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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、右側にタイ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、タイ語を学習する
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。　

　本書がタイ語の活用と修得の、良きパートナーとなりますように。
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はい。 ﾁｬｲ

Yes. ใช

いいえ。 ﾏｲ

No. ไม

お願いします。 ｶﾞﾙﾅｰ

Please. กรุณา

ありがとう。 ｺｯﾌﾟｸﾝ

Thank you. ขอบคณุ

どういたしまして。 ｲﾝﾃﾞｨｰ

You are welcome. ยนิดี

すいません。 ｺｰ ﾄｰ

Excuse me. ขอโทษ

ごめんなさい。 ｺｰ ﾄｰ

Sorry. ขอโทษ

こんにちは。 ｻﾜｯﾃﾞｨｰ

Hello.

やあ。 ﾜｯﾃﾞｨｰ

Hi.

さようなら。 ﾗｰｺｰﾝ

Goodbye.

･･･さん(男性) ﾅｰｲ

Mr …

･･･さん(既婚女性) ﾅｰﾝ

Mrs …

･･･さん(未婚女性) ﾅｰﾝｻｳ

Miss …

お元気ですか？ ｻﾊﾞｲ ﾃﾞｨ ﾏｲ?

How are you?

元気です、あなたは？ ｻﾊﾞｲ ﾃﾞｨ ｸﾗｯﾌﾟ/ｶｰ  ﾗｵ ｸﾝ ﾗ?

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？ ｸﾝ ﾁｭｳ ｱﾗｲ?

What is your name?

私の名前は･･･です。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾁｭｳ ･･･

My name is … 

お会いできて嬉しいです。 ｲﾝﾃﾞｨ ﾃｨ ﾀﾞｲ ﾙｰ ｼﾞｬｸ

I am pleased to meet you.

こちらは私の･･･です。 ﾆｰｸｰ ･･･ ｺﾝ ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ

This is my … 

父 ﾋﾞﾀﾞｰ / ﾎﾟｳ

father

母 ﾏﾝﾀﾞｰ / ﾏｰ

mother

兄弟 ﾋﾟｰﾁｬｲ

brother

姉妹 ﾋﾟｰｿｳ

sister

夫 ﾎﾟｰｱ

husband

妻 ﾐｰｱ

wife

息子 ﾙｰｸﾁｬｲ

son

娘 ﾙｰｸｿｳ

daughter

友人 ﾌﾟｰﾝ

friend

挨拶・自己紹介２

Greeting & Introduction 2
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これが私の･･･です。 ﾆｰｸｰ ･･･ ｺｰﾝ ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ

Here is my … 

あなたの･･･は？ ･･･ ｺｰﾝ ｸﾝ ｸｰ ｱﾗｲ?

What is your … ?

住所 ﾃｨｰﾕｰ

address

メールアドレス ﾃｨｰﾕｰｲｰﾒﾝ

email address

携帯番号 ﾊﾞｰ ﾄﾗｻｯﾌﾟ

mobile number

電話番号 ﾊﾞｰ

phone number

あなたの職業は？ ｸﾝﾐｰ ｱﾁｰﾌﾟ ｱﾗｲ?

What is your occupation?

私は･･･です。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ

I am a …

ビジネスマン ﾁｬﾝ

business person

学生 ﾅｰｸｾｸｻｰ

student

教師 ｸﾛｰ

teacher

作家 ﾅｷｰｱﾝ

writer

どちらから来ましたか？ ｸﾝ ﾏｰ ｼﾞｬｸ ﾅｲ?

Where are you from?

･･･から来ました。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾏｰ ｼﾞｬｸ ﾌﾞﾗﾃｰ ･･･

I am from …

結婚していますか？ ｸﾝ ﾀﾞｰﾝ ﾅｰﾝ ﾙｲｱﾝ?

Are you married?

結婚しています。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ･･･ ﾀﾞｰﾝ ﾅｰﾝ ﾗｳ

I am married.

独身です。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ･･･ﾔﾝ ｿｰﾃｭｰ

I am single.

挨拶・自己紹介３

Greeting & Introduction 3
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お幾つですか？ ｸﾝ ｱｰﾕｰ ﾀｳﾗｲ?

How old are you?

･･･歳です。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ｱｰﾕｰ ･･･ ﾋﾞｰ

I am … years old.

･･･ですか？ ｸﾝ ･･･ ﾏｲ?

Are you … ?

･･･です。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ･･･

I am  …

大丈夫 ｵｰｹｲ

OK

疲れる ﾇｱｲ

tired

空腹 ﾋｳ

hungry

喉が渇く ﾋｳﾅﾑ

thirsty

暑い ﾛｰﾝ

hot

寒い ﾅｳ

cold

天気はどうですか？ ｱｰｶﾞｰﾄ ﾍﾞﾝ ﾗｰﾝﾗｲ?

What is the weather like?

暑いです ｱｰｶﾞｰﾄ ﾛｰﾝ

hot

寒いです ｱｰｶﾞｰﾄ ﾅｳ

cold

雨です ﾐｰﾌﾝ

rainy

春 ﾙｰﾄﾞｩﾊﾞｲﾏｲﾌﾟﾘ

spring

夏 ﾙｰﾄﾞｩﾛｰﾝ

summer

秋 ﾙｰﾄﾞｩﾊﾞｲﾏｲﾙｰｱﾝ

autumn

冬 ﾙｰﾄﾞｩﾅｳ

winter

Greeting & Introduction 4

挨拶・自己紹介４
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どこ ﾃｨｰﾅｲ

Where

いつ ﾒｳｱﾗｲ

When

何 ﾅﾝｸｰｱﾗｲ

What

誰 ｸﾗｲ

Who

なぜ ﾀﾑﾏｲ

why

どのように ﾊﾞｲ

How

これは幾らですか？ ﾀｳﾗｲ

How much is it?

