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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、右側にスワヒリ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、日本語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、スワヒリ語を学習する
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。　

　本書がスワヒリ語の活用と修得の、良きパートナーとなりますように。
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はい。 ﾝﾃﾞｨﾖ

Yes. Ndiyo.

いいえ。 ﾊﾊﾟﾅ

No. Hapana.

お願いします。 ﾀﾌｧﾀﾞｰﾘ

Please. Tafadhali.

ありがとう。 ｱｻﾝﾃ

Thank you. Asante.

どういたしまして。 ｶﾘﾌﾞｰ

You are welcome. Karibu.

すいません。 ｻﾏﾊﾆ

Excuse me. Samahani.

ごめんなさい。 ﾎﾟﾚ

Sorry. Pole.

こんにちは。 ﾊﾊﾞﾘ

Hello. Habari.

やあ。 ｻﾗﾏ

Hi. Salama.

さようなら。 ﾄｩﾀｵﾅｰﾅ

Goodbye. Tutaonana.

･･･さん(男性) ﾌﾞﾜﾅ

Mr … Bwana …

･･･さん(既婚女性) ﾋﾞｰ

Mrs … Bi …

･･･さん(未婚女性) ﾋﾞﾋﾞ

Miss … Bibi …

お元気ですか？ ﾊﾊﾞﾘ?

How are you? Habari?

元気です、あなたは？ ｼｼﾞｬﾝﾎﾞ ﾊﾊﾞﾘ?

Fine. And you? Sijambo.  Harabi?

Greeting & Introduction 1

挨拶・自己紹介１
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あなたのお名前は？ ｼﾞﾅ ﾗｺ ﾅﾆ?

What is your name? Jina lako nani?

私の名前は･･･です。 ｼﾞﾅ ﾗﾝｸﾞ ﾆ …

My name is … Jina langu ni …

お会いできて嬉しいです。 ﾅﾌﾗｲ ｸｸﾌｧﾊﾑ

I am pleased to meet you. Nafurahi kukufahamu.

こちらは私の･･･です。 ﾌｰﾕ ﾆ …

This is my … Huyu ni …

父 ﾊﾞﾊﾞ

father baba

母 ﾏﾏ

mother mama

兄弟 ｶｶ

brother kaka

姉妹 ﾀﾞﾀﾞ

sister dada

夫 ﾑｰﾒ ﾜﾝｸﾞ

husband mume wangu

妻 ﾑｹ ﾜﾝｸﾞ

wife mke wangu

息子 ﾑﾜﾅﾝｸﾞ

son mwanangu

娘 ﾋﾞﾝﾃｨ ﾔﾝｸﾞ

daughter binti yangu

友人 ﾗﾌｨｷ ﾔﾝｸﾞ

friend rafiki yangu

挨拶・自己紹介２

Greeting & Introduction 2
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これが私の･･･です。 ﾋｰ ﾆ … ﾔﾝｸﾞ

Here is my … Hii ni … yangu.

あなたの･･･は？ … ﾔｺ ﾆ ﾆｰﾆ?

What is your … ? … yako ni nini?

住所 ｱﾝﾜﾆ

address anwani

メールアドレス ｱﾝﾜﾆ ﾔ ﾊﾞﾙｱ ﾍﾟﾍﾟ

email address anwani ya barua pepe

携帯番号 ｼﾑ

mobile number simu

電話番号 ｼﾑ

phone number simu

あなたの職業は？ ｳﾅﾌｧﾆｬ ｶｼﾞ ｶﾞｰﾆ?

What is your occupation? Unafanya kazi gani?

私は･･･です。 ﾐｰﾐ ﾆ …

I am a … Mimi ni …

ビジネスマン ﾑﾌｧﾆｬﾋﾞｰｱｼｬｰﾗ

business person mfanyabiashara

学生 ﾑﾜﾅﾌﾝｼﾞ

student mwanafunzi

技術者 ﾑﾜﾅｻﾔﾝｼ

engineer mwanasayansi

芸術家 ﾑｻﾆｰ

artist msanii

どちらから来ましたか？ ｳﾅﾄｶ ﾜﾋﾟ?

Where are you from? Unatoka wapi?

･･･から来ました。 ﾅﾄｰｶ …

I am from … Natoka …

結婚していますか？ ｳﾒｵｱ?/ｳﾒｵﾚｰﾜ?

Are you married? Umeoa?/Umeolewa?

結婚しています。 ﾆﾒｵｱ/ﾆﾒｵﾚﾜ

I am married. Nimeoa./Nimeolewa.

独身です。 ﾐｰﾐ ｼﾅ ﾑﾍﾟﾝｼﾞ

I am single. Mimi sina mpenzi.

挨拶・自己紹介３

Greeting & Introduction 3
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お幾つですか？ ｳﾅ ﾐｱｶ ﾐﾝｶﾞﾋﾟ?

How old are you? Una miaka mingapi?

･･･歳です。 ﾆｰﾅ ﾐｱｶ …

I am … years old. Nina miaka …

･･･ですか？ ｳﾅｼｷｱ …?

Are you … ? Unasikia …？

･･･です。 ﾅｼｷｱ …

I am  … Nasikia …

大丈夫 ｻﾗﾏ

OK salama

疲れる ﾒﾁｮｰｶ

tired mechoka

空腹 ﾝｼﾞｬｰ

hungry njaa

喉が渇く ｷｳ

thirsty kiu

暑い ｼﾞｮｰ^ﾄｰ

hot joto

寒い ﾊﾞﾘｰﾃﾞｨ

cold baridi

天気はどうですか？ ﾊﾘ ﾔ ﾍﾜ ｲｺｰｼﾞｪ?

What is the weather like? Hali ya hewa ikoje?

暑いです ﾆ ｼﾞｮｰﾄｰ

hot Ni joto.

寒いです ﾆ ﾊﾞﾘｰﾃﾞｨ

cold Ni baridi.

雨です ｲｰﾅﾆｴｼｬ ﾑｳﾞｧ

rainy Inanyesha mvua.

春 ﾏｼﾞﾗ ﾔ ｸﾁﾌﾟｱ

spring majira ya kuchipua

夏 ﾏｼﾞﾗ ﾔ ｼﾞｮｰﾄｰ

summer majira ya joto

秋 ｷﾋﾟﾝﾘ ﾁｬ ﾊﾞﾘｰﾃﾞｨ ｷﾄﾞｺﾞ

autumn kipindi cha baridi kidogo

冬 ﾏｼﾞﾗ ﾔ ﾊﾞﾘｰﾃﾞｨ

winter majira ya baridi

Greeting & Introduction 4

挨拶・自己紹介４
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どこ ﾜﾋﾟ

Where wapi

いつ ﾘﾆ

When lini

何 ﾆｰﾆ

What nini

誰 ﾅｰﾆ

Who nani

なぜ ｸﾜ ﾆｰﾆ

why kwa nini

どのように ﾅﾑﾅ

How namna

これは幾らですか？ ﾆ ﾍﾞｲ ｶﾞﾆ?

How much is it? Ni bei gani?

