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　本書は、海外に渡航された皆様が、現地語によるコミュニケーションを
必要とされる時に、即座に役立つことを目指した、実用本位の会話集です。

　左側に日本語と英語、右側にアラビア語とそのカナ読みが記載されており、
必要な箇所を指で示して、身振りで相手に意図を伝える事も可能ですが、
簡潔な文と厳選した重要語句を集めておりますので、アラビア語を学習する
第一歩としても最適です。　音声テキストとあわせてご活用ください。

　実質３２ページで、両面コピーを使えば、わずか１６枚におさまります。
折りたためば、旅のお供にも、通勤通学のお供にも、邪魔にはなりません。　

　本書がアラビア語の活用と修得の、良きパートナーとなりますように。
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はい。 ﾅｱﾑ

Yes. ��م
いいえ。 ﾗｰ

No. �
お願いします。 ﾗｳｻﾏﾊｯﾀ

Please. 
	�ك �ن.
ありがとう。 ｼｭｸﾗﾝ

Thank you. .�ك �را
どういたしまして。 ｱﾌﾜﾝ

You are welcome. .�� إ���
すいません。 ｱﾌﾜﾝ

Excuse me. .�� إ���
ごめんなさい。 ｱﾅｰｱｼﾌ

Sorry. آ�ف
こんにちは。 ｱｯｻﾗｰﾑ ｱﾚｲｸﾑ

Hello.

やあ。 ｱｯｻﾗｰﾑ ｱﾚｲｸﾑ

Hi.

さようなら。 ｲﾗｰ ｱﾘｶｱ

Goodbye.

･･･さん(男性) ｾｲｴﾄﾞ

Mr …

･･･さん(既婚女性) ｾｲｴﾀﾞ

Mrs …

･･･さん(未婚女性) ｾｲｴﾀﾞ

Miss …

お元気ですか？ ｹｲﾌｧﾊｰﾙｶ

How are you?

元気です、あなたは？ ﾋﾞﾌｪｲﾚﾝ ｼｭｸﾗﾝ

Fine. And you?

Greeting & Introduction 1

挨拶・自己紹介１
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あなたのお名前は？ ﾏｽﾑｶ?

What is your name?

私の名前は･･･です。 ｲｽ ﾐｰ

My name is … 

お会いできて嬉しいです。 ｱﾅ ｻｰｲﾄﾞﾝ ﾋﾞﾀ ｱﾙﾌ ｱﾚｲｸ

I am pleased to meet you.

こちらは私の･･･です。 ﾊｰﾀﾞｰ/ﾊｰﾃﾞｨｰ …

This is my … 

父 ｱﾋﾞｰ

father

母 ｳﾝﾐ

mother

兄弟 ｱｸﾘｰ

brother

姉妹 ｳﾌﾃｨ

sister

夫 ｻﾞｳｰｼﾞｰ

husband

妻 ｻﾞｳｼﾞｪﾃｨ

wife

息子 ｲﾌﾞﾆｰ

son

娘 ｲﾌﾞﾅﾃｨ

daughter

友人 ｻﾃｨｷｰ

friend

挨拶・自己紹介２

Greeting & Introduction 2
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これが私の･･･です。 ﾊｰﾀﾞｰ …

Here is my … 

あなたの･･･は？ ﾏｰ …?

What is your … ?

住所 ｱﾝﾜｰﾇｯｸ

address

メールアドレス ｱﾝﾜｰﾇｯｶ ｱﾚﾊﾞﾚｰﾃﾞｨｰﾙ ｲﾘｸﾄﾛﾆｰ

email address

携帯番号 ﾗｶﾑ ﾊｰﾃｨﾌｨｶ

mobile number

電話番号 ﾗｶﾑ ﾊｰﾃｨﾌｨｶ

phone number

あなたの職業は？ ﾏｰ ﾐｰﾅﾄｩｶ?

What is your occupation?

私は･･･です。 ｱﾅｱ …

I am a …

ビジネスマン ﾗｼﾞｭﾙ ｱﾏｰﾙ

business person

学生 ﾀｰﾘﾌﾞ

student

技術者 ｱｰﾘﾑ

engineer ���دس
芸術家 ﾌｧﾝﾅｰﾝ

artist 
��ن
どちらから来ましたか？ ﾐﾝ ｱｲﾅ ｱﾝﾀ/ｱﾝﾃｨ?

Where are you from?

･･･から来ました。 ｱﾅｱ ﾐﾝ …

I am from …

結婚していますか？ ﾊﾙ ｱﾝﾀ ﾑﾀｻﾞｳﾜｼﾞ?

Are you married? ھل أ	ت ��زوج؟

結婚しています。 ｱﾅｱ ﾑﾀｻﾞｳﾜｼﾞ

I am married. أ	 ��زوج.

独身です。 ｱﾅｱ ﾗｽﾄｩ ﾑﾀｻﾞｳﾜｼﾞ

I am single. أ	 أ�زب.

挨拶・自己紹介３

Greeting & Introduction 3
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お幾つですか？ ｶﾑ ｳﾑﾙｯｸ?

How old are you? م ��رك؟
･･･歳です。 ｳﾑﾘ … ｻﾅ

I am … years old. .�أ�� ... ��
･･･ですか？ ﾊﾙ ｱﾝﾀ …?

Are you … ? ھل أ�ت...؟
･･･です。 ｱﾅｱ …

I am  …  أ��...
大丈夫 ﾀﾏｱﾑ

OK

疲れる ﾀﾊﾞｱﾝ

tired

空腹 ｼﾞｬｱｲﾗ

hungry

喉が渇く ｱﾄｼｬｱﾝ

thirsty

暑い ﾊｱﾙ

hot

寒い ﾊﾞｱﾘﾄﾞ

cold

天気はどうですか？ ｹｲﾌｧ ｱｯﾀｸｽ?

What is the weather like? �� ھو ا�ط"س؟
暑いです ｱｯﾀｸｽ ﾊｱﾙ

hot

寒いです ｱｯﾀｸｽ ﾊﾞｱﾙ

cold

雨です ﾄｩﾑﾃｲﾙ

rainy

春 ﾗﾋﾞｲ

spring ر'&%
夏 ｻｲｰﾌ

summer ا�)&ف
秋 ｶﾘｰﾌ

autumn ا�(ر&ف 
)ل
冬 ｼﾀｱ

winter �+�ء

Greeting & Introduction 4

挨拶・自己紹介４
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どこ ﾌｧｲｴﾝ

Where

いつ ｲﾑﾀ

When

何 ｱﾅｱ

What ��
誰 ｱﾗﾃﾞｨ

Who ا�ذي
なぜ ﾘﾏｻﾞ

why ���ذا
どのように ｹｲﾌ

How &ف
これは幾らですか？ ｶﾑｻﾙﾌ?

