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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、右側にイタリ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、イタリア語を学習する
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。　

　本書がイタリ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。 ｼ

Yes. Si.

いいえ。 ﾉ

No. No.

お願いします。 ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫｰﾚ

Please. Per favore.

ありがとう。 ｸﾞﾗｯﾁｪ

Thank you. Grazie.

どういたしまして。 ﾌﾟﾚｺﾞ

You are welcome. Prego.

すいません。 ﾐ ｽｸｰｽﾞｨ

Excuse me. Mi scusi.

ごめんなさい。 ﾐ ﾃﾞｨｽﾋﾟｱﾁｪ

Sorry. Mi dispiace.

こんにちは。 ﾎﾞﾝｼﾞｮﾙﾉ

Hello.

やあ。 ﾁｬｵ

Hi.

さようなら。 ｱﾙｨｳﾞｪﾃﾞﾙﾁ

Goodbye.

･･･さん(男性) ｼﾆｮｰﾚ

Mr …

･･･さん(既婚女性) ｼﾆｮｰﾗ

Mrs …

･･･さん(未婚女性) ｼﾆｮﾘｰﾅ

Miss …

お元気ですか？ ｺﾒ ｽﾀ?

How are you?

元気です、あなたは？ ﾍﾞﾈ ｴ ﾗｲ?

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？ ｺﾒ ｼ ｷｬｰﾏ?

What is your name?

私の名前は･･･です。 ﾐ ｷｬｰﾓ ･･･

My name is … 

お会いできて嬉しいです。 ﾋﾟｬﾁｪｰﾚ

I am pleased to meet you.

こちらは私の･･･です。 ﾚ/ﾃ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ ･･･

This is my … 

父 ﾐｵ ﾊﾟｰﾄﾞﾚ

father

母 ﾐｱ ﾏｰﾄﾞﾚ

mother

兄弟 ﾐｵ ﾌﾗﾃﾛ

brother

姉妹 ﾐｱ ｿﾚﾗ

sister

夫 ﾐｵ ﾏﾘｰﾄ

husband

妻 ﾐｱ ﾓﾘｴ

wife

息子 ﾐｵ ﾌｨﾘｮ

son

娘 ﾐｱ ﾌｨﾘｬ

daughter

友人 ｲﾙ ﾐｵ ｱﾐｰｺ  ﾗ ﾐｱ ｱﾐｰｶ

friend

挨拶・自己紹介２

Greeting & Introduction 2
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これが私の･･･です。 ｴｯｺ ｲﾙ ﾐｵ ･･･

Here is my … 

あなたの･･･は？ ｸﾜﾚ ｲﾙ ｽｫ ･･･?

What is your … ?

住所 ｲﾝﾃﾞｨﾘｰｿ

address

メールアドレス ｲﾝﾃﾞｨﾘｰｿ ﾃﾞｨ ｲﾒｲﾙ

email address

携帯番号 ﾇﾒﾛ ﾃﾞｨ ﾃﾚﾌｫﾉ

mobile number

電話番号 ﾇﾒﾛ ﾃﾞｨ ﾃﾚﾌｫﾉ

phone number

あなたの職業は？ ｹ ﾗｳﾞｫﾛ ﾌｧ?

What is your occupation?

私は･･･です。 ｿﾉ ･･･

I am a …

ビジネスマン ｳﾓ/ﾄﾞﾝﾅ ﾀﾞﾌｧﾘ

business person

学生 ｽﾄｩﾃﾞﾝﾃ   ｽﾄｩﾃﾞﾝﾃｯｻ

student

技術者 ｼｪﾝﾂｨｱﾄ/ﾀ

engineer

芸術家 ｱﾙﾃｨｽﾀ

artist

どちらから来ましたか？ ﾃﾞ ﾄﾞｳﾞｪ ｳﾞｨｴﾈ?

Where are you from?

･･･から来ました。 ｳﾞｪﾝｺﾞ ･･･

I am from …

結婚していますか？ ｴ ｽﾎﾟｻﾞｰﾄ/ﾀ?

Are you married?

結婚しています。 ｿﾉ ｽﾎﾟｻﾞｰﾄ/ﾀ

I am married.

独身です。 ｿﾉ ｼﾝｸﾞﾙ

I am single.

挨拶・自己紹介３

Greeting & Introduction 3
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お幾つですか？ ｸｱﾝﾃｨ ｱﾆ ｱ?

How old are you?

･･･歳です。 ｵ ･･･ ｱﾆ

I am … years old.

･･･ですか？ ｱ/ｱｲ ･･･?

Are you … ?

･･･です。 ｵ･･･

I am  …

大丈夫 ﾌｪﾘｰﾁｪ

OK

疲れる ｽﾀﾝｺ/ｶ

tired

空腹 ﾌｧｰﾒ

hungry

喉が渇く ｱｾﾀﾄ/ﾀ

thirsty

暑い ｶﾙﾄﾞ

hot

寒い ﾌﾚｯﾄﾞ

cold

天気はどうですか？ ｹ ﾃﾑﾎﾟ ﾌｧ?

What is the weather like?

暑いです ﾌｧ ｶﾙﾄﾞ

hot

寒いです ﾌｧ ﾌﾚｯﾄﾞ

cold

雨です ﾋﾟｵｳﾞｪ

rainy

春 ﾌﾟﾘﾏｳﾞｪﾗ

spring

夏 ｴｽﾀﾃ

summer

秋 ｵｳﾄﾉ

autumn

冬 ｲﾝｳﾞｪﾙﾉ

winter

Greeting & Introduction 4

挨拶・自己紹介４
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どこ ﾄﾞｳﾞｪ

Where

いつ ｸﾜﾝﾄﾞ

When

何 ｹ

What

誰 ｷ

Who

なぜ ﾍﾟﾙｹ

why

どのように ｺﾒ

How

これは幾らですか？ ｸｱﾝﾃ?

How much is it?

･･･できますか？ ﾎﾟｯｿ

Can I … ?