･･･できますか？ ﾆ ｻﾜ …?

Can I … ? Ni sawa …？

入口/出口 ｸｲﾝｷﾞｰｱ/ｺﾄｰｶ

Entrance/Exit Kuingia/Kutoka

開/閉 ﾜｼﾞｰ/ﾔ ｸﾌﾝｶﾞ

Open/Closed Wazi/Ya Kufunga

男性/女性 ﾜﾅｳﾒ/ﾜﾅﾜｹ

Men/Women Wanaume/Wanawake

熱/冷 ｼﾞｮｰﾄｰ/ﾊﾞﾘｰﾃﾞｨ

Hot/Cool Joto/Baridi

禁止 ﾏﾙﾌｸ

Prohibited Marufuku

挨拶・自己紹介５

Greeting & Introduction 5
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0  zero sifuri

1  one moja

2  two mbili

3  three tatu

4  four nne

5  five tano

6  six sita

7  seven saba

8  eight nane

9  nine tisa

10  ten kumi

11  eleven kumi na moja

12  twelve kumi na mbili

13  thirteen kumi na tatu

14  fourteen kumi na nne

15  fifteen kumi na tano

16  sixteen kumi na sita

17  seventeen kumi na saba

18  eighteen kumi na nane

19  nineteen kumi na tisa

20  twenty ishirini

30  thirty thelathini

40  forty arobaini

50  fifty hamsini

60  sixty sitini

70  seventy sabini

80  eighty themanini

90  ninety tisini

100  hundred mia moja

1,000  thousand elfu

数字

Number

ｼﾌﾘ

ﾓｼﾞｬ

ﾑﾋﾞﾘ

ﾀﾄｩ

ﾝﾈ
ﾝﾈ
ﾀﾉ

ｼﾀ

ｻﾊﾞ

ﾅﾈ

ﾃｨｻ

ｸﾐ

ｸﾐ ﾅ ﾓｼﾞｬ

ｸﾐ ﾅ ﾑﾋﾞﾘ

ｸﾐ ﾅ ﾀﾄｩ

ｸﾐ ﾅ ﾝﾈ

ｸﾐ ﾅ ﾀﾉ

ｸﾐ ﾅ ｼﾀ

ｸﾐ ﾅ ｻﾊﾞ

ｸﾐ ﾅ ﾅﾈ

ｸﾐ ﾅ ﾃｨｻ

ｲｼﾘﾆ

ｾﾗｼﾆ

ｱﾛﾊﾞｲﾆ

ﾊﾑｼﾆ

ｼﾃｨﾆ

ｻﾋﾞﾆ

ｾﾏﾆﾆ

ﾃｨｼﾆ

ﾐｱ ﾓｼﾞｬ

ｴﾙﾌ
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何時ですか？ ﾆ ｻｰ ﾝｶﾞﾋﾟ?

What time is it? Ni saa ngapi?

今日は何日ですか？ ﾚｵ ﾆ ﾀﾚﾍ ｶﾞﾆ?

What date is it today? Leo ni tarehe gani?

1月 ﾑｳｪｼﾞ ﾜ ｸﾜﾝｻﾞ

January mwezi wa kwanza

2月 ﾑｳｪｼﾞ ﾜ ﾋﾟﾘ

February mwezi wa pili

3月 ﾑｳｪｼﾞ ﾜ ﾀﾄｩ

March mwezi wa tatu

4月 ﾑｳｪｼﾞ ﾜ ﾝﾈ

April mwezi wa nne

5月 ﾑｳｪｼﾞ ﾜ ﾀﾉ

May mwezi wa tano

6月 ﾑｳｪｼﾞ ﾜ ｼｰﾀ

June mwezi wa sita

7月 ﾑｳｪｼﾞ ﾜ ｻﾊﾞ

July mwezi wa saba

8月 ﾑｳｪｼﾞ ﾜ ﾅﾈ

August mwezi wa nane

9月 ﾑｳｪｼﾞ ﾜ ﾃｨｻ

September mwezi wa tisa

10月 ﾑｳｪｼﾞ ﾜ ｸﾐ

October mwezi wa kumi

11月 ﾑｳｪｼﾞ ﾜ ｸﾐ ﾅ ﾓｼﾞｬ

November mwezi wa kumi na moja

12月 ﾑｳｪｼﾞ ﾜ ｸﾐ ﾅ ﾑﾋﾞﾘ

December mwezi wa kumi na mbili

時間・日付１

Time & Date 1
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月曜日 ｼﾞｭﾏﾀﾄｩ

Monday Jumatatu

火曜日 ｼﾞｭﾏﾝﾈ

Tuesday Jumanne

水曜日 ｼﾞｭﾏﾀﾉ

Wednesday Jumatano

木曜日 ｱﾙﾊﾐｰｼ

Thursday Alhamisi

金曜日 ｲｼﾞｭﾏｰ

Friday Ijumaa

土曜日 ｼﾞｭﾏﾓｰｼ

Saturday Jumamosi

日曜日 ｼﾞｭﾏﾋﾟｰﾘ

Sunday Jumapili

昨日の･･･ ｼﾞｬﾅ …

yesterday … jana …

翌日の･･･ ｹｼｮ …

tomorrow … kesho …

朝 ｱｽﾌﾞﾋ

morning asubuhi

昼 ﾑﾁｬﾅ

afternoon mchana

晩 ｼﾞｵﾆ

evening jioni

昨夜 ｼﾞｬﾅ ｳｼｸ

last night jana usiku

昨･･･ … ｳﾘｵﾋﾟﾀ

last … … uliopita

翌･･･ … ｹｼｮ

next … … kesho

週 ｳｨｷ

week wiki

月 ﾑｳｪｼﾞ

month mwezi

年 ﾑﾜｶ

year mwaka

時間・日付２

Time & Date 2
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英語を話せますか？ ｳﾅｾﾏ ｷﾝｹﾞﾚｰｻﾞ?

Do you speak English? Unasema Kiingereza?

わかりましたか？ ｳﾅｴﾚﾜ?

Do you understand? Unaelewa?

わかりました。 ﾅｴﾚﾜ

I understand. Naelewa.

わかりません。 ｼｴﾚｳｨ

I do not understand. Sielewi.

･･･はどういう意味ですか？ … ｲﾅ ﾏｰﾅ ｶﾞﾆ?

What does … mean?  … ina maana gani?

･･･頂けますか？ ﾀﾌｧﾀﾞﾘ …?

Please … ? Tafadhari …？

繰り返して ｾﾏ ﾃｰﾅ

repeat sema tena

ゆっくり話して ｾﾏ ﾎﾟﾚ ﾎﾟﾚ

speak slowly sema pole pole

書いて ｱﾝﾃﾞｨｶ

write down andika

どのように･･･か？
How do you … ?

発音します ｳﾅﾀﾏｶｼﾞｪ?

pronounce Unatamakaje?

書きます ｳﾅｰﾝﾃﾞｨｶｼﾞｪ …?

write Unaandikaje …？

確認

Confirmation
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トイレはどこですか？ ｳﾞﾖ ｳﾞｨｺ ﾜﾋﾟ?