How much is it?

･･･できますか？ ﾊﾙ ﾐﾝ ｱﾙ ﾑﾝｷﾝ …?

Can I … ?

入口/出口 ﾏｯｶﾙ / ﾏｯﾊﾗｼﾞ

Entrance/Exit

開/閉 ﾏﾌﾄｩﾌ / ﾑﾌﾗｸ

Open/Closed

男性/女性 ｱﾙｨｼﾞｬｰﾙ / ｱﾝﾆｻｰ

Men/Women

熱/冷 ﾊｱﾙ / ﾊﾞｱﾘﾄﾞ

Hot/Cool

禁止 ﾏﾑﾇｳ

Prohibited

挨拶・自己紹介５

Greeting & Introduction 5

表示　Sign
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0  zero ).ر

1  one وا/د
2  two ا��0ن
3  three �010
4  four �أر'�
5  five ���)

6  six �+�
7  seven ��'�
8  eight �&���0
9  nine ���+
10  ten ��رة

11  eleven ��ر أ/د
12  twelve ��ر ا��0
13  thirteen ���ر 010
14  fourteen ���رة أر'�
15  fifteen ���ر (��

16  sixteen ��رة �ت
17  seventeen ���ر �'�
18  eighteen ���ر ���0&
19  nineteen ���ر +��
20  twenty ��رون

30  thirty 010ون
40  forty أر'�ون
50  fifty (��ون
60  sixty �+ون
70  seventy �'�ون
80  eighty ���0ون
90  ninety +��ون

100  hundred �3��
1,000  thousand أ�ف

数字

Number

ｲｽﾅｰﾝ

ｻﾌｧﾗ

ﾜｰﾍｯﾄﾞ

ｻﾗｰｻ

ｱﾙﾊﾞｱ

ｶﾑｻ

ｼｯﾀ

ｻﾊﾞｱ

ｻﾏｰﾆｱ

ﾃｯｻ

ｱｰｼｬﾗ

ｱﾊﾀﾞｱｰｼｬﾗ

ｲｽﾅｱｰｼｬﾗ

ｻﾗｰｻﾀｱｼｬﾗ

ｱﾙﾊﾞｱﾀｱｼｬﾗ

ｶﾑｻﾀｱｼｬﾗ

ｼｯﾀﾀｱｼｬﾗ

ｻﾊﾞｱﾀｱｼｬﾗ

ｻﾏｰﾆｱﾀｱｼｬﾗ

ﾃｨｻｱﾀｱｼｬﾗ

ｱｼｭﾙｰﾝ

ｻﾗｰｽｰﾝ

ｱﾙﾊﾞｳｰﾝ

ｶﾑｽｰﾝ

ｼｯﾄｩｰﾝ

ｻﾌﾞｳｰﾝ

ｻﾏｱﾇｰﾝ

ﾃｨｯｿｰﾝ

ﾐﾀ

ｱﾙﾌ
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何時ですか？ ﾏｰ ﾀﾘｰ ﾎﾙ ﾔｳﾑ?

What time is it?

今日は何日ですか？ ｶﾑ ｱｻｱ ｱﾙｱｰﾝ?

What date is it today?

1月 ﾔﾅｰｲｴﾙ

January &��&ر
2月 ﾌｪﾌﾞﾗｲｴﾙ

February 
'را&ر
3月 ﾏﾙｽ

March ��رس
4月 ｱﾌﾞﾘｰﾙ

April أ'ر&ل
5月 ﾏｰﾖｰ

May ��&و
6月 ﾕｰﾆｮ

June &و�&و
7月 ﾕｰﾘｮ

July &و�&و
8月 ｱｺﾞｽﾄｽ

August أ�4طس
9月 ｾﾌﾟﾃﾝﾊﾞﾙ

September �'+�'ر
10月 ｵｸﾄｰﾊﾞﾙ

October أ+و'ر
11月 ﾉｳﾞｪﾑﾊﾞﾙ

November �و
�'ر
12月 ﾃﾞｨｾﾝﾊﾞﾙ

December د&��'ر

時間・日付１

Time & Date 1
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月曜日 ﾔｳﾑ ｱﾙ ｲﾌ ﾈｲﾝ

Monday

火曜日 ﾔｳﾑ ｴｽ ｻﾗｰﾗｰ

Tuesday

水曜日 ﾔｳﾑ ｱﾙ ｱﾙﾋﾞｱｰ

Wednesday

木曜日 ﾔｳﾑ ｱﾙ ｶﾐｰｽ

Thursday

金曜日 ﾔｳﾑ ｱﾙ ｼﾞｭﾏｱ

Friday

土曜日 ﾔｳﾑ ｱｽ ｻﾌﾞﾄ

Saturday

日曜日 ﾔｳﾑ ｱﾙ ｱﾊｯﾄﾞ

Sunday

昨日の･･･ ｱﾑｽ ･･･

yesterday …

翌日の･･･ ｶﾞﾀﾞﾝ ･･･

tomorrow …

朝 ｻﾊﾞｰﾊ

morning

昼 ﾊﾞｰﾀﾞ ｱﾄﾞﾄﾞｩﾘ

afternoon

晩 ﾏｻｱ

evening

昨夜 ｱﾙﾚｲ ｱﾙﾏｰﾃﾞｨｱ

last night

昨･･･ ｱﾙﾏｰﾃﾞｨ …

last …

翌･･･ ｱﾙｶｰﾃﾞｨﾑ …

next …

週 ｱﾙｳｽﾌﾞｰ

week

月 ｱｯｼｭﾊﾙ

month

年 ｱﾙｱｰﾑ

year

時間・日付２

Time & Date 2
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英語を話せますか？ ﾊﾙ ﾀﾀｶﾗﾑ ｱﾙ ｲﾝｸﾞﾘｼﾞｱ?

Do you speak English?

わかりましたか？ ﾊﾙ ﾀﾌｧｱﾑ?

Do you understand?

わかりました。 ｱﾅｱ ｱﾌｧｱﾑ

I understand.

わかりません。 ｱﾅｱ ﾗｰ ｱﾌｧｱﾑ

I do not understand.

･･･はどういう意味ですか？ ﾏｰ ﾏﾊﾅ …?

What does … mean? ��ذا &��� ...؟
･･･頂けますか？ ﾗｳ ｻﾏﾊｯﾄ ﾕﾑｷﾇｶ ｱﾝ …?

Please … ?

繰り返して  ﾄｩｶﾘﾗ ﾀﾞﾘｯｸ

repeat

ゆっくり話して ﾀﾀｶﾙﾗﾏ ﾋﾞﾎﾞｯﾄ

speak slowly

書いて ﾀｸﾄｩﾊﾞﾌ ｱﾗｱ ｱﾙﾜﾗｶ

write down

どのように･･･か？ ｹｲﾌｧ ｱﾙﾌｧﾄﾞｩ …?