入口/出口 ｴﾝﾄﾗﾀﾞ/ｳｽｨｰﾀ

Entrance/Exit

開/閉 ｱﾍﾟﾙﾄ/ｷｭｰｿﾞ

Open/Closed

男性/女性 ｳｫﾐﾆ/ﾄﾞﾈ

Men/Women

熱/冷 ｶﾙﾄﾞ/ﾌﾚｯﾄﾞ

Hot/Cool

禁止 ﾌﾟﾛｲﾋﾞｰﾄﾞ

Prohibited

挨拶・自己紹介５

Greeting & Introduction 5

表示　Sign



8

0  zero                         ｾﾞﾛ

1  one                         ｳﾉ

2  two                         ﾄﾞｩｴ

3  three                         ﾄﾚ

4  four                         ｸﾜﾄﾛ

5  five                         ﾁﾝｸｪ

6  six                         ｾｲ

7  seven                         ｾｯﾃ

8  eight                         ｵｯﾄ

9  nine                         ﾉｳﾞｪ

10  ten                         ﾃﾞｨｴﾁ

11  eleven                         ｳﾝﾃﾞｨﾁ

12  twelve                         ﾄﾞｩﾃﾞｨﾁ

13  thirteen                         ﾄﾚﾃﾞｨﾁ

14  fourteen                         ｸﾜｯﾄﾙﾃﾞｨﾁ

15  fifteen                         ｸｳｨﾝﾃﾞｨﾁ

16  sixteen                         ｾｲﾃﾞｨﾁ

17  seventeen                         ﾃｨﾞﾁｬｾｯﾃ

18  eighteen                         ﾃﾞｨﾁｵｯﾄ

19  nineteen                         ﾃﾞｨﾁｬﾉｳﾞｪ

20  twenty                         ｳﾞｪｲﾝﾃｨ

30  thirty                         ﾄﾚｲﾝﾀ

40  forty                         ｸﾜﾗﾝﾀ

50  fifty                         ﾁﾝｸﾜﾝﾀ

60  sixty                         ｾｻﾝﾀ

70  seventy                         ｾﾀﾝﾀ

80  eighty                         ｵｯﾀﾝﾀ

90  ninety                         ﾉｳﾞｧﾝﾀ

100  hundred                         ﾁｪﾝﾄ

1,000  thousand                         ﾐｯﾚ

数字

Number
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何時ですか？ ｹ ｵﾗ ｴ?

What time is it?

今日は何日ですか？ ｹ ｼﾞｮﾙﾉ ｴ ｵｼﾞ?

What date is it today?

1月 ｼﾞｪﾝﾅｲｵ

January

2月 ﾌｪｯﾌﾞﾗｲｵ

February

3月 ﾏﾙｿ

March

4月 ｱﾌﾟﾘｰﾙ

April

5月 ﾏｯｼﾞｮ

May

6月 ｼﾞｭﾆｮ

June

7月 ﾙｲｵ

July

8月 ｱｺﾞｽﾄ

August

9月 ｾｯﾃﾝﾌﾞﾚ

September

10月 ｵｯﾄﾌﾞﾚ

October

11月 ﾉｳﾞｪﾑﾌﾞﾚ

November

12月 ﾃﾞｨﾁｪﾝﾌﾞﾚ

December

時間・日付１

Time & Date 1
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月曜日 ﾙﾈﾃﾞｨ

Monday

火曜日 ﾏﾙﾃﾃﾞｨ

Tuesday

水曜日 ﾒﾙｺﾚﾃﾞｨ

Wednesday

木曜日 ｼﾞｫｳﾞｪﾃﾞｨ

Thursday

金曜日 ｳﾞｪﾈﾙﾃﾞｨ

Friday

土曜日 ｻﾊﾞﾄﾞ

Saturday

日曜日 ﾄﾞﾒﾆｶ

Sunday

昨日の･･･ ｲｪﾘ･･･

yesterday …

翌日の･･･ ﾄﾞﾏﾆ･･･

tomorrow …

朝 ﾏｯﾃｨﾅ

morning

昼 ﾎﾟﾒﾘｯｼﾞｮ

afternoon

晩 ｾｰﾗ

evening

昨夜 ｲｪﾘ ﾉｯﾃ

last night

昨･･･ / 翌･･･
last … / next …

週 ﾗ ｾｯﾃｨﾏﾅ ｽｺﾙｻ        ﾗ ｾｯﾃｨﾏﾅ ﾌﾟﾛｯｼﾏ

week

月 ｲﾙ ﾒｾﾞ ｽｺﾙｿ             ｲﾙ ﾒｾﾞ ﾌﾟﾛｯｼﾓ

month

年 ﾗﾝﾉ ｽｺﾙｿ                 ﾗﾝﾉ ﾌﾟﾛｯｼﾓ

year

時間・日付２

Time & Date 2
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英語を話せますか？ ﾊﾟﾙﾗ ｲﾝｸﾞﾚｰｾﾞ?

Do you speak English?

わかりましたか？ ｶﾋﾟｰｼｪ?

Do you understand?

わかりました。 ｶﾋﾟｽｺ

I understand.

わかりません。 ﾉﾝ ｶﾋﾟｽｺ

I do not understand.

･･･はどういう意味ですか？ ｹ ｺｻﾞ ｳﾞｫｳﾙ ﾃﾞｨﾚ ･･･?

What does … mean?

･･･頂けますか？ ﾌﾟｵ ･･･ ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫﾚ?

Please … ?

繰り返して ﾘﾍﾟｰﾃﾛ

repeat

ゆっくり話して ﾊﾟﾗｰﾚ ﾋﾟｳ ﾚﾝﾀﾒﾝﾃ

speak slowly

書いて ｽｸﾘｳﾞｪﾙﾛ

write down

どのように･･･か？ ｺﾒ ｼ ･･･?

How do you … ?

発音します ﾌﾟﾛﾇﾝﾁｬ ｸｴｽﾄ

pronounce

書きます ｽｸﾘｳﾞｪ

write

確認

Confirmation
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トイレはどこですか？ ﾄﾞｳﾞｪ ｿﾉ ｲ ｶﾞﾋﾞﾈｯﾃｨ?

Where is the toilet?

道に迷いました。 ﾐ ｿﾉ ﾍﾟﾙｿ/ｻ

I am lost.

医者を呼んで！ ｷｬﾐ ｳﾝ ﾒﾃﾞｨｺ!

Call a doctor!

警察を呼んで！ ｷｬﾐ ﾗ ﾎﾟﾘｯｼｱ!

Call a police!

助けて頂けませんか？ ﾐ ﾌﾟｵ ｱｲｳﾀｰﾚ ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫｰﾚ?

Could you help me, please?

助けて！ ｱｲｳｰﾄ!