Where is the toilet? Vyoo viko wapi?

道に迷いました。 ﾆﾒｼﾞﾎﾟﾃｱ

I am lost. Nimejipotea.

医者を呼んで！ ﾑｳｨﾃ ﾀﾞｸﾀﾘ!

Call a doctor! Mwite daktari!

警察を呼んで！ ﾜｲﾃ ﾎﾟﾘｼ!

Call a police! Waite polisi!

助けて頂けませんか？ ｻｲﾃﾞｨｱ ﾀﾌｧﾀﾞｰﾘ?

Could you help me, please? Saidia, tafadhali?

助けて！ ｻｲﾃﾞｨｱ!

Help! Saidia!

止まれ！ ｼﾏﾏ!

Stop! Simama!

離れろ！ ﾄｶ!

Go away! Toka!

泥棒！ ﾑｳｨｼﾞ!

Thief! Mwizi!

火事だ！ ﾓｰﾄ!

Fire! Moto!

私の荷物が･･･ました。 ﾐｼﾞｺﾞ ﾔﾝｸﾞ …

My luggage has been … Mizigo yangu …

破損し ｲﾒﾊﾘﾋﾞﾜ

damaged imeharibiwa

紛失し ｲﾒﾎﾟﾃｱ

lost imepotea

盗まれ ｲﾒｲﾋﾞﾜ

stolen imeibwa

緊急事態

Emergency
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･･･目的です。 ﾐｰﾐ ﾆﾎﾟ …

I am … Mimi nipo …

商用 ｸﾜ ﾋﾞｱｼｬｰﾗ

on business kwa biashara

観光 ｸﾜ ﾘｷｿﾞ

on holiday kwa likizo

･･･滞在します。 ﾆﾎﾟ ｸﾜ …

I am here for … Nipo kwa …

日 ｼｰｸ

days siku

週間 ｳｨｷ

weeks wiki

月 ﾐｴｽﾞｨ

months miezi

･･･に行く予定です。 ﾅｴﾝﾀﾞ …

I am going to … Naenda …

･･･に滞在します。 ﾅｶｰ …

I am staying at … Nakaa …

申告するものはありません。 ｼｰﾅ ﾔ ｸﾀｰｼﾞｬ

I have nothing to declare. Sina ya kutaja.

申告するものがあります。 ﾆﾅｰﾁｮ ｷﾄｩ ﾁｬ ｸﾀｰｼﾞｬ

I have something to declare. Ninacho kitu cha kutaja.

それは私のものです。 ﾋｷ ﾆ ﾁｬﾝｸﾞ

That is mine. Hiki ni changu.

それは私のものではありません。 ﾋｷ ｼ ﾁｬﾝｸﾞ

That is not mine. Hiki si changu.

出入国・税関

immigration & Customs
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ホテルはどこですか？ ﾎﾃﾘ ｲｺ ﾜﾋﾟ?

Where is a hotel? Hoteli iko wapi?

ゲストハウスはどこですか？ ｹﾞｽﾃｨ ｲｺ ﾜﾋﾟ?

Where is a guesthouse? Gesti iko wapi?

どこかお奨めの･･･場所はありますか？ ｳﾅｳｪｻﾞ ｸﾆﾍﾟﾝﾃﾞｨｹｰｻﾞ ﾏﾗｼﾞ …?

Can you recommend somewhere … ? Unaweza kunipendakezea malazi …？

安い ﾗﾋｼ

cheap rahisi

良い ﾝｽﾞﾘ

good nzuri

近い ﾊﾎﾟ ｶﾘﾌﾞｰﾆ

nearby hapo karibuni

部屋の予約をお願いします。 ﾅﾀｶ ｸﾌｧﾆｬ ﾌﾞｷﾝｸﾞ ﾀﾌｧﾀﾞｰﾘ

I would like to book a room. Nataka kufanya buking, tafadhari.

私の名前は･･･です。 ｼﾞﾅ ﾗﾝｸﾞ ﾆ …

My name is … Jina langu ni …

･･･部屋はありますか？ ｸﾅ ﾁｭﾑﾊﾞ ｸﾜ …?

Do you have a … room? Kuna chumba kwa …？

シングル ﾑﾄｩ ﾓｰｼﾞｬ

single mtu mmoja

ダブル ﾜﾄｩ ﾜｳｨﾘ ｷﾀﾝﾀﾞ ｷﾓｰｼﾞｬ

double watu wawil, kitanda kimoja

ツイン ﾜﾄｩ ﾜｳｨﾘ ｳﾞｨﾀﾝﾀﾞ ｳﾞｨｳｨﾘ

twin watu wawili, vitanda viwili

一晩幾らですか？ ﾆ ﾍﾞｲ ｶﾞﾆ ｸﾜ ｼｰｸ?

How much is it per night? Ni bei gani kwa siku?

一人幾らですか？ ﾆ ﾍﾞｲ ｶﾞﾆ ｸﾜ ﾑﾄｩ?

How much is it per person? Ni bei gani kwa mtu?

クレジットカードで支払えますか？ ﾅｳｪｻﾞ ｸﾘﾊﾟ ｸｳｪﾆｬ ｶﾃﾞｨ ﾔ ﾍﾞﾝｷ?

Can I pay by credit card? Naweza kulipa kwenye kadi ya benki?

見せてもらえますか？ ﾅｵﾑﾊﾞ ﾆｵﾈ ﾁｭﾑﾊﾞ?

Can I see it? Naomba nione chumba?

ホテル・宿泊１

Hotel & Accommodation 1
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部屋の鍵をもらえますか？ ﾅｵﾑﾊﾞ ｳﾌﾝｸﾞｵ ﾜﾝｸﾞ ﾀﾌｧﾀﾞｰﾘ

Could I have my room key? Naomba ufunguo wangu, tafadhali.

朝食はいつですか？ ﾁｬｲ ﾔ ｱｽﾌﾞｰｲ ｲﾅﾊﾟﾃｨｶﾅ ﾘｰﾆ?

When is breakfast served? Chai ya asubuhi inapatikana lini?

朝食はどこですか？ ﾁｬｲ ﾔ ｱｽﾌﾞｰｲ ｲﾅﾊﾟﾃｨｶﾅ ﾜﾋﾟ?

Where is breakfast served? Chai ya asubuhi inapatikana wapi?

･･･時に起こしてください。 ﾀﾌｧﾀﾞｰﾘ ﾆｱﾑｼｪ ｻｰ …

Please wake me up at … Tafadhali niamshe saa …

･･･過ぎます。 … ﾑﾉ

It is too … … mno.

高 ﾆ ｶﾞｰﾘ

expensive Ni ghali

うるさ ｸﾅ ｹﾚﾚ

noisy Kuna kelele

小さ ﾆ ﾝﾄﾞｺﾞ

small Ni ndogo

･･･が壊れています。 … ﾊｲﾌｧﾆ ｶｽﾞｨ

The … does not works. … haifanyi kazi.