･･･できますか？ ﾀﾞｲﾏｲ

Can I … ?

入口/出口 ﾀﾝｶｳ/ﾀﾝｵｰｸ

Entrance/Exit

開/閉 ﾊﾞｰﾄ/ﾋﾞｯﾄ

Open/Closed

男性/女性 ﾌﾟｰﾁｬｲ/ﾌﾟｰｲﾝ

Men/Women

熱/冷 ﾛｰﾝ/ﾅｳ

Hot/Cool

禁止 ﾊｰﾑ

Prohibited

挨拶・自己紹介５

Greeting & Introduction 5
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0  zero                     ｽｰﾝ

1  one                     ﾇｰﾝ

2  two                     ｿｰﾝ

3  three                     ｻｰﾑ

4  four                     ｼｰ

5  five                     ﾊｰ

6  six                     ﾎｯ

7  seven                     ｴｯﾄ

8  eight                     ﾊﾞｰﾄ

9  nine                     ｶﾞｳ

10  ten                     ｼｯﾌﾟ

11  eleven                     ｼｯﾌﾟｴｯﾄ

12  twelve                     ｼｯﾌﾟｿｰﾝ

13  thirteen                     ｼｯﾌﾟｻｰﾝ

14  fourteen                     ｼｯﾌﾟｼｰ

15  fifteen                     ｼｯﾌﾟﾊｰ

16  sixteen                     ｼｯﾌﾟﾎｯ

17  seventeen                     ｼｯﾌﾟｴｯﾄ

18  eighteen                     ｼｯﾌﾟﾊﾞｰﾄ

19  nineteen                     ｼｯﾌﾟｶﾞｳ

20  twenty                     ｲｰｼｯﾌﾟ

30  thirty                     ｻｰﾝｼｯﾌﾟ

40  forty                     ｼｰｼｯﾌﾟ

50  fifty                     ﾊｰｼｯﾌﾟ

60  sixty                     ﾎｯｸｼｯﾌﾟ

70  seventy                     ｴｯﾄｼｯﾌﾟ

80  eighty                     ﾊﾞｰﾄｼｯﾌﾟ

90  ninety                     ｶﾞｳｼｯﾌﾟ

100  hundred                     ﾇｰﾝﾛｰｲ

1,000  thousand                     ﾇｰﾝﾊﾟﾝ

数字

Number
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何時ですか？ ｷﾞｰﾓｰﾝ ﾗｰｳ?

What time is it?

今日は何日ですか？ ﾜﾝﾆｰ ﾜﾝﾃｨｰ ﾀｳﾗｲ?

What date is it today?

1月 ﾃﾞｳﾝ ﾏｯｸﾗｰｺﾝ

January

2月 ﾃﾞｳﾝ ｸﾞﾝﾊﾟｰﾊﾟﾝ

February

3月 ﾃﾞｳﾝ ﾐｰﾅｰｺﾝ

March

4月 ﾃﾞｳﾝ ﾒｰｻｰﾖﾝ

April

5月 ﾃﾞｳﾝ ﾌﾟﾙｯｻﾊﾟｰｺﾝ

May

6月 ﾃﾞｳﾝ ﾐｯﾄｩﾅｰﾖﾝ

June

7月 ﾃﾞｳﾝ ｶﾞﾗｯｶﾞﾀﾞｰｺﾝ

July

8月 ﾃﾞｳﾝ ｼﾝﾊｰｺﾝ

August

9月 ﾃﾞｳﾝ ｶﾞﾝﾔｰﾖﾝ

September

10月 ﾃﾞｳﾝ ﾄﾞｩﾗｰｺﾝ

October

11月 ﾃﾞｳﾝ ﾌﾟﾙｯｻｼﾞｶﾞｰﾖﾝ

November

12月 ﾃﾞｳﾝ ﾀﾇﾜｰｺﾝ

December

時間・日付１

Time & Date 1
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月曜日 ﾜﾝｼﾞｬﾝ

Monday

火曜日 ﾜﾝｱﾝｶｰﾝ

Tuesday

水曜日 ﾜﾝﾌﾟｯﾄ

Wednesday

木曜日 ﾜﾝﾌﾟﾙﾊｯﾄｻﾎﾞｰﾃﾞｨｰ

Thursday

金曜日 ﾜﾝｽｯｸ

Friday

土曜日 ｻﾝｻｳ

Saturday

日曜日 ﾜﾝｱｰﾃｨｯﾄ

Sunday

昨日の･･･ ･･･ ﾑｱﾜﾝ

yesterday …

翌日の･･･ ﾌﾟﾙﾝﾆｰ ･･･

tomorrow …

朝 ﾁｬｳ

morning

昼 ﾊﾞｲ

afternoon

晩 ｴﾝ

evening

昨夜 ﾑｱｸｰﾆｰ

last night

昨･･･ ･･･ ﾃｨｰﾗｳ

last …

翌･･･ ･･･ﾅｰ

next …

週 ｱｰﾃｨｯﾄ

week

月 ﾄﾞｩｰﾝ

month

年 ﾋﾞｰ

year

時間・日付２

Time & Date 2
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英語を話せますか？ ｸﾝ ﾌﾟｯﾄ ﾊﾟｰｻｰ ｱﾝｸﾞﾘｯﾄ ﾀﾞｲﾏｲ?

Do you speak English?