How do you … ? &ف أ�ت...؟
発音します ﾊｰﾀﾞ

pronounce �طق
書きます ｱﾙｷﾀｰﾊﾞ

write �'�+ا�

確認

Confirmation
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トイレはどこですか？ ｱｲﾅ ﾀﾞｳﾗｰ ﾄｩﾙ ﾐﾔｰ?

Where is the toilet?

道に迷いました。 ｱﾅｱ ﾀﾞｱ ｴｱ

I am lost.

医者を呼んで！ ｲｯﾀｼﾙ ﾀﾋﾞｰﾌﾟ!

Call a doctor!

警察を呼んで！ ｲｯﾀｼﾙ ﾋﾞ ｼｭﾙﾀ!

Call a police!

助けて頂けませんか？ ﾊﾙ ﾐﾝ ｱﾙﾑﾝｷﾝ ｱﾝﾄｩ ｻｰｲﾄﾞｩﾆｰ?

Could you help me, please?

助けて！ ｻｰｲﾄﾞｩﾆｰ!

Help!

止まれ！ ｷﾌ!

Stop!

離れろ！ ｳﾄｩﾙｸﾆｰ!

Go away!

泥棒！ ｻｱﾘｸ!

Thief!

火事だ！ ﾅｱﾙ!

Fire!

私の荷物が･･･ました。 ﾊｶｲﾋﾞｰ …

My luggage has been …

破損し ﾑﾀﾀﾞﾙﾘｱ

damaged

紛失し ﾀﾞｰｲｱ

lost

盗まれ ﾏｽﾙｰｶ

stolen

緊急事態

Emergency



13

･･･目的です。 ｶﾞﾗﾄﾞｩ ｽﾞｨﾔｰﾗﾃｨ ﾌｱ …

I am …

商用 ｱｯﾃｨｼﾞｬｰﾗ

on business

観光 ｱｯｼﾔｰﾊ

on holiday

･･･滞在します。 ﾑｯﾀﾞﾄｩ ｲ ｶｰﾏﾃｨ ﾌﾅ …

I am here for …

日 ｱｲﾔｰﾑ

days

週間 ｱｻﾋﾞｰｱ

weeks

月 ｱｼｭｳﾙ

months

･･･に行く予定です。 ｻｳｻｰﾌｨﾙ ｲﾗｱ …

I am going to …

･･･に滞在します。 ｻｳｷｲﾑﾋﾞ …

I am staying at …

申告するものはありません。 ﾚｲｻ ﾗﾃﾞｲ ﾏ ｴｽﾀｼﾞｭﾌﾞ ｱﾙｴｸﾗｰﾙ

I have nothing to declare.

申告するものがあります。 ﾗﾃﾞｲ ﾏ ｴｽﾗｼﾞｭﾌﾞ ｱﾙｴｸﾗｰﾙ

I have something to declare.

それは私のものです。 ﾀﾞｱﾘｶ ﾘｰ

That is mine.

それは私のものではありません。 ﾀﾞｱﾘｶ ﾚｲｻ ﾘｰ

That is not mine.

出入国・税関

immigration & Customs
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ホテルはどこですか？ ｱｲﾅ ｱｼﾞｭﾄﾞｩ ﾌﾝﾄﾞｯｸ?

Where is a hotel?

ゲストハウスはどこですか？ ｱｲﾅ ｱｼﾞｭﾄﾞｩ ﾊﾞｲﾀｯﾄﾞﾕｰﾌ?

Where is a guesthouse?

どこかお奨めの･･･場所はありますか？ ﾕﾑ ｷﾇｶ ｱﾝﾄｩｼｰﾔ ﾋﾞ ﾌﾝﾄﾞｯｸ …?

Can you recommend somewhere … ?

安い ﾗﾋｰｽ

cheap

良い ｼﾞｪｲｴｯﾄﾞ

good

近い ｶﾘｰﾌﾞ

nearby

部屋の予約をお願いします。 ｳﾘｰﾄﾞｩ ｱﾝ ｱﾊｼﾞｻﾞ ｺﾞﾙﾌｧ ﾗｳｻﾏﾊｯﾀ

I would like to book a room.

予約があります。 ｱﾝﾃﾞｨ ﾊｼﾞｬｽﾞ

I have a reservation.

･･･部屋はありますか？ ﾊﾙ ｱﾝﾀﾞｶﾑ ｺﾞﾙﾌｧ ﾋﾞｻﾘｰﾚﾝ …?

Do you have a … room?

シングル ﾑﾝﾌｧﾘｯﾄﾞ

single

ダブル ﾑｽﾞﾀﾞｳﾜｼﾞ

double

ツイン ﾑﾝﾌｧﾘﾃﾞｲﾆ

twin

一晩幾らですか？ ｷｬﾑ ｻﾏﾝ ｱﾙ ﾚｲﾗﾙ ﾜｰﾋｯﾀﾞ?

How much is it per night?

一人幾らですか？ ｷｬﾑ ｻﾏﾇﾌ ﾘｼｬﾌｼﾝ ﾜｰﾋｯﾄﾞ?

How much is it per person?

クレジットカードで支払えますか？ ｳﾘｰﾄﾞｩ ｱﾝ ｱﾄﾞﾌｧ ﾋﾞﾙﾋﾞﾀｰｶﾃｨﾙ ﾗｼｰﾀﾞ?

Can I pay by credit card? ��� ا�د
% 'وا�ط� 'ط�6� ا�3+��ن؟�&
見せてもらえますか？ ｲｳﾝ ｷﾑ ｱｽﾌﾌｧ?

Can I see it? ن أن أراه؟�&

ホテル・宿泊１

Hotel & Accommodation 1
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部屋の鍵をもらえますか？ ﾊﾙ ﾐﾝ ｱﾙﾑﾝｷﾝ ｱﾝﾄｩﾃｨﾆｰ ﾑﾌﾀｰﾋｰ?

Could I have my room key?

朝食はいつですか？ ﾏﾀｱ ﾕｶｯﾀﾞﾑ ｱﾙﾌﾄｩｰﾙ?

When is breakfast served? ��د�� &+م +"د&م و9'� ا8
ط�ر؟
朝食はどこですか？ ｱｲﾅ ﾕｶｯﾀﾞﾑ ｱﾙﾌﾄｩｰﾙ?

Where is breakfast served? /&ث &+م +"د&م و9'� ا8
ط�ر؟
･･･時に起こしてください。 ﾗｳｻﾏﾊｯﾀ ｱｽﾋｰﾆｰ ｱｲﾝﾀﾞ ｻｱ …

Please wake me up at … 
� +و6ظ�� ...
･･･過ぎます。 ﾊｰﾀﾞｨﾋﾙ ｺﾞﾙﾌｧ …

It is too … ... أ&	� 
�و
高 ｶﾞｱﾘﾝ ｼﾞｯﾀﾞﾝ

expensive

うるさ ｶｼｰﾗ ｱﾃﾞｨｯｼﾞｬ

noisy

小さ ｻﾃｨｰﾗ ｼﾞｯﾀﾞﾝ

small

･･･が壊れています。 ﾗｱ ﾀｱﾏﾙ …

The … does not works.