Help!

止まれ！ ﾌｪﾙﾐ!

Stop!

離れろ！ ｳﾞｧｲｳﾞｨｱ!

Go away!

泥棒！ ﾗｰﾄﾞﾛ!

Thief!

火事だ！ ｱﾙ ﾌｵｺ!

Fire!

私の荷物が･･･ました。 ｲﾙ ﾐｵ ﾊﾞｶﾞｼﾞｵ ｴ ｽﾀﾄ･･･

My luggage has been …

破損し ﾀﾞﾈｼﾞｬｰﾄ

damaged

紛失し ﾍﾟﾙｿ

lost

盗まれ ﾙﾊﾞｰﾄ

stolen

緊急事態

Emergency
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･･･目的です。 ｿﾉ ｸｲ ･･･

I am …

商用 ﾍﾟﾙ ｱﾌｧﾘ

on business

観光 ｲﾝ ｳﾞｧｶﾝﾂｧ

on holiday

･･･滞在します。 ｿﾉ ｸｲ ﾍﾟﾙ ･･･

I am here for …

日 ｼﾞｮﾙﾆ

days

週間 ｾｯﾃｨﾏｰﾈ

weeks

月 ﾒｽﾞｨ

months

･･･に行く予定です。 ｳﾞｧﾄﾞ ｱ･･･

I am going to …

･･･に滞在します。 ｱﾛｯｼﾞｮ ｱﾙ ･･･

I am staying at …

申告するものはありません。 ﾉﾝ ｵ ﾆｪﾝﾃ ﾀﾞ ﾃﾞｨｷｬﾗｰﾚ

I have nothing to declare.

申告するものがあります。 ｵ ﾃﾞﾘｪ ｺｾﾞ ﾃﾞ ﾃﾞｨｷｬﾗｰﾚ

I have something to declare.

それは私のものです。 ｴ ﾐｵ/ﾐｱ

That is mine.

それは私のものではありません。 ﾉﾝ ｴ ﾐｵ/ﾐｱ

That is not mine.

出入国・税関

immigration & Customs



14

ホテルはどこですか？ ﾄﾞｳﾞｪ ｳﾝ ｱﾙﾍﾞﾙｺﾞ?

Where is a hotel?

ゲストハウスはどこですか？ ﾄﾞｳﾞｪ ｳﾅ ﾍﾟﾝｼｵｰﾈ?

Where is a guesthouse?

どこかお奨めの･･･場所はありますか？ ﾌﾟｵ ｺﾝｼﾘｱｰﾚ ｸｱﾙｹ ﾎﾟｽﾄ ･･･?

Can you recommend somewhere … ?

安い ｴｺﾉﾐｺ

cheap

良い ﾌﾞｩｰﾉ

good

近い ｳﾞｨﾁｰﾉ

nearby

部屋の予約をお願いします。 ｳﾞｫｴﾘ ﾌﾟﾚﾉﾀｰﾚ ｳﾅ ｶﾒﾗ ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫｰﾚ

I would like to book a room.

私の名前は･･･です。 ﾐ ｷｬﾓ ･･･

My name is …

･･･部屋はありますか？ ｱｳﾞｪﾃ ｳﾅ ｶﾒﾗ ･･･?

Do you have a … room?

シングル ｼﾝｺﾞﾗ

single

ダブル ﾄﾞｯﾋﾟｱ ｺﾝ ﾚﾄ ﾏﾄﾘﾓﾆｱﾚ

double

ツイン ﾄﾞｯﾋﾟｱ ｱ ﾄﾞｩｴ ﾚｯﾃｨ

twin

一晩幾らですか？ ｸｱﾝﾄ ｺｽﾀ ﾍﾟﾙ ｳﾅ ﾉｯﾃ?

How much is it per night?

一人幾らですか？ ｸｱﾝﾄ ｺｽﾀ ﾍﾟﾙ ﾍﾟﾙｿﾅ?

How much is it per person?

クレジットカードで支払えますか？ ﾎﾟｯｿ ﾊﾟｶﾞｰﾚ ｺﾝ ﾗ ｶﾙﾀ ﾃﾞｨ ｸﾚﾃﾞｨﾄ?

Can I pay by credit card?

見せてもらえますか？ ﾎﾟｯｿ ｳﾞｪﾃﾞﾘｱ?

Can I see it?

ホテル・宿泊１

Hotel & Accommodation 1
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部屋の鍵をもらえますか？ ﾎﾟｯｿ ｱｳﾞｪﾚ ﾗ ｷｱｳﾞｪ ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫｰﾚ?

Could I have my room key?

朝食はいつですか？ ｱ ｹ ｵﾗ ｴ ﾗ ﾌﾟﾘﾏ ｺﾗﾂｨｵｰﾈ?

When is breakfast served?

朝食はどこですか？ ﾄﾞｳﾞｪ ｼ ﾌﾟﾚﾝﾃﾞ ﾗ ﾌﾟﾘﾏ ｺﾗﾂｨｵｰﾈ?

Where is breakfast served?

･･･時に起こしてください。 ﾐ ｽｳﾞｪﾘ ｱﾚ ･･･ ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫｰﾚ

Please wake me up at …

･･･過ぎます。 ﾗ ｶﾒﾗ ｴ ﾄﾛｯﾎﾟ ･･･

It is too …

高 ｶﾗ

expensive

うるさ ﾙﾓﾛｰｻﾞ

noisy

小さ ﾋﾟｯｺﾗ

small

･･･が壊れています。 ･･･ ﾉﾝ ﾌﾝﾂｨｵｰﾅ

The … does not works.

エアコン ﾗﾘｱ ｺﾝﾃﾞｨﾂｨｵﾅｰﾀ

air conditioner

扇風機 ｲﾙ ｳﾞｪﾝﾃｨﾗﾄｰﾚ

fan

トイレ ｲﾙ ｶﾞﾋﾞﾈｯﾄ

toilet

･･･が汚れています。 ｸｴｽﾄ ･･･ ﾉﾝ ｴ ﾌﾟﾘｰﾄ

The … is not clean.

シーツ ﾚﾝﾂｩｵｰﾛ

sheet

タオル ｱｼｭｶﾞﾏｰﾉ

towel

毛布 ｸｯｼｰﾅ

blanket

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？ ｱ ｹ ｵﾗ ｼ ﾃﾞｰｳﾞｪ ﾗｯｼｬｰﾙ ﾘｰﾍﾞﾗ ﾗ ｶﾒﾗ?