わかりましたか？ ｸﾝ ｶｳ ﾁｬｲ ﾏｲ?

Do you understand?

わかりました。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ｶｳ ﾁｬｲ ｸﾗｯﾌﾟ/ｶｰ

I understand.

わかりません。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾏｲ ｶｳ ﾁｬｲ ｸﾗｯﾌﾟ/ｶｰ

I do not understand.

･･･はどういう意味ですか？ ･･･ﾌﾞﾗｰ ﾜｰ ｱﾗｲ?

What does … mean?

･･･頂けますか？ ･･･ﾀﾞｲﾏｲ?

Please … ?

繰り返して ﾁｮｲ ﾌﾟｯﾄ ｲｰﾃｨｰ

repeat

ゆっくり話して ﾁｮｲ ﾌﾟｯﾄ ﾁｬﾁｬｰ ﾉｲ

speak slowly

書いて ﾁｮｲ ｷｴﾝ ﾊｲ ﾉｲ

write down

どのように･･･か？ ･･･ ﾔｰﾝ ﾛｲ?

How do you … ?

発音します ｵｰｸ ｼｴﾝ

pronounce

書きます ｷｰｱﾝ

write

確認

Confirmation
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トイレはどこですか？ ﾎｰﾝ ﾅｰﾑ ﾕｰﾃｨｰﾅｲ?

Where is the toilet?

道に迷いました。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾛﾝ ﾀｰﾝ

I am lost.

医者を呼んで！ ﾀﾞｰﾑ ﾓｰﾉｲ!

Call a doctor!

警察を呼んで！ ﾘｰｱ ﾀﾞﾑﾛｰｱｯﾄ!

Call a police!

助けて頂けませんか？ ｶﾞﾙﾅｰ ﾁｮｲ ﾄﾞｩｰｲ?

Could you help me, please?

助けて！ ﾁｮｲ ﾄﾞｩｰｲ!

Help!

止まれ！ ﾕｯﾄ!

Stop!

離れろ！ ﾊﾞｲﾎﾟﾝ!

Go away!

泥棒！ ｶﾓｰｲ!

Thief!

火事だ！ ﾌｧｲﾏｲ!

Fire!

私の荷物が･･･ました。 ｸﾞﾗﾊﾞｳ ｺｰﾝ ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ･･･ ﾊｲ

My luggage has been …

破損し ｼｰｱ

damaged

紛失し ﾊｰｲ

lost

盗まれ ﾄﾞﾝ ｶﾓｰｲ

stolen

緊急事態

Emergency
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･･･目的です。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ･･･

I am …

商用 ﾏｰ ﾀﾝﾄｩﾗ

on business

観光 ﾏｰ ﾊﾟｸﾎﾟｰﾝ

on holiday

･･･滞在します。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾏｰ ﾖｰ

I am here for …

日 ﾜﾝ

days

週間 ｱｰﾃｨｯﾄ

weeks

月 ﾄﾞｩｰﾝ

months

･･･に行く予定です。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ｶﾞﾑﾀﾝ ｼﾞｬ ﾊﾞｲ ･･･

I am going to …

･･･に滞在します。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾊﾟｸ ﾕｰ ﾃｨｰ

I am staying at …

申告するものはありません。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾏｲ ﾐｰ ｺｰﾝ ﾄﾞﾝ ｻﾑﾃﾞｰﾝ

I have nothing to declare.

申告するものがあります。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾐｰ ｺｰﾝ ﾄﾞﾝ ｻﾑﾃﾞｰﾝ

I have something to declare.

それは私のものです。 ﾅﾝ ｺｰﾝ ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ

That is mine.

それは私のものではありません。 ﾅﾝ ﾏｲ ｺｰﾝ ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ

That is not mine.

出入国・税関

immigration & Customs
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ホテルはどこですか？ ﾛｰﾝ ﾗｰﾑ ﾕｰﾃｨｰﾅｲ?

Where is a hotel?

ゲストハウスはどこですか？ ﾃｨｰﾊﾟｯｸｹﾞｯﾄﾊｳ ﾕｰﾃｨｰﾅｲ?

Where is a guesthouse?

どこかお奨めの･･･場所はありますか？ ﾁｮｲﾅｰﾅﾑ ﾃｨ ･･･ ﾀﾞｲﾏｲ?

Can you recommend somewhere … ?

安い ﾄｩﾄｩ

cheap

良い ﾃﾞｨﾃﾞｨ

good

近い ｸﾞﾗｲｸﾞﾗｲ

nearby

部屋の予約をお願いします。 ｺｰﾙ ｼﾞｮﾝ ﾎｰﾝ ﾉｰｲ

I would like to book a room.

私の名前は･･･です。 ﾎﾟﾝ ﾁｭｳ ･･･

My name is …

･･･部屋はありますか？ ﾐｰ ﾎﾝ ･･･ ﾏｲ?

Do you have a … room?

シングル ﾃﾞｨｰｵ

single

ダブル ﾃﾞｨｱﾝ ｸｰ

double

ツイン ｿｰﾝ ﾃﾞｨｱﾝ

twin

一晩幾らですか？ ｸｰﾝ ﾗ ﾀｳﾗｲ?

How much is it per night?

一人幾らですか？ ｺﾝ ﾗ ﾀｳﾗｲ?

How much is it per person?

クレジットカードで支払えますか？ ｼﾞｬｲ ﾍﾞﾝ ﾊﾞｯﾄ ｸﾚﾃﾞｨｯﾄ ﾀﾞｲﾏｲ?

Can I pay by credit card?

見せてもらえますか？ ﾄﾞｩ ﾀﾞｲﾏｲ?