エアコン ﾑｶｲﾔﾌﾙﾊﾜ

air conditioner

扇風機 ｱﾙﾏﾙﾜﾊ

fan ��رو/
トイレ ﾀﾞｳﾗｱﾄｩﾙ ﾐﾔｱ

toilet

･･･が汚れています。 … ﾚｲｻｯﾄ ﾅﾃﾞｨｰﾌｧ

The … is not clean.

シーツ ﾊｱﾀﾞ ｱｼｬﾙｼﾌ

sheet

タオル ﾊｱﾃﾞｨﾋ ｱﾙﾒﾝｼｬﾌｧ

towel

枕 ｱﾙｳｨｻｰﾀﾞ

pillow و��دة

ホテル・宿泊２

Hotel & Accommodation 2
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チェックアウトは何時ですか？ ﾌｨ ｴｲｱｻｰｱ ｱﾙ ﾑｶﾞｱﾀﾞﾗ?

What time is checkout?

荷物を置いてもよいですか？ ﾊﾙ ﾕﾑｷﾇﾆｰ ｱﾝ ｱﾄｩﾙｸ ﾊｶｲﾋﾞｰ ﾌﾅ?

Can I leave my luggage here? ��� +رك ا>�+�� '�دي ھ���&
･･･を返してください。 ﾊﾙ ﾕﾑｷﾇﾆｰ ｱﾝ ｱｽﾀﾘｯﾀﾞ … ﾗｳ ｻﾏﾊｯﾀ

Please return my …

デポジット ﾜﾃﾞｨｱﾃｨｰ

deposit

パスポート ｼﾞｬﾜｰｻﾞ

passport

貴重品 ｱｼｬｲｰ ｱﾙｶｲｰﾏ

valuables

石鹸 ｻﾎﾞﾝ

soap

歯ブラシ ﾌｧｰｼｯﾄ ｼﾅｱﾝ

toothbrush

歯磨き粉 ﾏｸﾞｰﾝ ｱｽﾅｱﾝ

toothpaste

シャンプー ｼｬﾑﾌﾞｰ

shampoo

トイレットペーパー ﾜﾗ ﾄｩｱﾚｯﾄ

toilet paper

髭剃り ﾑｰｽ

razor blades

ホテル・宿泊３

Hotel & Accommodation 3
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お奨めのレストランはありますか？ ﾊﾙ ﾕﾑｷﾇｶ ｱﾝ ﾄｩｼｰｲ ﾏﾀﾑ?

Can you recommend a restaurant?

･･･をお願いします。 ｳﾘﾄﾞｩ … ﾗｳ ｻﾏﾊｯﾀ

I would like… , please.

･･･人テーブル ﾀｳｲﾗﾘ … ｱｼｭﾊｰｽ

table for …

禁煙席 ｷｽﾏ ｶﾞｲﾘ ｱﾙﾑﾀﾞﾋﾆｰﾝ

nonsmoking area

メニュー ｶｲﾏﾀ ｱｯﾀｱﾑ

menu

飲み物リスト ｶｲﾏﾀ ｱﾙ ﾏｯｼｭﾙﾊﾞｯﾄ

drink list

その皿 ﾃｨﾙｶﾙ ﾜｼﾞｭﾊﾞ

that dish

会計 ﾋｻｰﾌﾞ

bill

朝食 ﾌﾄｩｰﾙ

breakfast

昼食 ｶﾞﾀﾞｱ

lunch

夕食 ｱｼｬｱ

dinner

軽食 ﾜｼﾞｭﾊﾞﾊﾌｨｰﾌｧ

snack � و9'� +��ول.&.)
ミネラル・ウォーター ﾐﾔ ﾏﾃﾞﾆｰﾔ

mineral water

コーヒー ｶﾌｱ

coffee

紅茶 ｼｬｰｲ

tea

ソフトドリンク ﾏｼｭﾙｰﾌﾞ ﾊﾞｰﾘｯﾄﾞ

soft drink

ビール ﾋﾞｲﾗ

beer

ワイン ﾅﾋﾞｰﾃﾞｨﾝ

wine

レストラン・食事１

Restaurant & Eating 1
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何がお奨めですか？ ﾏｰﾀﾞｰ ﾄｩｰｽｨｰ?

What would you recommend?

何にしますか？ ﾏｰﾀﾞｰ ﾄｩﾘｰﾀﾞ?

What would you like?

私は･･･にします。 ｻｱﾌﾄﾞｩ …

I will have … 

ヴェジタリアンフードはありますか？ ﾊﾙ ﾗﾃﾞｲｸﾑ ﾀｱﾑﾝ ﾅﾊﾞｧﾃｨ?

Do you have vegetarian food?

･･･を抜いてもらえますか？ ﾊﾙ ﾐﾅﾙ ﾑﾝｷﾝ ｱﾝﾄｩｲｯﾀﾞ ﾜｼﾞｭﾊﾞﾀﾝ ﾋﾞﾄﾞｩｰﾆ …?

Could you prepare a meal without …?

私は･･･のアレルギーです。 ｱﾅｱ ｱﾝﾃﾞｨ ﾊｻｼｰﾔ ﾐﾝ …

I am allergic to … 

バター ｽﾞｯﾀﾞ

butter

玉子 ﾊﾞｲﾄﾞ

eggs

魚 ｱｯﾀ ｱﾐﾙ ﾊﾞﾊﾘｰ

fish

肉 ﾏﾗｸ ｱﾗﾊﾑ

meat

乾杯！ ｻﾊｱ!

Cheers! ھ+�ف!
これは何ですか？ ﾏｰ ﾀﾞｰﾘｯｸ?

What is that?

幾らですか？ ｶﾑｻﾙﾌ?

How much is it?

十分です。 ｷﾌｧｰﾔ

Enough.

もう少し。 ｱｸｻﾙ

A bit more.

レストラン・食事２

Restaurant & Eating 2
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■駅で･･･

切符はどこで買えますか？ ﾐﾝ ｱｲﾅ ｱｼｭﾀﾘｰ ﾀﾌｶﾗ?

Where can I buy a ticket?

予約が必要ですか？ ﾊﾙ ﾕﾙｼﾞﾑﾆｰ ｱﾝｱﾊｼﾞｻﾞ ﾏｶﾄﾞ?

Do I need a book?

