は

ゆうびん 
きょく です。

Soko wa yûbinkyôku desu.
Dort : Postamt sein. 

ｂ） あそこ は 駅 です。

あそこ は えき です。

Asoko wa eki desu.
Dort drüben : Bahnhof sein. 

２．２ これ は 何 です か。

これ は なん です か。

Kore wa nan desu ka. 
Dies hier : was (k) sein ?

電話番号 は 何番 です か。

でんわばん

ごう は なんばん です か。

Denwabangô wa nan-ban desu ka. 
Telefonnummer : was-Nummer sein ?

今 何時 です か。

いま なんじ です か。

Ima nan-ji desu ka.
Jetzt was-Stundesein ?

（あなた は） 何才 です か。

（あなた は） なんさい です か。



Anata wa nan-sai desu ka.
Du/Sie : was-Jahre-alt sein ?

２．３ それ は 誰 の 住所 です か。

それ は だれ の じゅうしょです か。

Sore wa dare no jûsho desu ka.
Jen* : wer von Adresse sein ?

高橋さん の (住所） です。

たかはしさんの じゅうしょ です。

Takahashi-san no jûsho desu.
Takahashi-Herr von Adresse sein. 

３．１ うち の 電話番号 は 2456 の 3387 です。

うち の

でんわばん

ごう は

に・よん

・ご・ろ

く の

さん・

さん・

はち・

なな です。

Uchi no denwa-bangô wa
ni-yon-go-
roku no

san-san-
hachi- desu.

Zuhause von Telefonnummer: 2456 von 3387 sein. 

３．２ 今 何時 です か。

いま なんじ です か。

Ima nan-ji desu ka. 
Jetzt was-Stundesein ?

四時 です。

よじ です。

Yo-ji desu.
4-Stunde sein. 

３．３a) 私 は １８才 です。

わたし は じゅうはっさいです。

Watashi wa jûhassai desu. 
Ich : 18 Jahre alt sein.

ｂ） 大川さん は ３０才 です。

おおかわさんは さんじゅっさいです。

Ôkawa-san wa sanjûssai desu. 
ÔkawaFrau : 30 Jahre alt sein. 

ｃ） 森さん は 何才 です か。

もりさん は なんさい です か。

Mori-san wa nan-sai desu ka. 
MoriHerr : was-Jahre alt sein ?

２０才 です。

はたち です。

Hatachi desu. 
20-Jahre-alt sein. 



４． 山田さん です ね。

やまださん です ね。

Yamada-san desu ne.
YamadaHerr sein nicht-wahr?

日本 の ポスト は 赤い です よ。

にほん の ぽすと は あかい です よ。

Nihon no posuto wa akai desu yo. 
Japan von Briefkasten : rot sein !