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？ ｺｰﾙ ｸﾞﾝ ｼﾞｬｰ ﾉｲ?

Could I have my room key?

朝食はいつですか？ ｱｰﾊﾝ ﾁｬｳ ｽｰﾌﾟ ｷﾞｰﾓｰﾝ?

When is breakfast served?

朝食はどこですか？ ｱｰﾊﾝ ﾁｬｳ ｽｰﾌﾟ ﾃｨｰﾅｲ?

Where is breakfast served?

･･･時に起こしてください。 ｶﾞﾙｰﾅｰ ﾌﾞﾙｯｸ ｳｴｨﾗｰ ･･･ ﾓｰﾝﾁｬｳ

Please wake me up at …

･･･過ぎます。 ･･･ｸﾞｰﾝ ﾊﾞｲ

It is too …

高 ﾊﾟｰﾝ

expensive

うるさ ｼｰｱﾝﾀﾞﾝ

noisy

小さ ﾚｯｸ

small

･･･が壊れています。 ･･･ｼｰｱ

The … does not works.

エアコン ｴｱ

air conditioner

扇風機 ﾊﾟｯﾄﾛﾑ

fan

トイレ ﾎｰﾝﾅﾑ

toilet

･･･が汚れています。 ･･･ ﾆｰ ﾏｲ ｻｰﾄ

The … is not clean.

シーツ ﾊﾟｰﾌﾞｰﾃｨｰﾉｰﾝ

sheet

タオル ﾊﾟｰﾁｪｯﾄﾄﾞｩｱ

towel

枕 ﾓｰﾝﾊﾞｲ

pillow

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？ ｳｴｲﾗｰ ｸｰﾝ ﾎｰﾝ ｷﾞｰﾓｰﾝ?

What time is checkout?

荷物を置いてもよいですか？ ﾊﾟｰｸﾞﾗｯﾊﾞｳ ﾜｲ ﾃｨｰﾆｰ ﾀﾞｲﾏｲ?

Can I leave my luggage here?

･･･を返してください。 ｺｰﾙ ･･･ ｸｰﾝﾉｲ?

Please return my …

デポジット ｸﾞｰﾝ ﾏｯｼﾞｬﾑ

deposit

パスポート ﾅﾝｽｰ ﾄﾞｩｰﾝ ﾀｰﾝ

passport

貴重品 ｺｰﾝ ﾐｰ ｶｰ

valuables

石鹸 ｻﾌﾞｰ

soap

歯ブラシ ﾌﾞﾗｰﾝ ｼｰﾌｧﾝ

toothbrush

歯磨き粉 ﾔｰ ｼｰﾌｧﾝ

toothpaste

シャンプー ﾅﾑﾔｰｻﾎﾟﾝ

shampoo

トイレットペーパー ｸﾞﾗﾀﾞｯﾄ ﾎｰﾝﾅﾑ

toilet paper

髭剃り ﾊﾞｲ ﾐｰﾄ ｺﾞｰﾝ

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？ ﾁｮｰｲ ﾅｰﾅﾑ ﾗｰﾝ ｱﾊｰﾝ ﾀﾞｲﾏｲ?

Can you recommend a restaurant?

･･･をお願いします。 ｺｰﾙ ･･･ ﾉｲ

I would like… , please.

･･･人テーブル ﾄﾞ ｻﾑﾗｯﾌﾟ ･･･ ｺﾝ

table for … 

禁煙席 ﾃｨｰ ｹｯﾄ ﾌﾞﾛｰﾄ ﾌﾞﾘｰ

nonsmoking area

メニュー ﾗｲ ｶﾞｰﾝ ｱﾊｰﾝ

menu

飲み物リスト ﾗｲ ｶﾞｰﾝ ｸﾙｰｱﾝ ﾄﾞｩﾝ

drink list

その皿 ｱﾊｰﾝ ｼﾞｬﾝ ﾅﾝ

that dish

会計 ﾋﾞﾝ

bill

朝食 ｱﾊｰﾝ ﾁｬｳ

breakfast

昼食 ｱﾊｰﾝ ｸﾞﾗﾝﾜﾝ

lunch

夕食 ｱﾊｰﾝ ｲｪﾝ

dinner

軽食 ｱﾊｰﾝ ﾜｰﾝ

snack

ミネラル・ウォーター ﾅｰﾑ ﾗｰ

mineral water

コーヒー ｶﾌｪｰ

coffee

紅茶 ﾁｬｰ

tea

ソフトドリンク ﾅｰﾑ ｱｯﾄﾛﾑ

soft drink

ビール ﾋﾞｱ

beer

ワイン ﾜｲ

wine

レストラン・食事１

Restaurant & Eating 1
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何がお奨めですか？ ｸｰﾝ ﾐｰ ｱﾗｲ ﾅｰﾅﾑ ﾊﾞｰﾝ?

What would you recommend?

何にしますか？ ｸﾝ ｼﾞｬ ﾗｯﾌﾟ ｱﾗｲ ﾃﾞｨｰ?

What would you like?

私は･･･にします。 ﾄﾞｰﾝ ｶｰﾝ ･･･

I will have … 

ヴェジタリアンフードはありますか？ ﾐｰ ｱﾊｰﾝ ｼﾞｪｰﾙ ﾏｲ?

Do you have vegetarian food?

･･･を抜いてもらえますか？ ﾀﾑ ｱｰﾊｰﾝ ﾏｲ ｻｲ ･･･ ﾀﾞｲﾏｲ?

Could you prepare a meal without …?