･･･行きのチケットを一枚ください。 ﾀﾌｶﾗﾄｩ ﾀﾞﾊｰﾌﾞ ﾌｧｶｯﾄ ﾜｰﾋﾀﾞ … ﾗｳ ｻﾏﾊｯﾀ

One ticket to … , please.

この切符を･･･してください。 ｳﾘｰﾄﾞｩ ｱﾝ … ﾀﾌｶﾗﾃｨ ﾗｳ ｻﾏﾊｯﾀ

I would like to … my ticket.

キャンセル ｳﾙｷﾞｰﾔ

cancel

変更 ｳｶﾞｲﾗﾀ

change

修正 ｱｼﾞｭﾏｱ

collect

禁煙席をお願いします。 ｳﾘｰﾄﾞｩ ﾏｶｰﾀﾞﾝ ﾌｨｰ ｷｽﾐ ｶﾞｲﾘﾙ ﾑﾀﾞﾋﾆｰﾝ ﾗｳ ｻﾏﾊｯﾀ

Nonsmoking seat, please.

喫煙席をお願いします。 ｳﾘｰﾄﾞｩ ﾏｶｰﾀﾞﾝ ﾌｨｰ ｷｽﾐ ﾑﾀﾞﾋﾆｰﾝ ﾗｳ ｻﾏﾊｯﾀ

Smoking seat, please.

幾らですか？ ｶﾑｻﾙﾌ?

How much is it?

どれくらい時間が掛かりますか？ ｶﾑ ﾑｯﾀﾞﾃｨ ｱﾙﾋﾗ?

How long does the trip take?

直行便ですか？ ﾊﾙ ｱｯﾀﾘｰｸ ﾑﾊﾞｰｼｬﾙ?

Is it a direct route?

エアコンは付いていますか？ ﾊﾙ ﾕｰｼﾞｬﾄﾞｩ ﾑｶｲﾔﾌ ﾊﾜｱ?

Is there air conditioning?

トイレは付いていますか？ ﾊﾙ ﾕｰｼﾞｬﾄﾞｩ ﾀﾞｳﾗｰﾄｩ ﾐﾔｰ?

Is there toilet?

私の荷物が･･･ました。 ﾊｶｲﾋﾞｰ …

My luggage has been …

破損し ﾑﾀﾀﾞﾙﾘｱ

damaged

紛失し ﾀﾞｰｲｱ

lost

盗まれ ﾏｽﾙｰｶ

stolen

移動・交通１

Transport 1
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･･･はどこですか？ ｱｲﾅ ﾊﾞｱﾌﾞ…?

Where is the … ?

到着ゲート ﾀｼﾙ ﾘﾍﾗ

arrivals gate

出発ゲート ﾄｩｶﾞｰﾃﾞｨﾙ ﾘﾍﾗ

departure gate

この･･･は(　　　)行きですか？ ﾊﾙ ﾊﾀﾞｰ ｱﾙ (     ) ｲﾗｱ …?

Is this … to (      ) ?

列車 ｷﾀｰﾙ

train

バス ﾊﾞｱｽ

bus

飛行機 ﾀｱｲﾗ

plane

船 ｻﾌｨｰﾅ

boat

･･･のバスはいつですか？ ﾌｪｲ ｱｲｲ ｻｰｱ ﾕｰｶﾞｰﾃﾞｨﾙ ｱﾙ ﾊﾞｽ ｱﾙ …?

When the … bus?

始発 ｱｳﾜﾙ

first

最終 ｱｰﾊﾙ

last

次 ｶｰﾃﾞｨﾑ

next

出発時間はいつですか？ ﾌｪｲ ｱｲｲ ｻｰｱ ﾕｰｶﾞｰﾃﾞｨﾙ?

What time does it leave?

これは何駅ですか？ ｱｲｲ ﾏﾊｯﾀ ﾊｰﾀﾞ?

What station is this?

･･･には停まりますか？ ﾊﾙ ﾔｷﾌ ｱｲﾝﾀﾞ …?

Does it stop at …?

ここにどれくらい停まりますか？ ｶﾑ ﾑｯﾀﾞﾄｩﾙ ｲ ｶｰﾏ ﾌﾅｱ?

How long do we stop here?

この座席は空いていますか？ ﾊﾙ ﾊｱﾀﾞ ｱﾙ ﾏｸ ｱﾄﾞ ｼｬｱｶﾞﾙ?

Is this seat available?

移動・交通２

Transport 2
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■タクシーで･･･

･･･まで幾らですか？ ｶﾑ ｱﾙｳｼﾞｭﾗ ｲﾗｱ …?

How much is it to … ?

メーターを使ってください。 ｱﾙ ｳｼﾞｭﾗ ｱﾗ ｱﾙｱﾀﾞｯﾄﾞ ﾗｳ ｻﾏﾊｯﾀ

Please put the meter on.

この住所まで行ってください。 ｱｳｻﾙﾆｰ ｱﾝﾀﾞ … ﾗｳ ｻﾏﾊｯﾀ

Please take me to this address.

スピードを落としてください。 ｽｰｸ ﾋﾞﾎﾞｯﾄ ﾗｳ ｻﾏﾊｯﾀ

Please slow down.

ここで停まってください。 ﾗｳ ｻﾏﾊｯﾀ ｷﾌ ﾌﾅｱ

Please stop here.

ここで待っていてください。 ﾗｳ ｻﾏﾊｯﾀ ｲﾝﾀﾃﾞｨﾙ ﾌﾅｱ

Please wait here.

■街角で･･･

この道は･･･行きですか？ ﾊﾙ ﾊｱﾀﾞ ｱｼｬﾗｱ ｲﾗｱ …?

Is this the road to …?

地図で示していただけますか？ ﾕﾑｷﾇｶ ｱﾝ ﾄｩﾜｯﾀﾞﾊﾘｲ ｱﾙﾇﾜｰﾝ?

Can you show me on the map?

住所はどこですか？ ﾏｱ ﾌﾜ ｱﾙﾇﾜｰﾝ?

What is the address?

距離はどれくらいですか？ ｶﾑ ﾔﾌﾞﾄﾞｩ ｱﾙﾏｶｰﾇ ﾐﾝ ﾌﾅｱ?

How far is it?

どうやって行くのですか？ ｹｲﾌｧ ｱｽﾙ ｲﾗｱ ﾌﾅｱｸ?

How do I get there?