エアコン ｴｰｼｰ

air conditioner A/C

扇風機 ﾌｪﾆ

fan Feni

トイレ ﾁｮｰ

toilet Choo

･･･が汚れています。 … ﾋｲ ｼ ｻﾌｨ

The … is not clean. ･･･ hii si safi.

シーツ ｼｭｰｶ

sheet Shuka

タオル ﾀｳﾛ

towel Taulo

枕 ﾑﾄｰ

pillow Mto

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？ ﾑﾀﾞ ﾜ ｸｱﾁｱ ﾁｭﾑﾊﾞ ﾆ ｻｰ ﾝｶﾞﾋﾟ?

What time is checkout? Muda wa kuachia chumba ni saa ngapi?

荷物を置いてもよいですか？ ﾅｳｪｻﾞ ｸｱﾁｬ ﾐｼﾞｺﾞ ﾔﾝｸﾞ ﾊﾊﾟ?

Can I leave my luggage here? Naweza kuacha mizigo yangu hapa?

･･･を返してください。 ﾅｵﾑﾊﾞ … ﾔﾝｸﾞ

Please return my … Naomba … yangu.

デポジット ﾏｳｪｺ

deposit maweko

パスポート ﾊﾟｼﾎﾟﾃｨ

passport pasipoti

貴重品 ｳﾞｨﾄｩ ｳﾞﾔ ｻﾏﾆ

valuables vitu vya thamani

石鹸 ｻﾌﾞﾆ

soap sabuni

歯ブラシ ﾑｽﾜｷ

toothbrush msuwaki

歯磨き粉 ﾀﾞﾜ ﾗ ﾒﾉ

toothpaste dawa la meno

シャンプー ｼｬﾑﾌﾟｰ

shampoo shampuu

トイレットペーパー ｶﾗﾀｼ ﾔ ﾁｮｰ

toilet paper karatasi ya choo

髭剃り ｳｪﾑﾍﾞ

razor blades wembe

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？ ｳﾅｳｪｻﾞ ｸﾍﾟﾝﾃﾞｹｰｻﾞ ﾎﾃﾘ ｸｰﾗ?

Can you recommend a restaurant? Unaweza kupendekeza hoteli kula?

･･･をお願いします。 ﾅﾀｶ …

I would like… , please. Nataka …

･･･人テーブル ﾒｻﾞ ｸﾜ ﾜﾄｩ …

table for … meza kwa watu …

禁煙席 ｴﾈｵ ｱﾑﾊﾞﾛ ﾊｸﾅ ｼｶﾞﾗ

nonsmoking area eneo ambalo hakuna sigara

メニュー ﾒﾆｭｰ

menu menyu

飲み物リスト ｵﾛｰﾊ ﾔ ｳﾞｨﾆﾜｰｼﾞ

drink list orodha ya vinywaji

その皿 ﾁｬｸﾗ ﾋﾁｭｰ

that dish chakula hicho

会計 ﾋﾞﾙ

bill bill

朝食 ﾁｬｲ ﾔ ｱｽﾌﾞｰｲ

breakfast chai ya asubuhi

昼食 ﾁｬｸﾗ ﾁｬ ﾑﾁｬﾅ

lunch chakula cha mchana

夕食 ﾁｬｸﾗ ﾁｬ ｼﾞｵｰﾆ

dinner chakula cha jioni

軽食 ｸﾑﾌﾞｳｪ

snack kumbwe

ミネラル・ウォーター ﾏｼﾞ ﾔ ﾏﾃﾞｨｰﾆ

mineral water maji ya madini

コーヒー ｶﾊｰﾜ

coffee kahawa

紅茶 ﾁｬｲ

tea chai

ソフトドリンク ｿｰﾀﾞ

soft drink soda

ビール ﾋﾞｱ

beer bia

ワイン ﾑｳﾞｨﾆｮ

wine mvinyo

レストラン・食事１

Restaurant & Eating 1
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何がお奨めですか？ ﾁｬｸﾗ ｶﾞﾆ ﾆ ｷｽﾞｰﾘ?

What would you recommend? Chakula gani ni kizuri?

何にしますか？ ｳﾅﾀｶ ﾆｰﾆ?

What would you like? Unataka nini?

私は･･･にします。 ﾆﾍﾟ …

I will have … Nipe …

ヴェジタリアンフードはありますか？ ﾑﾅ ﾁｬｸﾗ ﾋﾞﾗ ﾆｬﾏ?

Do you have vegetarian food? Mna chakula bila nyama?

･･･を抜いてもらえますか？ ｳﾅｳｪｻﾞ ｸｱﾝﾀﾞｰ ﾑﾛ ﾋﾞﾗ …?

Could you prepare a meal without …? Unaweza kuandaa mlo bila …？

私は･･･のアレルギーです。 ﾆﾅ ﾑｽﾞｨｵ ﾜ …

I am allergic to … Nina mzio wa …

バター ｼｱｷﾞ

butter siagi

玉子 ﾏﾔｲ

eggs mayai

魚 ｻﾏｷ

fish samaki

肉 ﾝﾔﾏ

meat nyama

乾杯！ ﾍﾘ!

Cheers! Heri!

これは何ですか？ ﾋﾁｮ ﾆ ﾆﾆ?

What is that? Hicho ni nini?

幾らですか？ ﾆ ﾍﾞｲ ｶﾞﾆ?

How much is it? Ni bei gani?

十分です。 ﾊﾞｽ

Enough. Bas.

もう少し。 ｵﾝｹﾞｻﾞ ｷﾄﾞｰｺﾞ

A bit more. Ongeza kidogo.

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？ ﾆﾇﾇｰｴ ﾃｨｹﾃｨ ﾜﾋﾟ?

Where can I buy a ticket? Ninunue tiketi wapi?

予約が必要ですか？ ﾆ ﾗｽﾞｨﾏ ﾆﾌｧﾆｪ ﾌﾞｷﾝｸﾞ?

Do I need a book? Ni lazima nifanye buking?

･･･行きのチケットを一枚ください。 ﾃｨｹﾞﾃｨ ﾓｼﾞｬ ﾔ ｸｳｪﾝﾀﾞ ﾄｩ

One ticket to … , please. Tiketi moja ya kwenda tu.

この切符を･･･してください。 ﾅﾀｶ … ﾃｨｹﾃｨ ﾔﾝｸﾞ ﾀﾌｧﾀﾞｰﾘ

I would like to … my ticket. Nataka … tiketi yangu tafadhali.

キャンセル ｸﾌﾀ

cancel kufuta

変更 ｸﾊﾞﾃﾞｨﾘｼｬ

change kubadilisha

確認 ｸﾊｷｷｼｬ

confirm kuhakikisha

禁煙席をお願いします。 ﾅﾀｶ ｷﾃｨ ﾁｬ ｸﾄｳﾞﾀ ｼｶﾞﾗ

Nonsmoking seat, please. Nataka kiti cha kutovuta sigura.

喫煙席をお願いします。 ﾅﾀｶ ｷﾃｨ ﾁｬ ｸｳﾞﾀ ｼｶﾞﾗ

Smoking seat, please. Nataka kiti cha kuvuta sigura.