私は･･･のアレルギーです。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾊﾟｰ ･･･

I am allergic to … 

バター ﾇｰｲ

butter

玉子 ｶｲ

eggs

魚 ｱﾊｰﾝ ﾀﾚｰ

fish

肉 ﾅﾑ ｽｯﾌﾟ ﾇｰｱ

meat

乾杯！ ﾁｬｲﾖｰ!

Cheers!

これは何ですか？ ﾅﾝ ｸｰ ｱﾗｲ?

What is that?

幾らですか？ ﾀｳﾗｲ?

How much is it?

十分です。 ﾎﾟｰﾗｰｳ

Enough.

もう少し。 ﾏｰｸ ｸﾞｧ ﾆｰ

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？ ｾｳ ﾄﾞｩｰｱ ﾃｨｰﾅｲ?

Where can I buy a ticket?

予約が必要ですか？ ﾄﾞｰﾝ ｼﾞｮｰﾝ ﾃｨｰ ﾙｰﾝ ﾅｰ ﾙｰ ﾌﾞﾗｳ?

Do I need a book?

･･･行きのチケットを一枚ください。 ｺｰﾙ ﾄﾞｰｱ ﾊﾞｲ ﾇｰﾝ ﾃｨｰ

One ticket to … , please.

この切符を･･･してください。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾔｰｸ ｼﾞｬ ｺｰﾙ ･･･ ｸﾗｯﾌﾟ/ｶｰ

I would like to … my ticket.

キャンセル ﾖｯﾙｰｸ ﾄﾞｰｱ

cancel

変更 ﾌﾞﾘｰｱﾝ ﾄﾞｰｱ

change

確認 ﾕﾝﾔﾝ ﾄﾞｰｱ

confirm

禁煙席をお願いします。 ﾄﾞｰﾝ ｶﾞｰﾝ ﾃｨｰ ﾅｰﾝ ﾈｲ ｹｯﾄ ﾌﾞﾛｯﾄ ﾌﾞﾘｰ

Nonsmoking seat, please.

喫煙席をお願いします。 ﾄﾞｰﾝ ｶﾞｰﾝ ﾃｨｰ ﾅｰﾝ ﾈｲ ｹｯﾄ ｽｰﾌﾟ ﾌﾞﾘｰ

Smoking seat, please.

幾らですか？ ﾀｲﾗｲ ｸﾗｯﾌﾟ/ｶｰ?

How much is it?

どれくらい時間が掛かりますか？ ﾁｬｲ ｳｴｲ ﾗｰ ﾄﾞｩｰﾝ ﾀｰﾝ ﾅｰﾝ ﾀｳﾗｲ?

How long does the trip take?

直行便ですか？ ﾍﾞﾝ ﾀｰﾝ ﾄﾞﾛｰﾝ ﾙ ﾌﾞﾗｳ?

Is it a direct route?

エアコンは付いていますか？ ﾐｰ ｴｱ ﾏｲ?

Is there air conditioning?

トイレは付いていますか？ ﾐｰ ﾎｰﾝﾅﾑ ﾏｲ?

Is there toilet?

私の荷物が･･･ました。 ｸﾞﾗﾊﾞｳ ｺｰﾝ ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ･･･ ﾊｲ

My luggage has been …

破損し ｼｰｱ

damaged

紛失し ﾊｰｲ

lost

盗まれ ﾄﾞﾝ ｶﾓｰｲ

stolen

移動・交通１

Transport 1
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･･･はどこですか？ ･･･ ﾕｰﾃｨｰﾅｲ?

Where is the … ?

到着ゲート ﾃｨｰｵ ﾋﾞﾝ ｶｰ ｺｳ

arrivals gate

出発ゲート ﾃｨｰｵ ﾋﾞﾝ ｶｰ ｵｰｸ

departure gate

この･･･は(　　　)行きですか？ ﾆｰﾊﾞｲ ･･･ ﾁｬｲ (          ) ﾙｰ ﾌﾞﾗｳ?

Is this … to (      ) ?

列車 ﾛｯﾄﾌｧｲ

train

バス ﾛｯﾄﾒｲ

bus

飛行機 ｸﾙｰﾝﾋﾞﾝ

plane

船 ﾙｰｱ

boat

･･･のバスはいつですか？ ﾛｯﾄﾒｲ ｶﾝ ･･･ ﾐｰ ﾄﾞｰﾝ ｷﾞｰﾓｰﾝ?

When the … bus?

始発 ﾗｯｸ

first

最終 ｽｯﾀｰｲ

last

次 ﾄﾞｰﾊﾞｲ

next

出発時間はいつですか？ ﾛｯﾄ ｵｰｸ ｷﾞｰﾓｰﾝ?

What time does it leave?

これは何駅ですか？ ﾃｨｰ ﾆｰ ｻﾀｰﾆｰ ｱﾗｲ?

What station is this?

･･･には停まりますか？ ﾛｯﾄ ｼﾞｮｯﾄ ﾃｨｰ ･･･ ﾏｲ?

Does it stop at …?

ここにどれくらい停まりますか？ ﾛｳ ｼﾞｬ ｼﾞｮｯﾄ ﾃｨｰ ﾆｰ ﾅｰﾝ ﾀｳﾗｲ?

How long do we stop here?

この座席は空いていますか？ ｺｰﾙ ﾄｰﾄ ｸﾗｯﾌﾟ/ｶｰ ﾃｨｰ ﾅｰﾝ ﾆｰ ﾜｰﾝ ﾏｲ?

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？ ﾊﾞｲ ･･･ ﾀｳﾗｲ?

How much is it to … ?