What time is checkout?

荷物を置いてもよいですか？ ﾎﾟｯｿ ﾗｯｼｬｰﾙ ｲﾘ ﾐｵ ﾊﾞｶﾞﾘｵ ｷ?

Can I leave my luggage here?

･･･を返してください。 ﾎﾟｯｿ ｱｳﾞｪﾚ ･･･ ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫｰﾚ?

Please return my … 

デポジット ﾗ ｶﾊﾟﾗ

deposit

パスポート ｲﾙ ﾐｵ ﾊﾟｯｻﾎﾟﾙﾄ

passport

貴重品 ｲ ﾒｲ ｵｼﾞｪｯﾃｨ ﾃﾞｨ ｳﾞｧﾛｰﾚ

valuables

石鹸 ｻﾎﾟｰﾈ

soap

歯ブラシ ｽﾊﾟﾂｫﾘｰﾉ ﾀﾞ ﾃﾞﾝﾃｨ

toothbrush

歯磨き粉 ﾃﾞﾝﾃｨﾌﾘｼｺ

toothpaste

シャンプー ｼｬﾝﾌﾟｰ

shampoo

トイレットペーパー ﾌｧﾂｫﾚﾃｨｰﾆ ﾃﾞｨ ｶﾙﾀ

toilet paper

髭剃り ﾗｿｲｵ

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？ ﾎﾟﾄﾚﾍﾞ ｺﾝｼﾘｱｰﾚ ｳﾝ ﾘｽﾄﾗﾝﾃ?

Can you recommend a restaurant?

･･･をお願いします。 ｳﾞｫﾚｲ ･･･ ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫﾚ

I would like… , please.

･･･人テーブル ｳﾝ ﾀｳﾞｫﾛ ﾍﾟﾙ･･･

table for …

禁煙席 ﾉﾝ ﾌﾏﾄｰﾘ

nonsmoking area

メニュー ｲﾙ ﾒﾇｰ

menu

飲み物リスト ﾗ ﾘｽﾀ ﾃﾞﾚ ﾍﾞｳﾞｧﾝﾃﾞ

drink list

その皿 ｸｴｽﾄ ﾋﾟｱｯﾄ

that dish

会計 ｲﾙ ｺﾝﾄ

bill

朝食 ﾌﾟﾘﾏ ｺﾗﾂｨｵﾈ

breakfast

昼食 ﾊﾟﾗﾝｿﾞ

lunch

夕食 ﾁｪﾅ

dinner

軽食 ｽﾌﾟﾝﾃｨｰﾉ

snack

ミネラル・ウォーター ｱｸｱ ﾐﾈﾗｰﾚ

mineral water

コーヒー ｶﾌｪ

coffee

紅茶 ﾃ

tea

ソフトドリンク ﾋﾞﾋﾞﾀ

soft drink

ビール ﾋﾞﾗ

beer

ワイン ｳﾞｨﾉ

wine

レストラン・食事１

Restaurant & Eating 1
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何がお奨めですか？ ｺｻﾞ ﾐ ｺﾝｼｰﾘｬ?

What would you recommend?

何にしますか？ ｺｻﾞ ﾌﾟﾚﾝﾃﾞｨ?

What would you like?

私は･･･にします。 ﾌﾟﾚﾝﾄﾞ･･･

I will have … 

ヴェジタリアンフードはありますか？ ｱｳﾞｪﾃ ﾋﾟｱｯﾃｨ ｳﾞｪｼﾞﾀﾘｱﾆ?

Do you have vegetarian food?

･･･を抜いてもらえますか？ ﾎﾟﾄﾚｽﾃ ﾌﾟﾚﾊﾟﾗｰﾙ ｳﾝ ﾊﾟｽﾄ ｾﾝｻﾞ ･･･?

Could you prepare a meal without …?

私は･･･のアレルギーです。 ｿﾉ ｱﾚﾙｼﾞｺ/ｶ

I am allergic to … 

バター ﾌﾞﾛ

butter

玉子 ｳｵｳﾞｧ

eggs

魚 ｱｲ ﾌﾙﾃｨ ﾃﾞｨ ﾏﾚ

fish

肉 ﾌﾞﾛﾄﾞ ﾃﾞｨ ｶﾙﾈ

meat

乾杯！ ｻﾙｰﾃ!

Cheers!

これは何ですか？ ｺｾﾞ?

What is that?

幾らですか？ ｸｱﾝﾄ ｺｽﾀ?

How much is it?

十分です。 ﾊﾞｽﾀ

Enough.

もう少し。 ﾋﾟｳ

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？ ﾄﾞｳﾞｪ ﾎﾟｯｿ ｺﾑﾌﾟﾗｰﾙ ｳﾝ ﾋﾞﾘｴｯﾄ?

Where can I buy a ticket?

予約が必要ですか？ ﾋﾞｼﾞｮﾆｬ ﾌﾟﾚﾉﾀｰﾚ ｳﾝ ﾎﾟｽﾄ?

Do I need a book?

･･･行きのチケットを一枚ください。 ｳﾝ ﾋﾞﾘｴｯﾄ ･･･ ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫﾚ

One ticket to … , please.

この切符を･･･してください。 ｳﾞｫﾚｲ ･･･ ｲﾙ ﾐｵ ﾋﾞﾘｴｯﾄ  ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫﾚ

I would like to … my ticket.

キャンセル ｶﾝｾﾗｰﾚ

cancel

変更 ｶﾝﾋﾞｱｰﾚ

change

確認 ｺﾝﾌｨﾙﾏｰﾚ

confirm

禁煙席をお願いします。 ｳﾞｫﾚｲ ｳﾝ ﾎﾟｽﾄ ﾍﾟﾙ ﾉﾝ ﾌﾏﾄﾘ ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫﾚ

Nonsmoking seat, please.

喫煙席をお願いします。 ｳﾞｫﾚｲ ｳﾝ ﾎﾟｽﾄ ﾍﾟﾙ ﾌﾏﾄﾘ ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫﾚ

Smoking seat, please.

幾らですか？ ｸｱﾝﾃ?

How much is it?

どれくらい時間が掛かりますか？ ｸｱﾝﾄ ﾁ ｳﾞｫｰﾚ?

How long does the trip take?