幾らですか？ ﾆ ﾍﾞｲ ｶﾞﾆ?

How much is it? Ni bei gani?

どれくらい時間が掛かりますか？ ｻﾌｧﾘ ﾌﾁｭｸｱ ﾑﾀﾞ ｶﾞﾆ?

How long does the trip take? Safari huchukua muda gani?

直行便ですか？ ﾝｼﾞｱ ﾆ ﾓｼﾞｬ ｸﾜ ﾓｼﾞｬ?

Is it a direct route? Njia ni moja kwa moja?

エアコンは付いていますか？ ｸﾅ ｴｰｼｰ?

Is there air conditioning? Kuna A/C?

トイレは付いていますか？ ｸﾅ ﾁｮｰ?

Is there toilet? Kuna choo?

私の荷物が･･･ました。 ﾐｼﾞｺﾞ ﾔﾝｸﾞ …

My luggage has been … Mizigo yangu …

破損し ｲﾒﾊﾘﾋﾞﾜ

damaged imeharibiwa

紛失し ｲﾒﾎﾟﾃｱ

lost imepotea

盗まれ ｲﾒｲﾋﾞﾜ

stolen imeibwa

移動・交通１

Transport 1
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･･･はどこですか？ ﾝﾃﾞｹﾞ … ﾜﾋﾟ?

Where is the … ? Ndege … wapi?

到着ゲート ｲﾀﾌｨｶ

arrivals gate itafika

出発ゲート ｲﾀｵﾝﾄﾞｶ

departure gate itaondoka

この･･･は(　　　)行きですか？ ﾋｲ ﾆ … ｸｳｪﾝﾀﾞ(         )?

Is this … to (      ) ? Hii ni … kwenda (         )?

列車 ﾄﾚﾆ

train treni

バス ﾊﾞｼ

bus basi

飛行機 ﾝﾃﾞｹﾞ

plane ndege

船 ﾎﾞﾃｨ

boat boti

･･･のバスはいつですか？ ﾊﾞｼ … ｲﾀｵﾝﾄﾞｶ ﾘｰﾆ?

When the … bus? Basi … itaondoka lini?

始発 ﾔ ｸﾜﾝｻﾞ

first ya kwanza

最終 ﾔ ﾑｳｨｼｮｰ

last ya mwisho

次 ｲｼﾞｬﾖ

next ijayo

出発時間はいつですか？ ｲﾀｵﾝﾄﾞｶ ｻｰ ﾝｶﾞﾋﾟ?

What time does it leave? Itaondoka saa ngapi?

これは何駅ですか？ ﾋｷ ﾆ ｽﾃｼｪﾆ ｶﾞﾆ?

What station is this? Hiki ni stesheni gani?

･･･には停まりますか？ ｲﾀｼﾏﾏ … ?

Does it stop at …? Itasimama …?

ここにどれくらい停まりますか？ ﾂﾀｶｰ ﾊﾊﾟ ｸﾜ ﾑﾀﾞ ｶﾞﾆ?

How long do we stop here? Tutakaa hapa kwa muda gani?

この座席は空いていますか？ ｸﾅ ﾅﾌｧｼ ﾊﾊﾟ?

Is this seat available? Kuna nafasi hapa?

移動・交通２

Transport 2
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■タクシーで･･･

･･･まで幾らですか？ ﾆ ﾊﾞｲ ｶﾞﾆ ｸｳｪﾝﾀﾞ …?

How much is it to … ? Ni bei gani kwenda …?

メーターを使ってください。 ﾄｩﾐｱ ﾐﾀ ﾔ ｸﾋﾟﾏ ﾅｳﾘ

Please put the meter on. Tumia mita ya kupima nauli.

この住所まで行ってください。 ﾀﾌｧﾀﾞｰﾘ ﾆｴﾝﾃﾞｼｪ ﾑﾊﾟｶ ｱﾝﾜﾆﾋｲ

Please take me to this address. Tafadhali niendeshe mpaka anwanihii.

スピードを落としてください。 ﾀﾌｧﾀﾞｰﾘ ｴﾝﾃﾞｼｬ ﾎﾟﾚﾎﾟﾚ

Please slow down. Tafadhali endesha polepole.

ここで停まってください。 ﾀﾌｧﾀﾞｰﾘ ｼﾏﾏ ﾊﾊﾟ

Please stop here. Tafadhali simama hapa.

ここで待っていてください。 ﾀﾌｧﾀﾞｰﾘ ｽﾋﾞﾘ ﾊﾊﾟ

Please wait here. Tafadhali subiri hapa.

■街角で･･･

この道は･･･行きですか？ ﾋｲ ﾆ ﾊﾞﾗﾊﾞﾗ ｸｳｪﾝﾀﾞ …?

Is this the road to …? Hii ni barabara kwenda …?

地図で示していただけますか？ ｳﾅｳｪｻﾞ ｸﾆｵﾆｪｼｬ ｶﾃｨｶﾗﾏﾆ?

Can you show me on the map? Unaweza kunionyesha katikaramani?

住所はどこですか？ ｱﾝﾜﾆ ﾆ ﾆｰﾆ?

What is the address? Anwani ni nini?

距離はどれくらいですか？ ﾆ ｳﾑﾊﾞﾘ ｶﾞﾆ?

How far is it? Ni umbali gani?

どうやって行くのですか？ ﾆﾌｨｹｼﾞｪ?

How do I get there? Nifikaje?

東 ﾏｼｬﾘｷ

east mashariki

西 ﾏｶﾞﾘﾋﾞ

west magharibi

南 ｸｼｰﾆ

south kusini

北 ｶｽｶｽﾞｨｰﾆ

north kaskazini

移動・交通３

Transport 3
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･･･です。 ｲｺ …

It is … Iko …

ここ ﾊﾊﾟ

here hapa

あそこ ﾊﾎﾟ

there hapo

近い ｶﾘﾌﾞ

near karibu

遠い ﾑﾊﾞﾘ

far mbali

･･･の前 ﾑﾍﾞﾚ ﾔ …

in front of… mbele ya …

･･･の後 ﾝﾕﾏ ﾔ …

behind… nyuma ya …

･･･の隣り ｼﾞﾗﾆ ﾔ …

next to… jirani ya …

･･･の反対 ﾝｶﾞﾑﾎﾞ ﾔ …

opposite… ngambo ya …

･･･に曲がって ｹﾞｳｻﾞ …

Turn… Geuza …

右 ｸﾘｱ

right kulia

左 ｸｼｮｰﾄ

left kushoto

･･･で ｸﾜ …

By… kwa …

バス ﾊﾞｼ

bus basi

電車 ﾄﾚﾆ

train treni

タクシー ﾃｸｼ

taxi teksi

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？ ｲﾝﾀﾈｯﾄ ｶﾌｪ ｲｺ ﾜﾋﾟ?

Where is the local internet cafe? Intanet Kafe iko wapi?