メーターを使ってください。 ﾁｮｰｲ ｺﾞｯﾄ ﾐｯﾀﾞｳ ﾄﾞｩｰｲ

Please put the meter on.

この住所まで行ってください。 ﾁｮｰｲ ﾊﾟｰ ﾊﾞｲ ﾃｨｰ ﾆｰ

Please take me to this address.

スピードを落としてください。 ﾁｮｰｲ ｶｯﾌﾟ ﾁｬｰﾁｬｰ

Please slow down.

ここで停まってください。 ﾁｮｰｲ ｼﾞｮｯﾄ ﾄﾞﾛﾝ ﾆｰ

Please stop here.

ここで待っていてください。 ﾁｮｰｲ ｺｲ ﾕｰ ﾃｨｰ ﾆｰ

Please wait here.

■街角で･･･

この道は･･･行きですか？ ﾀﾉﾝ ﾆｰ ﾊﾞｲ ･･･ ﾁｬｲﾏｲ?

Is this the road to …?

地図で示していただけますか？ ﾁｰﾊｲ ﾄﾞｩｰ ﾅｲ ﾍﾟﾝ ﾃｨｰ ﾀﾞｲﾏｲ?

Can you show me on the map?

住所はどこですか？ ﾃｨｰﾕｰ ﾕｰﾃｨｰﾅｲ?

What is the address?

距離はどれくらいですか？ ｲｰｸ ｸﾞﾗｲﾏｲ?

How far is it?

どうやって行くのですか？ ｼﾞｬﾊﾞｲﾀﾞｲ ﾔｰﾝｸﾞﾗｲ?

How do I get there?

東 ﾃｨﾀﾞﾜﾝｵｰｸ

east

西 ﾃｨﾀﾞﾜﾝﾄﾞｸ

west

南 ﾃｨﾀﾞｲ

south

北 ﾃｨﾇｰｱ

north

移動・交通３

Transport 3
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･･･です。 ﾕｰ ･･･

It is … 

ここ ﾃｨｰﾆｰ

here

あそこ ﾃｨｰﾅﾝ

there

近い ｸﾞﾗｲｸﾞﾗｲ

near

遠い ｸﾞﾗｲ

far

･･･の前 ﾄﾞﾛﾝﾅｰ

in front of… 

･･･の後 ﾃｨｰﾗﾝ

behind…

･･･の隣り ｶﾝｶｰﾝ

next to…

･･･の反対 ﾄﾞﾛﾝｶﾞﾝｶｰﾝ

opposite…

･･･に曲がって ﾘｰｵ ･･･

Turn…

右 ｸﾜｰ

right

左 ｻｰｲ

left

･･･で ﾄﾞｲ ･･･

By…

バス ﾛｯﾄﾒｲ

bus

電車 ﾛｯﾄﾌｧｲ

train

タクシー ﾀｸｼｰ

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？ ﾗｰﾝ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ﾀｰｳﾆｰ ﾕｰﾃｨｰﾅｲ?

Where is the local internet cafe?

一時間で幾らですか？ ｷｯﾁｭｱ ﾓｰﾝ ﾗ ﾀｳﾗｲ?

How much is it per hour?

･･･したい。 ﾄﾞﾝ ｶﾞｰﾝ ･･･

I would like to…

メールの確認 ﾁｪｯｸ ｲｰﾒｲﾙ

check my email

インターネットに接続 ﾄﾞｰﾙ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

get internet access

プリンタを使用 ﾁｬｰｲ ｸﾙｰﾝ ﾋﾟﾑ

use a printer

スキャナを使用 ﾁｬｰｲ ｸﾙｰﾝ ｻｶﾞｰﾝ

use a scanner

携帯電話をレンタルしてください。 ﾄﾞﾝ ｶﾞｰﾝ ﾁｮｳ ﾄｰﾗｻｯﾌﾟ ﾑｰﾄｩ

I would like a mobile phone for hire.

SIMカードをください。 ﾄﾞﾝ ｶﾞｰﾝ ｼﾑｶﾞｰﾄ ｻﾑﾗｯﾌﾟ ｸﾙｰｱ ｶｲ ｺｰﾝｸﾝ

I would like a SIM card.

料金はいくらですか？ ﾀｳﾗｲ ｸﾗｯﾌﾟ/ｶｰ?

What are the rate?

あなたの電話番号は？ ﾊﾞｳ ﾄｰ ｺｰﾝ ｸｰﾝ ﾊﾞｳ ｱﾗｲ?

What is your phone number?

番号は･･･です。 ﾊﾞｳ ｺﾞｰ ｸｰﾝ ･･･

The number is …

最寄りの公衆電話はどこですか？ ﾄﾞｰ ﾄｰﾗｻｯﾌﾟ ﾃｨｰ ｸﾞﾗｲ ﾃｨｰ ｽｯ ﾕｰﾃｨｰﾅｲ?

Where is the nearest public phone?

テレフォンカードをください。 ﾄﾞｰﾝ ｶﾞｰﾝ ｽｰ ﾊﾞｯ ﾄｰﾗｻｯﾌﾟ

I would like to buy a phone card.

･･･に電話したい。 ﾄﾞｰﾝ ｶﾞｰﾝ ﾄｰ ﾊﾞｲ ﾌﾞﾗﾃｯﾄ ･･･

I want to call …

一分で幾らですか？ ﾄｰ ﾅｰﾃｨｰ ｷｯﾇｰﾝ ﾀｳﾗｲ?

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？ ･･･ ﾕｰﾃｨｰﾅｲ?

Where is a/an…?