直行便ですか？ ｴ ｳﾝ ｲﾃｨﾈﾗﾘｵ ﾃﾞｨﾚｯﾄ?

Is it a direct route?

エアコンは付いていますか？ ﾁｪ ﾗﾘｬ ｺﾝﾃﾞｨﾂｨｵﾅｰﾀ?

Is there air conditioning?

トイレは付いていますか？ ﾁｪ ｳﾝ ｶﾞﾋﾞﾈｯﾄ?

Is there toilet?

私の荷物が･･･ました。 ｲﾙ ﾐｵ ﾊﾞｶﾞｼﾞｵ ｴ ｽﾀﾄ･･･

My luggage has been …

破損し ﾀﾞﾈｼﾞｬｰﾄ

damaged

紛失し ﾍﾟﾙｿ

lost

盗まれ ﾙﾊﾞｰﾄ

stolen

移動・交通１

Transport 1
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･･･はどこですか？ ﾄﾞｳﾞｪ ｿﾉ ･･･?

Where is the … ?

到着ゲート ｸﾞﾘ ｱﾘｳﾞｨ

arrivals gate

出発ゲート ﾚ ﾊﾟﾙﾃﾝﾂｪ

departure gate

この･･･は(　　　)行きですか？ ｴ ｸｴｽﾄ/ｸｴｽﾀ ･･･ ﾊﾟﾗ(        )?

Is this … to (      ) ?

列車 ｲﾙ ﾄﾚﾉ

train

バス ﾗｳﾄﾌﾞｰｽ

bus

飛行機 ﾗｴﾘｮ

plane

船 ﾗ ﾅｳﾞｪ

boat

･･･のバスはいつですか？ ｱ ｹ ｵﾗ ﾊﾟｯｻ ･･･ ｱｳﾄﾌﾞｰｽ?

When the … bus?

始発 ｲﾙ ﾌﾟﾘｰﾓ

first

最終 ﾙﾙﾃｨﾓ

last

次 ｲﾙ ﾌﾟﾛｷｼﾓ

next

出発時間はいつですか？ ｱ ｹ ｵﾗ ﾊﾟﾙﾃ?

What time does it leave?

これは何駅ですか？ ｹ ｽﾀﾂｨｵｰﾈ/ﾌｪﾙﾏｰﾀ ｴ ｸｴｽﾀ?

What station is this?

･･･には停まりますか？ ｼ ﾌｪﾙﾏ ｱ ･･･?

Does it stop at …?

ここにどれくらい停まりますか？ ﾍﾟﾙ ｸｱﾝﾄ ﾃﾑﾎﾟ ﾁ ﾌｪﾙﾐｱﾓ ｸｨ?

How long do we stop here?

この座席は空いていますか？ ｴ ﾘｰﾍﾞﾛ ｸｴｽﾄ ﾎﾟｽﾄ?

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？ ｸｱﾝﾃ ﾍﾟｰﾙ ･･･?

How much is it to … ?

メーターを使ってください。 ｳｽﾞｨ ｲﾙ ﾀｯｻﾒﾄﾛ ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫﾚ

Please put the meter on.

この住所まで行ってください。 ﾐ ﾎﾟﾙﾃｨ ｱ ｸｴｽﾄ ｲﾝﾃﾞｨﾘﾂｫ ﾍﾟﾙ ﾋﾟｱﾁｪﾚ

Please take me to this address.

スピードを落としてください。 ﾗﾚﾝﾃｨ ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫﾚ

Please slow down.

ここで停まってください。 ｼ ﾌｪﾙﾐ ｸｨ ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫﾚ

Please stop here.

ここで待っていてください。 ﾐ ｱｽﾍﾟｯﾃｨ ｸｨ ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫﾚ

Please wait here.

■街角で･･･

この道は･･･行きですか？ ｸｴｽﾀ ｽﾄﾗﾀﾞ ﾎﾟﾙﾀ ｱ ･･･?

Is this the road to …?

地図で示していただけますか？ ﾌﾟｵ ﾓｽﾄﾗﾙﾐ ｽﾗ ﾋﾟｱﾝﾀ?

Can you show me on the map?

住所はどこですか？ ｸｱﾚ ﾘﾝﾃﾞｨﾘﾂｫ?

What is the address?

距離はどれくらいですか？ ｸｱﾝﾃ ﾃﾞｨｽﾀﾝﾃ?

How far is it?

どうやって行くのですか？ ｺﾒ ﾁ ｼ ｱﾘｰｳﾞｧ?

How do I get there?

東 ｴｽﾄ

east

西 ｵｳﾞｪｽﾄ

west

南 ｽｯﾄﾞ

south

北 ﾉﾙﾄﾞ

north

移動・交通３

Transport 3
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･･･です。 ｴ ･･･

It is … 

ここ ｸｨ

here

あそこ ﾗ

there

近い ｳﾞｨﾁﾉ

near

遠い ﾛﾝﾀﾉ

far

･･･の前 ﾀﾞｳﾞｧﾝﾃｨ ｱ･･･

in front of… 

･･･の後 ﾃﾞｨｴﾄﾛ ･･･

behind…

･･･の隣り ｱｶﾝﾄ ｱ ･･･

next to…

･･･の反対 ﾃﾞｨ ﾌﾛﾝﾃ ｱ ･･･

opposite…

･･･に曲がって ｼﾞｰﾘ

Turn…

右 ｱ ﾃﾞｽﾄﾗ

right

左 ｱ ｼﾆｽﾄﾗ

left

･･･で ｺﾝ ･･･

By…

バス ﾗｳﾄﾌﾞｽ

bus

電車 ｲﾙ ﾄﾚﾉ

train

タクシー ｲﾙ ﾀｯｼｰ

taxi

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？ ﾄﾞｳﾞｪ ｼ ﾄﾛｳﾞｧ ﾘｨﾝﾃﾙﾈｯﾄ ﾎﾟｲﾝﾄ?

Where is the local internet cafe?

一時間で幾らですか？ ｺｱﾝﾄ ｺｽﾀ ｱﾛﾗ?

How much is it per hour?