一時間で幾らですか？ ﾆ ﾍﾞｲ ｶﾞﾆ ｸﾜ ｻｰ?

How much is it per hour? Ni bei gani kwa saa?

･･･したい。 ﾅﾀｶ …

I would like to… Nataka …

メールの確認 ｸｿﾏ ﾊﾞﾙｱ ﾍﾟﾍﾟ ﾔﾝｸﾞ

check my email kusoma barua pepe yangu

インターネットに接続 ｸﾄｩﾐｱ ｲﾝﾀﾈｯﾃｨ

get internet access kutumia intaneti

プリンタを使用 ｸﾄｩﾐｱ ﾌﾟﾘﾝﾀ

use a printer kutumia printa

スキャナを使用 ｸﾄｩﾐｱ ｽｶﾅ

use a scanner kutumia skana

携帯電話をレンタルしてください。 ﾅﾀｶ ｸｺﾃﾞｨｼｬ ｼﾑ ﾔ ﾑｺﾉﾆ

I would like a mobile phone for hire. Nataka kukodisha simu ya mkononi.

SIMカードをください。 ﾅﾀｶ ｶﾃﾞｨ ﾔ ｼﾑ

I would like a SIM card. Nataka kadi ya sim.

料金はいくらですか？ ﾆ ﾍﾞｲ ｶﾞﾆ?

What are the rate? Ni bei gani?

あなたの電話番号は？ ﾆﾍﾟ ｼﾑ ﾔｺ?

What is your phone number? Nipe simu yako?

番号は･･･です。 ﾅﾑﾊﾞ ﾆ …

The number is … Namba ni …

最寄りの公衆電話はどこですか？ ｸﾅ ｼﾑ ﾔｶﾃﾞｨ ﾜﾋﾟ ｼﾞﾗﾆ?

Where is the nearest public phone? Kuna simu ya kadi wapi jirani?

テレフォンカードをください。 ﾅﾀｶ ｸﾇﾑｱ ｶﾃﾞｨ ﾔ ｼﾑ

I would like to buy a phone card. Nataka kununua kadi ya simu.

･･･に電話したい。 ﾅﾀｶ ｸﾋﾟｶﾞ ｼﾑ …

I want to call … Nataka kupiga simu …

一分で幾らですか？ ｸﾋﾟｶﾞ ｼﾑ ｸﾜ ﾀﾞｷｶ?

How much is it per minute? Kupiga simu kwa dakika?

インターネット・通信

Internet & Communication
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･･･はどこですか？ … ｲｺ ﾜﾋﾟ?

Where is a/an…? … iko wapi?

自動支払機 ﾏｼﾆｱ ﾔ ｸﾄﾚｱ ﾍﾟｻ

ATM Mashine ya kutolea pesa

外貨両替所 ﾌｫﾚｸｽ

foreign exchange Foreks

銀行はいつ開きますか？ ﾍﾞﾝｷ ｲﾅﾌﾝｸﾞｱ ｻｰ ﾝｶﾞﾋﾟ?

What time does the bank open? Benki inafungua saa ngapi?

･･･したい。 ﾅﾀｶ …?

I would like to … Nataka …

･･･はどこでできますか？ … ｲｺ ﾜﾋﾟ?

Where can I … ? … iko wapi?

現金の両替 ｸﾊﾞﾃﾞｨﾘｼｬ ﾍﾗ

change money kubadilisha hela

トラベラーズチェックの両替 ｸﾊﾞﾃﾞｨﾘｼｬ ﾌﾝﾃﾞｨ ﾔ ﾑｻﾌｨﾘ

change T/C kubadilisha hundi ya msafiri

現金引出し ｸｵﾝﾄﾞｱ ﾍﾗ

withdraw money kuondoa hela

振込手続き ｸﾊｳｨﾘｼｬ ﾍﾗ

arrange a transfer kuhawilisha hela

･･･は幾らですか？ … ﾆ ﾆｰﾆ?

What is the … ? … ni nini?

両替レート ｷﾜﾝｺﾞ ﾁｬ ｸﾊﾞﾃﾞｨﾘｼｬ ﾍﾗ

exchange rate Kiwango cha kubadilisha hela

手数料 ｶﾞﾗﾏ ﾔｹ

charge for that Gharama yake

私宛にお金は届いていますか？ ｼﾞｪ ﾍﾗ ﾔﾝｸﾞ ｲﾒｼｬﾌｨｶ?

Has my money arrived? Je, hela yangu imeshafika?

Bank

銀行
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･･･を送りたい。 ﾅﾀｶ ｸﾍﾟﾚｶ …?

I want to send a … Nataka kupeleka …？

絵葉書 ﾎﾟｽﾃｶﾃﾞｨ

postcard postkadi

手紙 ﾊﾞﾙｱ

letter barua

小包 ｷﾌﾙｼ

parcel kifurushi

ファックス ﾌｧｸｼ

fax faksi

船便 ｸﾜ ﾒｲﾙ

sea mail kwa meil

特急便 ｲｸｽﾌﾟﾚｽ

express mail ekspres

･･･を買いたい。 ﾅﾀｶ ｸﾇﾇｱ …

I want to buy a … Nataka kununua …

封筒 ﾊﾞﾊｼｬ

envelope bahasha

切手 ｽﾃﾑﾌﾟ

stamp stempu

･･･宛に航空便で送ってください。 ﾍﾟﾚｶ ｸｱ ﾝﾃﾞｹﾞ ｸｳｪﾝﾀﾞ …

Please send it by airmail to … Peleka kwa ndege kwenda …

私宛に郵便は届いていますか？ ｸﾅ ﾊﾞﾙｱ ｿﾞｿﾞﾃ ｻﾞﾝｸﾞ?

Is there any mail for me? Kuna barua zozote zangu?

郵便局

Post office
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･･･はどこですか？ … ｲｺ ﾜﾋﾟ?

Where is a … ? … iko wapi?

銀行 ﾍﾞﾝｷ

bank Benki

スーパーマーケット ﾄﾞｩｶ ｸﾌﾞﾜ

supermarket Duka kubwa 

デパート ﾄﾞｩｶ ﾚﾆｪ ｳﾞｨﾄｩ ｳﾞｨﾝｷﾞ

department store Duka lenye vitu vingi

書店 ﾄﾞｩｶ ﾗ ｳﾞｨﾀﾌﾞ

book store Duka la vitabu

･･･はどこで買えますか？ ﾅｳｪｻﾞ ｸﾇﾇｱ … ﾜﾋﾟ?

Where can I buy … ? Naweza kununua … wapi?

･･･を買いたい。 ﾅﾀﾌﾀ …

I would like to buy … Natafuta …

他にはありませんか？ ｸﾅ ﾆﾝｷﾞﾈ?

Do you have any others? Kuna nyingine?

保証は付きますか？ ｸﾅ ﾀﾞﾏｰﾅ?

Does it have a guarantee? Kuna dhamana?

不良品です。 ﾊｲﾌｧﾆ ｶｽﾞｨ

It is faulty. Haifanyi kazi.