東 ｼｬﾙｯｸ

east

西 ｶﾞﾙﾌﾞ

west

南 ｼﾞｬﾇｰﾊﾞ

south

北 ｼｬﾏｰﾙ

north

移動・交通３

Transport 3
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･･･です。 ﾌﾜ …

It is … 

ここ ﾌﾅｱ

here

あそこ ﾌﾅｱｶ

there

近い ｶﾘｰﾌﾞ

near

遠い ﾊﾞｲｰﾄﾞｩ

far

･･･の前 ｳﾀﾞｰﾑ

in front of… 

･･･の後 ﾜﾗ

behind…

･･･の隣り ﾋﾞｼﾞｬｰﾆﾌﾞ

next to…

･･･の反対 ﾋﾞﾑｶｰﾋﾞﾙ

opposite…

･･･に曲がって ｲｯﾀｼﾞ ｲﾗｱ …

Turn…

右 ｱﾙﾔﾐｰﾝ

right

左 ｱﾙﾔｻｰﾙ

left

･･･で ﾋﾞﾙ …

By… 6'ل �ن... 
バス ﾊﾞｱｽ

bus ��
�/
電車 ｷﾀｱﾙ

train 6ط�ر
タクシー ﾋﾞｻﾔｰﾙﾃｨﾙ ｳｼﾞｭﾗ

taxi أ9رة �&�رة

移動・交通４

Transport 4
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インターネットカフェはどこですか？ ｱｲﾅ ｱｯｸﾗﾌﾞ ﾏｯｶ ｱﾙ ｲﾝﾀﾙﾈｯﾂ?

Where is the local internet cafe?

一時間で幾らですか？ ﾏｱ ﾀｸﾘﾌｧﾄｩ ｱｯｻｱ ｱﾙﾜﾋｯﾀﾞ?

How much is it per hour?

･･･したい。 ｳﾘｰﾄﾞｩ ｱﾝ …

I would like to…

メールの確認 ｱﾌﾊｽ ｱﾙﾊﾞﾃﾞｨｰﾀﾞﾙ ｲﾚｸﾄﾛﾆｰ

check my email

インターネットに接続 ｱﾌﾊｽﾃﾞｨﾑ ｱﾙ ｲﾝﾀﾚﾈｯﾄ

get internet access

プリンタを使用 ｱﾌﾊｽﾃﾞｨﾑ ｱﾗﾄ ｱｯﾄﾊﾞｰｱ

use a printer

スキャナを使用 ｱﾌﾊｽﾃﾞｨﾑ  ﾃﾙﾒｼ ﾊｯﾀﾞｳｴﾘ

use a scanner

携帯電話をレンタルしてください。 ｳﾘｰﾄﾞｩ ｱﾝ ｱｽﾀｰｼﾞｪﾗ ﾊｰﾃｨﾌｧﾝ ﾏﾊﾓﾗ

I would like a mobile phone for hire.

SIMカードをください。 ｳﾘｰﾄﾞｩ ﾋﾞﾀｶﾄｩ ｾﾑ ﾘｼｬﾊﾞｶﾃｨｸﾑ

I would like a SIM card.

料金はいくらですか？ ｶﾑｻﾙﾌ?

What are the rate?

あなたの電話番号は？ ﾏｰ ﾗｶﾑ ﾊｰﾃｨﾌｨｶ?

What is your phone number?

番号は･･･です。 ﾊｰﾀﾞ ﾗｶﾑ …

The number is …

最寄りの公衆電話はどこですか？ ｱｲﾅ ｱｸﾗﾌﾞ ﾊｰﾃｨﾌﾝ ﾑｰﾐｰ?

Where is the nearest public phone?

テレフォンカードをください。 ｳﾘｰﾄﾞｩ ｱﾝ ｱｼｭﾀﾘｰﾔ ﾋﾞﾀｶ ﾃｨﾘﾌｫﾆｰﾔ

I would like to buy a phone card.

･･･に電話したい。 ｳﾘﾄﾞｩ ｱﾝ ｱｯﾀｼﾗﾋﾞ …

I want to call …

一分で幾らですか？ ﾑｶﾙﾏ ﾀﾗｰﾄ ﾀﾞｱｲ ﾋﾞｶﾑ?

How much is it per minute?

インターネット・通信

Internet & Communication
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･･･はどこですか？ ｱｲﾅ …?

Where is a/an…?

自動支払機 ｼﾞﾊｱｽﾞ ｱｯ ｻﾗｰﾌｧ

ATM

外貨両替所 ﾏｸﾀﾌﾞ ｻﾗｰﾌｧ

foreign exchange

銀行はいつ開きますか？ ﾏﾀｱ ﾔﾌﾀｰ?

What time does the bank open? و6ت �� � 
+� ا�'�ك؟

･･･したい。 ｳﾘｰﾄﾞｩ ｱﾝ …

I would like to …

･･･はどこでできますか？ ｱｲﾅ …?

Where can I … ?

現金の両替 ｳﾊｳｨﾗ ｱﾝｳﾌｯﾄﾞ

change money

トラベラーズチェックの両替 ｳﾊｳｨﾗ ｼｯｶﾝ ｼｱﾋｰｱﾝ

change T/C

現金引出し ｱｽﾊﾊﾞ ﾇｸｯﾄﾞ

withdraw money

振込手続き ｱｸｰﾏ ﾋﾞﾀﾌｳｨﾘ ﾏｰﾘ

arrange a transfer

･･･は幾らですか？ ﾏｱ …?

What is the … ?

両替レート ｻﾙ ｱｯﾀﾊｳｨｰﾙ

exchange rate

手数料 ｱﾗﾑｰﾗ

charge for that

私宛にお金は届いていますか？ ﾌｨﾙｰｼ ﾜｻﾘｯﾄ?

Has my money arrived? و)ل أ�وا��؟

Bank

銀行
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･･･を送りたい。 ｳﾘｰﾄﾞｩ ｱﾝ ｱﾌﾞｱｻ …

I want to send a …

絵葉書 ﾋﾞﾀｶﾄｩﾙ ﾑｱｰﾔﾀﾞ

postcard

手紙 ﾘｻｰﾗ

letter

小包 ﾀﾙﾀﾞﾝ ﾍﾞﾘｰﾃﾞｨ

parcel

ファックス ﾌｧｸｽ

fax

船便 ﾊﾞﾘｰﾄﾞ ｱﾃﾞｨ

sea mail

特急便 ｶﾞﾜｰﾌﾞ ﾐｽﾀｰｷﾞﾙ

express mail

･･･を買いたい。 ｳﾘｰﾄﾞｩ ｱﾝ ｱｼｭﾀﾘｰｱ …

I want to buy a …

封筒 ﾀﾞﾙﾌ

envelope

切手 ﾀｰﾋﾞｬ

stamp

･･･宛に航空便で送ってください。 ﾕﾙｼﾞｬｱ ﾊﾞｱﾌ … ﾋﾞ ｱﾙﾊﾞﾘｰﾄﾞｩ ｱｯｻﾘｰｱ

Please send it by airmail to …

私宛に郵便は届いていますか？ ﾌｨｰ ｱﾔ ｶﾞﾜﾊﾞｯﾄ ﾘｰﾔ?

Is there any mail for me? ھل ھ��ك أي ا�'ر&د '����'� ��؟

郵便局

Post office
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･･･はどこですか？ ｱｲﾅ …?