･･･したい。 ｳﾞｫﾚｲ

I would like to…

メールの確認 ｺﾝﾄﾛﾗｰﾗ ﾚ ﾐｱ ｲﾒｲﾙ

check my email

インターネットに接続 ｳｻﾞﾚ ｲﾝﾃﾙﾈｯﾄ

get internet access

プリンタを使用 ｳｻﾞﾚ ｳﾅ ｽﾀﾑﾊﾟﾝﾃ

use a printer

スキャナを使用 ｽｶﾝﾃﾞｨﾚ

use a scanner

携帯電話をレンタルしてください。 ｳﾞｫﾚｲ ｳﾝ ﾁｪﾙﾗｰﾚ ﾀﾞ ﾉﾚｼﾞｬｰﾚ

I would like a mobile phone for hire.

SIMカードをください。 ｳﾞｫﾚｲ ｳﾝ ｼｰﾑ ｶｰﾄﾞ ﾊﾟﾗ ﾚﾃ ﾃﾚﾌｫﾆｶ

I would like a SIM card.

料金はいくらですか？ ｸｱﾝﾃ?

What are the rate?

あなたの電話番号は？ ｸｱｴ ｲﾙ ｽｫ ﾇｰﾒﾛ ﾃﾞｨ ﾃﾚﾌｫﾉ?

What is your phone number?

番号は･･･です。 ｲﾙ ﾇｰﾒﾛ ｴ ･･･

The number is …

最寄りの公衆電話はどこですか？ ﾄﾞｳﾞｪ ｲﾙ ﾃﾚﾌｫﾉ ﾌﾟﾌﾞﾘｺ ﾋﾟｩ ｳﾞｨﾁｰﾉ?

Where is the nearest public phone?

テレフォンカードをください。 ｳﾞｫﾚｲ ｺﾑﾌﾟﾗｰﾚ ｳﾅ ｽｹｰﾀﾞ ﾃﾚﾌｫﾆｶ

I would like to buy a phone card.

･･･に電話したい。 ｳﾞｫﾚｲ ﾌｧﾚ ｳﾅ ｷｬﾏｰﾀ ｱ ･･･

I want to call …

一分で幾らですか？ ｺｱﾝﾄ ｺｽﾀ ｳﾅ ﾃﾚﾌｫﾆｶ ﾃﾞｨ ﾐﾇﾃｨ?

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？ ﾄﾞｳﾞｪ ･･･ ﾋﾟｳ ｳﾞｨﾁｰﾉ?

Where is a/an…?

自動支払機 ｲﾙ ﾊﾞﾝｺﾏｯﾄ

ATM

外貨両替所 ｲﾙ ｶﾑﾋﾞｵ

foreign exchange

銀行はいつ開きますか？ ｱ ｹ ｵﾗ ｱﾌﾟﾚ ﾗ ﾊﾞﾝｶ?

What time does the bank open?

･･･したい。 ｳﾞｫﾚｲ ･･･

I would like to …

･･･はどこでできますか？ ﾄﾞｳﾞｪ ﾎﾟｯｿ ･･･?

Where can I … ?

現金の両替 ｶﾑﾋﾞｱｰﾚ ﾃﾞﾅｰﾛ

change money

トラベラーズチェックの両替 ｶﾑﾋﾞｱｰﾚ ｳﾝ ｱｯｾｸﾞﾉ ﾃﾞｨ ｳﾞｨｱｼﾞｮ

change T/C

現金引出し ﾌｧﾚ ｳﾝ ﾌﾟﾚｪｳﾞｫ

withdraw money

振込手続き ﾄﾗｽﾌｪﾘﾚ ｿﾙﾃﾞｨ

arrange a transfer

･･･は幾らですか？ ｸｱﾝﾃ･･･?

What is the … ?

両替レート ｲﾙ ｶﾑﾋﾞｵ

exchange rate

手数料 ﾗ ｺﾐｯｼｵｰﾈ

charge for that

私宛にお金は届いていますか？ ｴ ｱﾘｳﾞｧｰﾄ ｲﾙ ﾐｵ ﾃﾞﾅｰﾛ?

Has my money arrived?

Bank

銀行
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･･･を送りたい。 ｳﾞｫﾚｲ ﾏﾝﾀﾞｰﾚ ･･･

I want to send a …

絵葉書 ｳﾅ ｶﾙﾄﾘﾅ

postcard

手紙 ｳﾅ ﾚｯﾃﾗ

letter

小包 ｳﾝ ﾊﾟｯｹｯﾄ

parcel

ファックス ｳﾝ ﾌｧｸｽ

fax

船便 ﾎﾟｽﾀ ｵﾙﾃﾞｨﾅﾘｱ

sea mail

特急便 ﾎﾟｽﾀ ﾌﾟﾘｵﾘﾀﾘｱ

express mail

･･･を買いたい。 ｳﾞｫﾚｲ ｺﾑﾌﾟﾗｰﾚ ･･･

I want to buy a …

封筒 ｳﾅ ﾌﾞｰｽﾀ

envelope

切手 ﾃﾞｨ ﾌﾗﾝｺﾎﾞﾘ

stamp

･･･宛に航空便で送ってください。 ﾛ ﾏﾝﾃﾞｨ ﾍﾟﾙ  ｳﾞｨｱ ｱﾚｱ ･･･ ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫﾚ

Please send it by airmail to …

私宛に郵便は届いていますか？ ｾ ﾎﾟｽﾀ ﾍﾟﾙ ﾒ?

Is there any mail for me?

郵便局

Post office
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･･･はどこですか？ ﾄﾞｳﾞｪ ･･･?

Where is a … ?

銀行 ﾗ ﾊﾞﾝｶ

bank

スーパーマーケット ｲﾙ ｽﾍﾟﾙﾒﾙｶｰﾄﾞ

supermarket

デパート ｲﾙ ｸﾞﾗﾝﾃﾞ ﾏｶﾞｽﾞｨｰﾉ

department store

書店 ﾗ ﾘﾌﾞﾚﾘｱ

book store

･･･はどこで買えますか？ ﾄﾞｳﾞｪ ﾎﾟｯｿ ｺﾑﾌﾟﾗｰﾚ･･･?

Where can I buy … ?

･･･を買いたい。 ｳﾞｫﾚｲ ｺﾑﾌﾟﾗｰﾚ ･･･

I would like to buy …

他にはありませんか？ ﾈ ｱｳﾞｪﾃ ｱﾙﾄﾘ?

Do you have any others?

保証は付きますか？ ｱ ﾗ ｶﾞﾗﾝﾂｨｱ?

Does it have a guarantee?