･･･をお願いします。 ﾅﾀｶ … ﾀﾌｧﾀﾞｰﾘ

I would like … , please. Nataka … , tafadhali.

返金 ｳﾆﾙﾘｼｴ ﾍﾗ

to refund unirudishie hela

返品 ｸﾙﾃﾞｨｼｬ ｸﾄｩ ﾋｷ

to return kurudisha kitu hiki

袋 ﾑﾌｺ

a bag mfuko

買物１

Shopping 1
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試着していいですか？ ｼﾞｪ ﾅｳｪﾝｻﾞ ｸｼﾞｬﾘﾌﾞ ｸｳﾞｧｱ?

Can I try it on? Je, nawenza kujaribu kuvaa?

サイズが合いません。 ﾊｲﾌｧｲ

It does not fit. Haifai.

小 ﾝﾄﾞｺﾞ

small ndogo

中 ﾜｽﾀﾆ

medium wastani

大 ｸﾌﾞﾜ

large kubwa

幾らですか？ ﾆ ﾍﾞｲ ｶﾞﾆ?

How much is it? Ni bei gani?

値段を書いてもらえますか？ ｱﾝﾃﾞｨｶ ﾍﾞｲ?

Can you write down the price? Andika bei?

高すぎます。 ﾆ ｶﾞﾘ ﾑﾉ

That is too expensive. Ni ghali mno.

勘定に間違いがあります。 ｸﾅ ｺｻ ｸｳｪﾆ ﾋﾞﾙ

There is mistake in the bill. Kuna kosa kwenye bill.

･･･で支払えますか？ ﾑﾅｸﾊﾞﾘ …?

Do you accept … ? Mnakubali …？

クレジットカード ｶﾃﾞｨ ﾔ ﾍﾞﾝｷ

credit card kadi ya benki

キャッシュカード ｶﾃﾞｨ ﾔ ﾍﾞﾝｷ

debit card kadi ya benki

トラベラーズチェック ﾌﾝﾃﾞｨ ﾔ ﾑｻﾌｨﾘ

T/C hundi ya msafiri

･･･をください。 ﾅﾀｶ … ﾀﾌｧﾀﾞｰﾘ

I would like … , please. Nataka … , tafadhali.

お釣り ﾁｪﾝｼﾞ ﾔﾝｸﾞ

my change chenji yangu

領収書 ﾘｼﾃｨ

receipt risiti

買物２

Shopping 2
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･･･は好きですか？ ｳﾅﾍﾟﾝﾀﾞ …?

Do you like …? Unapenda …?

･･･が好きです。 ﾆﾅﾍﾟﾝﾀﾞ …?

I like … Ninapenda …?

芸術 ｻﾅｱ

art sanaa

スポーツ ﾐﾁｪｿﾞ

sports michezo

ダンス ｸﾁｪｻﾞ ﾃﾞﾝｼ

dance kucheza densi

映画 ﾌｨﾗﾑ

movies filamu

旅行 ｸｻﾌｨﾘ

travel kusafiri

料理 ｸﾋﾟﾀ

cooking kupita

読書 ｸｿﾏ

reading kusoma

･･･はどこですか？ … ｲｺ ﾜﾋﾟ?

Where can I find … ? … iko wapi?

クラブ ｸﾗﾋﾞ ﾔ ｳｼｸ

clubs Klabu ya usiku

パブ ﾊﾞｰ

pubs Baa

カフェ ﾑｶﾞﾊﾜ

cafe mgahawa

･･･に行きたい。 ﾅﾀｶ ｸｳｪﾝﾀﾞ …

I feel like going to … Nataka kwenda …

パーティ ｸｳｪﾆｪ ｼｪﾚﾈ

party kwenye sherehe

コンサート ｸｼｷﾘｻﾞ ﾑｼﾞｷ

concert kusikiliza muziki

映画 ｸｳｪﾆｪ ﾌｨﾗﾑ

movie kwenye filamu

舞台 ｸｳｪﾆｪ ｳｸﾑﾋﾞ ﾜ ﾏｵﾆｪｼｮｰ

stage kwenye ukumbi wa maonyesho

博物館 ｸｳｪﾆｪ ｳｸﾑﾋﾞ ﾜ ﾏｸﾑﾌﾞｼｮｰ

museum kwenye ukumbi wa makumbusho

観光１

Sightseeing 1
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開館は何時ですか？ ｲﾅﾌﾝｸﾞｱ ｻｰ ﾝｶﾞﾋﾟ?

What time does it open? Inafungua saa ngapi?

閉館は何時ですか？ ｲﾅﾌﾝｶﾞ ｻｰ ﾝｶﾞﾋﾟ?

What time does it close? Inafunga saa ngapi?

入場料は幾らですか？ ﾆ ﾍﾞｲ ｶﾞﾆ ｸｲﾝｷﾞｱ?

What is the admission charge? Ni bei gani kuingia?

･･･割引はありますか？ ｸﾅ ｳﾌﾟﾝｸﾞﾌ ﾜ ﾍﾞｲ ｸﾜ …?

Is there discount for … ? Kuna upungufu wa bei kwa …？

学生 ﾜﾅﾌﾝｼﾞ

students wanafunzi

子供 ﾜﾄﾄ

children watoto

･･･が欲しい。 ﾅﾀｶ …

I would like to … Nataka …

ガイド ｷｵﾝｺﾞｼﾞ

guide kiongozi

地図 ﾗﾏﾆ

map ramani

カタログ ｷﾀﾌﾞ ﾁｬ ｸｵﾝｺﾞｻﾞ

catalogue kitabu cha kuongoza

･･･を観たい。 ﾅﾀｶ ｸｵﾅ …

I would like to see … Nataka kuona …

あれは何ですか？ ﾆﾖ ﾆ ﾆｰﾆ?

What is that? Hiyo ni nini?

写真を撮ってもいいですか？ ﾆ ｻﾜ ﾆｷﾋﾟｶﾞ ﾋﾟﾁｬ?

Can we take photos? Ni sawa nikipiga picha?

観光２

Sightseeing 2
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次のツアーはいつですか？ ｻﾌｧﾘ ｲｼﾞｬﾖ ｲﾀｸﾜ ﾘｰﾆ?

When is the next tour? Safari ijayo itakuwa lini?

･･･は含まれていますか？ ｲﾅｼﾞﾝｷﾞﾃｨｱ …?

Is … included? Inazingatia …？

入場料 ﾍﾞｲ ﾔ ｸｲﾝｷﾞｱ

admission bei ya kuingia

交通費 ｳｻﾌｨﾘ

transport usafiri

食費 ﾁｬｸﾗ

food chakula

宿泊費 ﾏﾗｽﾞｨ

accommodation malazi

ツアーはどれくらいの長さですか？ ｻﾌｧﾘ ｲﾀﾁｭｸｱ ﾑﾀﾞ ｶﾞﾆ?

How long is the tour? Safari itachukua muda gani?

何時ごろ戻りますか？ ﾄｩﾙﾃﾞｨ ｻｰ ﾝｶﾞﾋﾟ?

What time should we be back? Turudi saa ngapi?