Where is a … ?

銀行 ｱﾙ ﾊﾞﾝｸ

bank

スーパーマーケット ﾏｼﾞｬﾙ ｶﾋﾞｰﾙ

supermarket

百貨店 ﾏﾊﾙ ｱﾙﾑﾅｳﾜﾊｯﾄ

department store

書店 ﾏｯｶﾊﾞ

book store

･･･はどこで買えますか？ ﾐﾝ ｱｲﾅ ｱｼｭﾀﾘｰ …?

Where can I buy … ?

･･･を買いたい。 ｱﾌﾞﾊﾌ ｱﾝ …

I would like to buy …

他にはありませんか？ ﾊﾙ ｱﾝﾀﾞｶﾑ ｲﾙｰﾌ?

Do you have any others?

保証は付きますか？ ﾊﾙ ﾗﾌ ﾀﾞﾏｰﾅ?

Does it have a guarantee?

不良品です。 ﾊｱﾀﾞｰ ﾗｱ ﾔｰﾏﾙ

It is faulty.

･･･をお願いします。 ｳﾘｰﾄﾞｩ … ﾗｳ ｻﾏﾊｯﾀ

I would like … , please.

返金 ｲｽﾀﾙﾀﾞｰﾄﾞ ﾏｱﾙ

to refund

返品 ｱﾝ ｳﾙｼﾞｱ ﾊｰﾀﾞ ﾗｸﾑ

to return

袋 ｷｰｽ

a bag

買物１

Shopping 1
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試着していいですか？ ﾊﾙ ﾕﾑｷﾇﾆｰ ｱﾝ ｳｼﾞｬﾘﾊﾞ?

Can I try it on? ن أن أ/�ول ��=؟�&
サイズが合いません。 ﾗｱ ﾕﾅｼﾌﾞﾆｰ

It does not fit. .��(& � >�?

小 ｻﾋﾞｨｴﾙ

small )@&ر
中 ﾑﾀﾜｼｯﾄ

medium �+و�ط
大 ｶﾋﾞｰﾙ

large '&ر
幾らですか？ ｶﾑｻﾙﾌ?

How much is it?

値段を書いてもらえますか？ ﾊﾙ ﾕﾑｷﾇｶ ｱﾝ ﾀｸﾄｩﾊﾞﾘｰ ｱｻｰﾙ?

Can you write down the price?

高すぎます。 ﾊｰﾀﾞｰ ｶﾞｰﾘﾝ ｼﾞｯﾀﾞﾝ

That is too expensive.

勘定に間違いがあります。 ﾌｨｰ ﾊｯﾀ ﾌｨﾙ ﾋｻｰﾌﾞ

There is mistake in the bill.

･･･で支払えますか？ ﾊﾙ ﾀｸﾊﾞﾙｰﾅ…?

Do you accept … ?

クレジットカード ﾋﾞﾀｰｶｰﾄ ｱﾗｼｰﾀﾞ

credit card

キャッシュカード ﾋﾞﾀｰｶｰﾄ ｱﾙ ｲｸﾃｨﾗｰﾄﾞ 

debit card

トラベラーズチェック ｼｯｶｰﾄ ｼｰﾔﾋｰｱ

T/C

･･･をください。 ｳﾘｰﾄﾞｩ … ﾗｳ ｻﾏﾊｯﾀ

I would like … , please.

お釣り ｱﾙﾊﾞｰｷｰ

my change

領収書 ﾜｼﾙ

receipt

買物２

Shopping 2
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･･･は好きですか？ ﾊﾙ ﾄｩﾍｯﾌﾞ?

Do you like …?

･･･が好きです。 ｱﾅｱ ｳﾍｯﾌﾞ …

I like …

芸術 ﾌｧﾝ

art

スポーツ ｱﾙﾘｱｰﾀﾞ

sports

ダンス ｱﾙﾗｽ

dance ا�ر6ص
映画 ｱﾙ ｱﾌﾗｰﾑ

movies

旅行 ｱｯｻﾌｧ

travel �.ر
音楽 ｱﾙ ﾑｯｼｰｶ

music

読書 ｱﾙ ｷﾗｱ

reading

･･･はどこですか？ ｱｲﾅ …?

Where can I find … ?

クラブ ﾊﾞｰ

clubs

パブ ｱﾙﾊｲﾅｰﾄ

pubs ا�/���ت
カフェ ｱﾌｱ

cafe

･･･に行きたい。 ｳﾘｰﾄﾞｩ ｱﾝ ｱｻﾊｰﾊﾞ ｲﾗ …

I feel like going to … 

パーティ ﾊﾌﾗ

party /زب
コンサート ｺﾝｻﾙ

concert ��./ ��و�&"&
映画 ｼﾈﾏ

movie 
&�م
舞台 ﾏｽﾗﾊ

stage ��رح
博物館 ﾏﾀﾊﾙﾌ

museum �+/ف

観光１

Sightseeing 1
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開館は何時ですか？ ﾏﾀｱ ﾔﾌﾀ?

What time does it open? 

閉館は何時ですか？ ﾏﾀｱ ﾕｸﾞﾚｯｸ?

What time does it close? 

入場料は幾らですか？ ﾏｱ ｻﾏﾇ ｱﾄﾞｯﾌｰﾙ?

What is the admission charge?

･･･割引はありますか？ ﾊﾙ ﾕｰｼﾞｬﾄﾞｩ ﾊｯｼﾑ …?

Is there discount for … ?

学生 ﾘｯﾄｩﾙﾗｰﾌﾞ

students

子供 ﾘﾙｱｯﾄﾌｧｰﾙ

children

･･･が欲しい。 ｳﾘｰﾄﾞｩ …

I would like to …

ガイド ﾀﾞﾘｰﾙ

guide

地図 ﾊﾘﾀﾀﾙ ﾏﾝﾃｨｶ

map

カタログ ﾌｧﾗｽ

catalogue

･･･を観たい。 ｳﾘｰﾄﾞｩ ｱﾝ ｳｼｬｰﾋﾀﾞ…

I would like to see …

あれは何ですか？ ﾏｱ ｻﾞｱﾚｯｸ?

What is that?

写真を撮ってもいいですか？ ﾊﾙ ﾐﾝ ｱﾙﾑﾝｷﾝ ｱﾝ ｱｰﾌﾀﾞ ｿｰﾗ?

Can we take photos?

観光２

Sightseeing 2
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次のツアーはいつですか？ ﾏﾀｱ ﾀﾞｳﾗ ｱﾙｶｰﾃﾞｨﾏ?

When is the next tour?

･･･は含まれていますか？ ﾊﾙ ﾔﾀﾀﾞﾝﾏﾇ ｱﾗ …?

Is … included?