不良品です。 ｴ ﾃﾞｨﾌｪｯﾄｿﾞ

It is faulty.

･･･をお願いします。 ｳﾞｫﾚｲ ･･･ ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫｰﾚ

I would like … , please.

返金 ｳﾝ ﾘﾑﾎﾞﾙｿ

to refund

返品 ﾘｽﾃｨﾄｩｲﾚ ｸｴｽﾄ

to return

袋 ｳﾝ ｻｹｯﾄ

a bag

買物１

Shopping 1
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試着していいですか？ ﾎﾟﾄﾚｲ ﾌﾟﾛｳﾞｧｰﾙﾒﾛ?

Can I try it on?

サイズが合いません。 ﾉﾝ ｳﾞｧ ﾍﾞﾈ

It does not fit.

小 ﾋﾟｯｺﾗ

small

中 ﾒﾃﾞｨｱ

medium

大 ﾌｫﾙﾃ

large

幾らですか？ ｸｱﾝﾄ ｺｽﾀ?

How much is it?

値段を書いてもらえますか？ ﾌﾟｵ ｽｸﾘｳﾞｪﾚ ｲﾙ ﾌﾟﾚﾂｫ?

Can you write down the price?

高すぎます。 ｴ ﾄﾛｯﾎﾟ ｶﾛ

That is too expensive.

勘定に間違いがあります。 ﾁｪ ｳﾝ ｴﾛｰﾚ ﾈﾙ ｺﾝﾄ

There is mistake in the bill.

･･･で支払えますか？ ｱｯﾁｪﾀｯﾃ･･･?

Do you accept … ?

クレジットカード ﾗ ｶﾙﾀ ﾃﾞｨ ｸﾚﾃﾞｨﾄ

credit card

キャッシュカード ﾗ ｶﾙﾀ ﾃﾞｨ ﾃﾞｨﾋﾞﾄ

debit card

トラベラーズチェック ｸﾞﾘ ｱｯｾｸﾞﾉ ﾃﾞｨ ｳﾞｨｱｼﾞｮ

T/C

･･･をください。 ｳﾞｫﾚｲ ･･･ ﾍﾟﾙﾌｧｳﾞｫｰﾚ

I would like … , please.

お釣り ｲﾙ ﾐｵ ﾚｽﾄ

my change

領収書 ｳﾅ ﾚﾁｪｳﾞｰﾀ

receipt

買物２

Shopping 2
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･･･は好きですか？ ﾃｨ ﾋﾟｱﾁｪ･･･?

Do you like …?

･･･が好きです。 ﾐ ﾋﾟｱﾁｪ･･･

I like …

芸術 ﾗﾙﾃ

art

スポーツ ﾛ ｽﾎﾟﾙﾄ

sports

ダンス ﾊﾞﾘｬﾚ

dance

映画 ｲ ﾌｨﾙﾑ

movies

旅行 ｳﾞｨｱｼﾞｧﾚ

travel

料理 ｺﾁｪﾅｰﾚ

cooking

読書 ﾚｪｼﾞｪﾚ

reading

･･･はどこですか？ ﾄﾞｳﾞｪ ｿﾉ ･･･?

Where can I find … ?

クラブ ｸﾗﾌﾞ

clubs

パブ ﾊﾟﾌﾞ

pubs

カフェ ﾛｶﾚ

cafe

･･･に行きたい。 ｵ ｳﾞｫﾘｬ ﾃﾞｨ ｱﾝﾀﾞﾚ ･･･

I feel like going to … 

パーティ ｱ ｳﾅ ﾌｪｽﾀ

party

コンサート ｱ ｳﾝ ｺﾝｻﾙﾄ

concert

映画 ｱﾙ ﾁﾈﾏ

movie

舞台 ｱ ﾃｱﾄﾛ

stage

ﾚｽﾄﾗﾝ ｳﾝ ﾘｽﾄﾗﾝﾃ

restaurant

観光１

Sightseeing 1
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開館は何時ですか？ ｱ ｹ ｵﾗ ｱﾌﾟﾚ?

What time does it open? 

閉館は何時ですか？ ｱ ｹ ｵﾗ ｷｳﾃﾞ?

What time does it close? 

入場料は幾らですか？ ｸｱﾝﾃ ｲﾙ ﾌﾟﾚﾂｫ ﾃﾞｨﾝｸﾞﾚｯｿ?

What is the admission charge?

･･･割引はありますか？ ﾁｪ ｳﾉ ｽｺﾝﾄ ﾍﾟﾙ ･･･?

Is there discount for … ?

学生 ｽﾄｩﾃﾞﾝﾃｨ

students

子供 ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾆ

children

･･･が欲しい。 ｳﾞｫﾚｲ･･･

I would like to …

ガイド ｳﾅ ｸﾞｲﾀﾞ

guide

地図 ｳﾅ ｶﾙﾃｨﾅ ﾃﾞﾗ ｿﾞﾅ

map

カタログ ｳﾝ ｶﾀﾛｺﾞ

catalogue

･･･を観たい。 ｳﾞｫﾚｲ ｳﾞｪﾃﾞﾚ ･･･

I would like to see …

あれは何ですか？ ｺｾﾞ?

What is that?

写真を撮ってもいいですか？ ﾎﾟｯｿ ﾌｧﾚ ｳﾅ ﾌｫｰﾄ?

Can we take photos?

観光２

Sightseeing 2
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次のツアーはいつですか？ ｱ ｹ ｵﾗ ﾊﾟﾙﾃ ﾗ ﾌﾟﾛｯｼﾏ ｼﾞｰﾀ ﾄｩﾘｽﾃｨｶ?

When is the next tour?

･･･は含まれていますか？ ｴ ｲﾝｸﾙｰｿﾞ･･･?

Is … included?

入場料 ｲﾙ ﾌﾟﾚｯﾂｫ ﾃﾞｨﾝｸﾞﾚｯｿ

admission

交通費 ｲﾙ ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾙﾄ

transport

食費 ｲﾙ ｳﾞｨｯﾄ

food

宿泊費 ﾗﾛｯｼﾞｮ

accommodation

ツアーはどれくらいの長さですか？ ｸｱﾝﾄ ﾃﾞｩﾗ ﾗ ｼﾞｰﾀ?

How long is the tour?

何時ごろ戻りますか？ ｱ ｹ ｵﾗ ﾄﾞｳﾞﾚﾓ ﾘﾄﾙﾅｰﾚ?