自動支払機 ﾄﾞｩｰ ｴｰﾃｨｰｴﾑ

ATM

外貨両替所 ﾃｨｰ ﾗｰｸ ﾇｰﾝ

foreign exchange

銀行はいつ開きますか？ ﾀﾅｶｰﾝ ﾍﾞｳ ｷﾞｰﾓｰﾝ?

What time does the bank open?

･･･したい。 ﾔｰｸ ｼﾞｬ ･･･

I would like to …

･･･はどこでできますか？ ･･･ ﾀﾞｲ ﾃｨｰﾅｲ?

Where can I … ?

現金の両替 ﾚｰｸ ﾇｰﾝ

change money

トラベラーズチェックの両替 ﾚｰｸ ﾁｪｸ ﾃﾞｩﾝ ﾀｰﾝ

change T/C

現金引出し ﾄｰﾝ ﾇｰﾝ

withdraw money

振込手続き ｵｰﾝ ﾇｰﾝ

arrange a transfer

･･･は幾らですか？ ･･･ ﾀｳﾗｲ?

What is the … ?

両替レート ｱｯﾄﾞﾗｰ ﾚｰｸ ﾋﾞｰ

exchange rate

手数料 ｶｰ ﾀﾑﾆｰｱﾝ

charge for that

私宛にお金は届いていますか？ ﾇｰﾝ ｺｰﾝ ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾏｰ ﾃｳﾝ ﾙｰ ﾔﾝ?

Has my money arrived?

Bank

銀行
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･･･を送りたい。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾄﾞｰﾝ ｶｰﾝ ｿｰﾝ ･･･

I want to send a …

絵葉書 ﾌﾞﾗｲｻﾆｰﾔﾊﾞｯﾄ

postcard

手紙 ｼﾞｮｯﾄﾏｲ

letter

小包 ﾊﾟｯｻﾄﾞｩ

parcel

ファックス ﾌｧｸｽ

fax

船便 ﾛﾝ ﾀﾋﾞｰｱﾝ

sea mail

特急便 ﾄﾞｩｱﾝ ﾌﾞﾗｲｻﾆｰ

express mail

･･･を買いたい。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾄﾞｰﾝ ｶﾞｰﾝ ｽｰ ･･･

I want to buy a …

封筒 ｿｰﾝ ｼﾞｮｯﾄ ﾏｰｲ

envelope

切手 ｻﾀﾞｰﾝ

stamp

･･･宛に航空便で送ってください。 ﾁｮｰｲ ｿｰﾝ ｼﾞｮｯﾄ ﾏｰｲ ﾊﾞｰｲ ﾌﾞﾗﾃｯﾄ ･･･

Please send it by airmail to …

私宛に郵便は届いていますか？ ﾐｰ ｼﾞｮｯﾄﾏｲ ｻﾑﾗｯﾌﾟ ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾄﾞｩ ｱﾗｲ?

Is there any mail for me?

郵便局

Post office
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･･･はどこですか？ ･･･ ﾕｰﾃｨｰﾅｲ?

Where is a … ?

銀行 ﾀﾅｰｶｰﾝ

bank

スーパーマーケット ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ

supermarket

デパート ﾊｰﾝ ｻｯﾊﾟｼﾝｶｰ

department store

書店 ﾗｰﾝﾅﾝｽｳ

book store

･･･はどこで買えますか？ ｼﾞｬ ｽｳ ･･･ ﾀﾞｲ ﾃｨｰﾅｲ?

Where can I buy … ?

･･･を買いたい。 ﾔｰｸ ｼﾞｬ ｽｳ ･･･

I would like to buy …

他にはありませんか？ ﾐｰ ﾊﾞｰﾌﾟ ｳﾝ ｲｰｸ ﾏｲ?

Do you have any others?

保証は付きますか？ ﾐｰ ﾗｯﾌﾟ ﾌﾞﾗｶﾞﾝ ﾄﾞｩｱｲ ﾏｲ?

Does it have a guarantee?

不良品です。 ﾏﾝ ﾎﾞｯｸ ﾌﾟﾛｰﾝ

It is faulty.

･･･をお願いします。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ｺｰﾙ ･･･ ｸﾗｯﾌﾟ/ｶｰ

I would like … , please.

返金 ﾇｰﾝ ｸｰﾝ

to refund

返品 ｸｰﾝ ｺｰﾝ

to return

袋 ﾄｩﾝ

a bag

買物１

Shopping 1
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試着していいですか？ ﾛｰﾝ ﾀﾞｲ ﾏｲ?

Can I try it on?

サイズが合いません。 ｻｲ ﾏｲ ﾀﾞｲ

It does not fit.

小 ﾚｯｸ

small

中 ｸﾞﾗｰﾝ

medium

大 ﾔｲ

large

幾らですか？ ﾀｳﾗｲ ｸﾗｯﾌﾟ/ｶｰ?

How much is it?

値段を書いてもらえますか？ ﾁｮｲ ｷｰｱﾝ ﾗｰｶｰ ﾊｲ ﾉｲ ﾀﾞｲ ﾏｲ?

Can you write down the price?

高すぎます。 ﾊﾟｰﾝ ﾊﾟｲ

That is too expensive.

勘定に間違いがあります。 ﾋﾞﾝ ﾊﾞｲ ﾆｰ ﾋﾟｯﾄ ｸﾗｯﾌﾟ/ｶｰ

There is mistake in the bill.

･･･で支払えますか？ ﾗｯﾌﾟ ･･･ ﾏｲ?

Do you accept … ?