入場料 ｻﾏﾝ ｱｯﾄﾞｩﾌｰﾙ

admission

交通費 ｱﾙﾑﾜｻﾗｰﾄ

transport

食費 ｱｯﾀｰﾑ

food

宿泊費 ｻｶﾝ

accommodation

ツアーはどれくらいの長さですか？ ｶﾑ ﾑﾀﾞｯﾀ ﾀﾞｳﾗ?

How long is the tour?

何時ごろ戻りますか？ ﾌｨｰ ｴｲｲ ｻｰｱ ﾔｼﾞﾌﾞ ｱﾅﾙｼﾞｬｱ ｲﾗｱ ﾌｰﾅ?

What time should we be back?

観光３

Sightseeing 3
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警察署はどこですか？ ｱｲﾅ ｱｼｭﾙﾀ?

Where is the police station?

被害届を出したい。 ｳﾘｰﾄﾞｩ ｱﾝ ｳﾊﾞﾘｶﾞ ｱﾝｼﾞｬﾘｰﾅ

I want to report an offense.

･･･を紛失しました。 ﾀﾞﾔﾄｩ …

I have lost my …

･･･を盗まれました。 … ｷｬｰﾅｯﾄ ﾏｽﾙｰｶ

My … was stolen.

鞄 ﾊﾃｨｰﾊﾞﾃｨ

bag

財布 ﾏﾌｧﾀﾞﾃｨ

wallet

お金 ﾇｸｰﾃﾞｨ

money

パスポート ｼﾞｬﾜｰｽﾞ ｻﾌｧﾘｰ

passport

クレジットカード ﾋﾞﾀｰｶﾃｨ ｱﾗｼｰﾄﾞ

credit card

トラベラーズチェック ｼｯｶﾃｨ ｱｯｼｰｱﾋｰﾔ

T/C

･･･されました。
I have been …

暴行 ﾔｯﾀﾀﾞ ｱﾚｲﾔ ｼｬﾊｽ

assaulted

強盗 ｻﾗｶﾆ ｼｬﾊｽ

robbed

大使館と連絡を取りたい。 ｳﾘｰﾄﾞｩ ｱﾝ ｱｯﾀｼﾗ ﾋﾞｻﾌｧﾗﾃｨ

I want to contact my embassy.

領事館と連絡を取りたい。 ｳﾘｰﾄﾞｩ ｱﾝ ｱｯﾀｼﾗ ﾋﾞｺﾝｽﾘﾔﾃｨ

I want to contact my consulate.

保険に入っています。 ｱｲﾝﾃﾞｨ ｱﾙﾀﾐｰﾝ

I have an insurance.

警察

Police
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最寄りの･･･はどこですか？ ｱｲﾅ ｱｯｸﾗﾌﾞ …?

Where is the nearest … ?

病院 ﾑｽﾀｼｭﾌｧｰ

hospital

医者 ﾀﾋﾞｰﾌﾞ/ﾀﾋﾞｰﾊﾞ

doctor

歯医者 ﾀﾋﾞｰﾌﾞ ｱｽﾅｰﾝ

dentist

薬局 ｻｲﾀﾞﾘｰﾔ

pharmacist

医者にかかりたい。 ｱﾊﾀｰｼﾞｭ ｲﾗｱ ﾀﾋﾞｰﾌﾞ

I need a doctor.

女性の医師に診てほしい。 ﾊﾙ ﾐﾝ ｱﾙﾑﾝｷﾝ ｱﾝ ｳｯｶｰﾋﾞﾗ ﾀﾋﾞｰﾊﾞ?

Could I see a female doctor?

薬を切らしてしまいました。 ﾗｶﾄﾞ ﾅﾌｧﾀﾞｯﾄｩ ｼﾞｬﾐｱｳ ｱﾄﾞｩｲｱﾃｨ

I have run out of my medication.

具合が悪いです。 ｱﾅｱ ﾏﾘｰﾄﾞ

I am sick.

ここが痛いです。 ｱｲﾝﾃﾞｨ ｱﾗﾑ ﾌﾅｱ

It hurts here.

･･･があります。 ｱｲﾝﾃﾞｨ …

I have a …

咳 ｽｱｰﾙ

cough ���ل
痰 ｱﾗﾑ ﾌｨｰﾙ ﾊﾙｷｰ

sore throat

熱 ﾎﾝﾏｱ

fever

頭痛 ｽﾀﾞｱ

headache

痛み ｱﾗﾑ

pain

･･･にアレルギーがあります。 ｱｲﾝﾃﾞｨ ｱｻｼｰﾔ ﾐﾝ …

I am allergic to …

病院１

Hospital 1
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頭 ﾗｽ

head

目 ｱｲﾝ

eye

耳 ｳﾄﾞｩﾝ

ear

鼻 ｱﾝﾌ

nose

口 ﾌｧﾑ

mouth

歯 ｱｽﾅｱﾝ

teeth

喉 ﾊﾙｸ

throat

首 ﾗｶﾊﾞ

neck

腕 ﾃﾞｨﾗｰ

arm

手 ﾔｯﾄﾞ

hand

指 ｲｽﾊﾞｱ

finger

足 ﾘｼﾞﾙ

leg

胸 ｻﾀﾞﾙ

chest

背中 ﾀﾞﾊﾙ

back

胃 ﾏｱﾀﾞ

stomach

肌 ｼﾞﾙﾄﾞ

skin

病院２

Hospital 2
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解熱鎮痛剤 ｱｽﾋﾟﾘｰﾝ

aspirin

抗生物質 ﾑﾀﾞﾃﾞﾝ ﾊﾔｳｨｰ

antibiotics

下痢止め ﾀﾞﾜﾘｽﾊｰﾙ

diarrhea medicine

緩下剤 ｱﾙﾑｽﾘﾗｰﾄ

laxatives ا����1ت
睡眠薬 ﾊﾌﾞｰﾌﾞ ﾘﾅｳﾝ

sleeping tablets ا��وم أ6راص
痛み止め ﾀﾞﾜﾘｽﾀﾞｰ

painkillers ا�����ت
包帯 ｱｲｻｰﾊﾞ

bandage

消毒薬 ﾏｰﾅ ｲﾙｱﾌｰﾅ

antiseptic �ط�ر
コンドーム ｱﾙﾜｰｷｰ

condoms

経口避妊薬 ﾏｰﾆｬ ｲﾙﾊﾑﾙ

contraceptive ا�/�ل ��% و��3ل

ぜん息 ｱﾗﾌﾞｳ

asthma

気管支炎 ｲﾙﾃｨﾊｰﾌﾞ ｱｼｬｰﾋﾞｰ

bronchitis ��'� ا�+��ب
便秘 ｲﾑｻｰｸ

constipation

吐き気 ｶﾞｻﾔｰﾝ

nauseous

病院３

Hospital 3