What time should we be back?

観光３

Sightseeing 3
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警察署はどこですか？ ﾄﾞｳﾞｪ ｲﾙ ﾎﾟｽﾄ ﾃﾞｨ ﾎﾟﾘﾂｨｱ?

Where is the police station?

被害届を出したい。 ｳﾞｫﾘｮ ﾌｧｰﾚ ｳﾅ ﾃﾞﾇﾝﾁｬ

I want to report an offense.

･･･を紛失しました。 ｵ ﾍﾟﾙｿ ･･･

I have lost my …

･･･を盗まれました。 ﾐ ｱﾉ ﾙﾊﾞｰﾄ ･･･

My … was stolen.

鞄 ｲ ﾐｱｲ ﾎﾞﾙｻ

bag

財布 ﾎﾟﾙﾀﾌｫﾘｵ

wallet

お金 ｲ ﾐｱｲ ｿﾙﾃﾞｨ

money

パスポート ｲﾙ ﾐｵ ﾊﾟｯｻﾎﾟﾙﾃ

passport

クレジットカード ﾗ ﾐｱ ｶﾙﾀ ﾃﾞｨ ｸﾚﾃﾞｨﾄ

credit card

トラベラーズチェック ｲ ﾒｲ ｱｯｾｸﾞﾆ ﾃﾞｨ ｳﾞｨｱｼﾞｮ

T/C

･･･されました。 ｿﾉ ｽﾀｯﾄ/ﾀ･･･

I have been …

暴行 ｱｯｸﾞﾚﾃﾞｨﾄ/ﾀ

assaulted

強盗 ﾃﾞﾙﾊﾞｰﾄ/ﾀ

robbed

大使館と連絡を取りたい。 ｳﾞｫﾚｲ ｺﾝﾀｯﾀｰﾚ ﾗ ﾐｱ ｱﾝﾊﾞｼｱｰﾀ

I want to contact my embassy.

領事館と連絡を取りたい。 ｳﾞｫﾚｲ ｺﾝﾀｯﾀｰﾚ ﾗ ﾐｱ ｺﾝｿﾗｰﾄ

I want to contact my consulate.

保険に入っています。 ｵ ﾗｯｼｸﾗﾂｨｵｰﾈ

I have an insurance.

警察

Police
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最寄りの･･･はどこですか？ ﾄﾞｳﾞｪ ･･･ ﾋﾟｳ ｳﾞｨﾁｰﾉ/ﾅ?

Where is the nearest … ?

病院 ﾛｽﾍﾟﾀﾞｰﾚ

hospital

医者 ｲﾙ ﾒﾃﾞｨｺ

doctor

歯医者 ｲﾙ ﾃﾞﾝﾃｨｽﾀ

dentist

薬局 ﾗ ﾌｧﾙﾏﾁｱ

pharmacist

医者にかかりたい。 ｵ ﾋﾞｿﾞﾆｮ ﾃﾞｨ ｳﾝ ﾒﾃﾞｨｺ

I need a doctor.

女性の医師に診てほしい。 ﾎﾟｯｿ ｳﾞｪﾃﾞｰﾚ ｳﾅ ﾄﾞﾄﾚｯｻ?

Could I see a female doctor?

薬を切らしてしまいました。 ｵ ﾌｨﾆｰﾄ ﾗ ﾐｱ ﾒﾃﾞｨﾁｰﾅ

I have run out of my medication.

具合が悪いです。 ﾐ ｾﾝﾄ ﾏｰﾚ

I am sick.

ここが痛いです。 ﾐ ﾌｧ ﾏﾚ ｸｨ

It hurts here.

･･･があります。 ｵ ･･･

I have a …

咳 ﾗ ﾄｯｾ

cough

痰 ﾏﾙ ﾃﾞｨ ｺﾞｰﾗ

sore throat

熱 ﾗ ﾌｪｯﾌﾞﾚ

fever

頭痛 ﾏﾙ ﾃﾞｨ ﾃｽﾀ

headache

痛み ｳﾝ ﾄﾞﾛｰﾚ

pain

･･･にアレルギーがあります。 ｿﾉ ｱﾚﾙｼﾞｺ/ｶ ･･･

I am allergic to …

病院１

Hospital 1
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頭 ﾃｽﾀ

head

目 ｵｯｷｮ

eye

耳 ｵﾚｯｷｮ

ear

鼻 ﾅｿﾞ

nose

口 ﾎﾞｯｶ

mouth

歯 ﾃﾞﾝﾃｨ

teeth

喉 ｺﾞﾗ

throat

首 ｺﾛ

neck

腕 ﾌﾞﾗｯﾁｮ

arm

手 ﾏﾉ

hand

指 ﾃﾞｨﾄ

finger

足 ｶﾞﾑﾊﾞ

leg

胸 ﾍﾟｯﾄ

chest

背中 ｽｷｴﾅ

back

胃 ｽﾄﾏｺ

stomach

肌 ﾍﾟﾚ

skin

病院２

Hospital 2
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解熱鎮痛剤 ｱﾗｽﾋﾟﾘｰﾅ

aspirin

抗生物質 ｱﾘｪ ｱﾝﾃｨﾋﾞｵﾃｨﾁ

antibiotics

下痢止め ｱﾝﾃｨﾃﾞｲｯｾﾝﾀﾘｺ

diarrhea medicine

緩下剤 ﾗｯｻﾃｨｳﾞｨ

laxatives

睡眠薬 ｿﾝﾆﾌｪﾘ

sleeping tablets

痛み止め ｱﾅﾙｼﾞｬｼﾞｺ

painkillers

包帯 ﾌｧｼｬ

bandage

消毒薬 ｱﾝﾃｨｾﾌﾟﾃｨｺ

antiseptic

コンドーム ﾌﾟﾚｾﾞﾙｳﾞｧﾃｨｳﾞｫ

condoms

経口避妊薬 ｺﾝﾄﾗﾁｪﾃｨｰｳﾞｫ

contraceptive

ぜん息 ｱｽﾏ

asthma

気管支炎 ﾗ ﾌﾞﾛﾝｷｰﾃ

bronchitis

便秘 ﾗ ｽﾃｨﾃｨｹｯｻ

constipation

吐き気 ﾗ ﾅｳｾﾞｱ

nauseous

病院３

Hospital 3