観光３

Sightseeing 3
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警察署はどこですか？ ｷﾄｩｵ ﾁｬ ﾎﾟﾘｼ ｷｺ ﾜﾋﾟ?

Where is the police station? Kituo cha polisi kiko wapi?

被害届を出したい。 ﾅﾀｶ ｸﾄｩｱ ﾀｰﾘﾌｧ ﾔ ｼﾞﾅｲ

I want to report an offense. Nataka kutoa taarifa ya jinai.

･･･を紛失しました。 ﾆﾘﾎﾟﾃｻﾞ …

I have lost my … Nilipoteza …

･･･を盗まれました。 … ｲﾘｲﾌﾞﾜ

My … was stolen. … iliibwa.

鞄 ﾐｼﾞｺﾞ ﾔﾝｸﾞ

bag mizigo yangu

財布 ﾎﾟﾁ ﾔﾝｸﾞ

wallet pochi yangu

お金 ﾍﾟｻ ﾔﾝｸﾞ

money pesa yangu

パスポート ﾊﾟｽﾎﾟﾃｨ ﾔﾝｸﾞ

passport pasipoti yangu

クレジットカード ｶﾃﾞｨ ﾔ ﾍﾞﾝｷ

credit card kadi ya benki

トラベラーズチェック ﾌﾝﾃﾞｨ ﾔ ﾑｻﾌｨﾘ

T/C hundi ya msafiri

･･･されました。
I have been …

暴行 ﾆﾘｼｬﾑﾌﾞﾘﾜ

assaulted Nilishambuliwa.

強盗 ﾆﾘｲﾋﾞﾜ

robbed Niliibiwa.

大使館と連絡を取りたい。 ﾅﾀｶ ｸﾜｼﾘｱﾅ ﾅ ｳﾊﾞﾛｼﾞ ﾜﾝｸﾞ

I want to contact my embassy. Nataka kuwasiliana na ubalozi wangu.

領事館と連絡を取りたい。 ﾅﾀｶ ｸﾜｼﾘｱﾅ ﾅ ｳﾊﾞﾛｼﾞ ﾜﾝｸﾞ

I want to contact my consulate. Nataka kuwasiliana na ubalozi wangu.

保険に入っています。 ﾆﾅ ﾋﾞﾏ

I have an insurance. Nina bima.

警察

Police



32

最寄りの･･･はどこですか？ … ﾊﾎﾟ ｶﾘﾌﾞﾆ ｲｺ ﾜﾋﾟ?

Where is the nearest … ? … hapo karibuni iko wapi?

病院 ﾎｽﾋﾟﾀﾘ

hospital Hospitali

医者 ﾀﾞｸﾀﾘ

doctor Daktari

歯医者 ﾀﾞｸﾀﾘ ﾜ ﾒﾉ

dentist Daktari wa meno

薬局 ﾄﾞｩｶ ﾗ ﾏﾀﾞﾜ

pharmacist Duka la madawa

医者にかかりたい。 ﾅﾋﾀｼﾞ ﾀﾞｸﾀﾘ

I need a doctor. Nahitaji daktari.

女性の医師に診てほしい。 ｲﾅｳｪｾﾞｶﾅ ﾆｵﾉｴ ﾀﾞｸﾀﾘ ﾑﾜﾅﾑｹ?

Could I see a female doctor? Inawezekana nione daktari mwanamke?

薬を切らしてしまいました。 ﾀﾞﾜ ﾗﾝｸﾞ ﾘﾒｸｳｨｼｬ

I have run out of my medication. Dawa langu limekwisha.

具合が悪いです。 ﾐﾐ ﾆ ﾑｺﾞﾝｼﾞﾜ

I am sick. Mimi ni mgonjwa.

ここが痛いです。 ｲﾅｳﾏ ﾊﾊﾟ

It hurts here. Inauma hapa.

･･･があります。 ﾆﾅ …

I have a … Nina …

咳 ｷｺﾎｽﾞｨ

cough kikohozi

痰 ｺｰ ﾚﾆｪ ﾏｳﾐｳﾞ

sore throat koo lenye maumivu

熱 ﾎﾏ

fever homa

頭痛 ﾏｳﾐｳﾞ ﾔ ｷﾁｭﾜ

headache maumivu ya kichwa

痛み ﾏｳﾐｳﾞ

pain maumivu

･･･にアレルギーがあります。 ﾆﾅ ﾑｽﾞｨｵ ﾜ …

I am allergic to … Nina mzio wa …

病院１

Hospital 1
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頭 ｷﾁｭﾜ

head kichwa

目 ｼﾞﾁｮ

eye jicho

耳 ｼｷｵ

ear sikio

鼻 ﾌﾟｱ

nose pua

口 ﾑﾄﾞﾓ

mouth mdomo

歯 ﾒﾉ

teeth meno

喉 ｺｰ

throat koo

首 ｼﾝｺﾞ

neck shingo

腕 ﾑｺﾉ

arm mkono

手 ﾑｺﾉ

hand mkono

指 ｷﾄﾞﾚ

finger kidole

足 ﾑｸﾞｰ

leg mguu

胸 ｸﾌｱ

chest kifua

背中 ﾑｺﾞﾝｺﾞ

back mgongo

胃 ﾄｩﾑﾎﾞ

stomach tumbo

肌 ﾝｺﾞｽﾞｨ

skin ngozi

病院２

Hospital 2
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解熱鎮痛剤 ｱｽﾋﾟﾘﾆ

aspirin aspirini

抗生物質 ｳﾞｨｳｱｳﾞｨｼﾞｬｽﾑ

antibiotics viuavijasumu

下痢止め ﾀﾞﾜ ﾔ ｸｴﾝﾃﾞｼｬ

diarrhea medicine dawa ya kuendesha

緩下剤 ﾀﾞﾜ ﾗ ｸｴﾝﾃﾞｼｬ

laxatives dawa la kuendesha

睡眠薬 ｳﾞｨﾄﾞﾝｹﾞ ｳﾞﾔ ｳｼﾝｷﾞｽﾞｨ

sleeping tablets vidonge vya usingizi

痛み止め ｳﾞｨｵﾝﾄﾞｱ ﾏｳﾐｳﾞ

painkillers viondoa maumivu

包帯 ﾌﾟﾗｽﾀ

bandage plasta

消毒薬 ﾀﾞﾜ ﾔ ｸｻﾌｨｼｬ ｼﾞｪﾗﾊ

antiseptic dawa ya kusafisha jeraha

コンドーム ｺﾝﾄﾞﾑ

condoms kondom

経口避妊薬 ｷﾝｶﾞﾐﾝﾊﾞ

contraceptive kingamimba

ぜん息 ﾌﾟﾑ

asthma pumu

気管支炎 ﾑｶﾑﾊﾞ

bronchitis mkamba

便秘 ﾊﾘ ﾔ ｸﾌﾝｶﾞ ﾁｮｰ

constipation hali ya kufunga choo

吐き気 ｷﾁｪﾌﾁｪﾌ

nauseous kichefuchefu

病院３

Hospital 3