クレジットカード ﾊﾞｯﾄ ｸﾚﾃﾞｨｯﾄ

credit card

キャッシュカード ﾊﾞｯﾄ ﾀﾅｶｰﾝ

debit card

トラベラーズチェック ﾁｪｯｸ ﾄﾞｩﾝ ﾀｰﾝ

T/C

･･･をください。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ｺｰﾙ ･･･ ﾄﾞｰｲ ｸﾗｯﾌﾟ/ｶｰ

I would like … , please.

お釣り ﾇｰﾝ ﾄｰﾝ

my change

領収書 ﾊﾞｲ ｾｯﾄ

receipt

買物２

Shopping 2
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･･･は好きですか？ ｸﾝ ﾁｮｰﾌﾟ ･･･ ﾏｲ?

Do you like …?

･･･が好きです。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾁｮｰﾌﾟ ･･･

I like …

芸術 ｼﾝﾗﾊﾞ

art

スポーツ ｷﾞｰﾗ

sports

ダンス ﾃﾞﾝﾗﾑ

dance

映画 ﾄﾞｩｰﾅﾝ

movies

旅行 ﾄｰﾝ ﾃｵ

travel

料理 ﾀﾑｱｰﾊｰﾝ

cooking

読書 ｱｰﾅﾝｾｳ

reading

･･･はどこですか？ ｼﾞｬ ﾊｰ ･･･ ﾀﾞｲ ﾃｨｰﾅｲ?

Where can I find … ?

クラブ ﾅｲｸﾗｯﾌﾟ

clubs

パブ ﾊﾟﾌﾟ

pubs

カフェ ﾗｰﾝｶﾞﾌｧｰ

cafe

･･･に行きたい。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾔｰｸ ｼﾞｬﾊﾞｲ ･･･

I feel like going to … 

カラオケ ｶﾗｵｹ

karaoke

コンサート ﾄﾞｩｰ ｺﾝｻｰﾄ

concert

映画 ﾄﾞｩｰﾅﾝ

movie

舞台 ﾄﾞｩｰ ﾗｺｰﾝ

stage

博物館 ﾋﾟﾋﾟｯﾀﾊﾟﾝ

museum

観光１

Sightseeing 1
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開館は何時ですか？ ﾊﾞｰﾄ ｷﾞｰﾓｰﾝ?

What time does it open? 

閉館は何時ですか？ ﾋﾞｯﾄ ｷﾞｰﾓｰﾝ?

What time does it close? 

入場料は幾らですか？ ｶｰｶｳ ﾀｳﾗｲ?

What is the admission charge?

･･･割引はありますか？ ﾛｯﾄ ﾗｰｶｰ ｻﾑﾗｯﾌﾟ ･･･ ﾏｲ?

Is there discount for … ?

学生 ﾅｯｸｻｸｻｰ

students

子供 ﾃﾞｸ

children

･･･が欲しい。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾄﾞｰﾝｶﾞｰﾝ ･･･

I would like to …

ガイド ｶﾞｲ ﾅﾑﾀｰﾝ

guide

地図 ﾊﾟｰﾝﾃｨｰﾄｰﾝﾃｨﾝ

map

カタログ ｸｰﾒｳﾅｰﾅﾑ

catalogue

･･･を観たい。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾄﾞｰﾝ ｶﾞｰﾝ ﾄﾞｩ ･･･

I would like to see …

あれは何ですか？ ﾅﾝ ｸｰ ｱﾗｲ?

What is that?

写真を撮ってもいいですか？ ﾀｲ ﾙｰﾌﾟ ﾀﾞｲﾏｲ?

Can we take photos?

観光２

Sightseeing 2
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次のツアーはいつですか？ ﾄｰｱ ﾄﾞｱ ﾊﾞｲ ﾐｰ ﾑｱﾗｲ?

When is the next tour?

･･･は含まれていますか？ ﾛｰｱﾑ ･･･ ﾄﾞｰｲ ﾏｲ?

Is … included?

入場料 ｶｰ ｶｳ

admission

交通費 ｶｰ ﾃﾞﾝﾀｰﾝ

transport

食費 ｱｰﾊｰﾝ

food

宿泊費 ﾃｨｰﾊﾟｯｸ

accommodation

ツアーはどれくらいの長さですか？ ﾄｩｰｱ ﾁｬｲ ｳｴｲﾗｰ ﾅｰﾝ ﾀｳﾗｲ?

How long is the tour?

何時ごろ戻りますか？ ﾗｳ ｸｰﾝ ｼﾞｬ ｸﾞﾗｯﾌﾟ ﾏｰ ｷﾞｰﾓｰﾝ?

What time should we be back?

観光３

Sightseeing 3
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警察署はどこですか？ ｻﾀｰﾆｰﾀﾞﾑﾛｰｱﾄ ﾕｰﾃｨｰﾅｲ?

Where is the police station?

被害届を出したい。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾄﾞｰﾝ ｶｰ^ﾝ ｼﾞｬｰﾝ ｸﾜｰﾝ

I want to report an offense.

･･･を紛失しました。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾀﾑ ･･･ ﾊｲ

I have lost my …

･･･を盗まれました。 ･･･ ｺｰﾝ ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾄｩｰｶﾓｰｲ

My … was stolen.

鞄 ｸﾞﾗﾊﾞｳ

bag

財布 ｸﾞﾗﾊﾞｳ ﾇｰﾝ

wallet

お金 ﾇｰﾝ

money

パスポート ﾅﾝｽｰﾀﾞｰﾝﾀｰﾝ

passport

クレジットカード ﾊﾞｯﾄ ｸﾚﾃﾞｨｯﾄ

credit card

トラベラーズチェック ﾁｪｯｸ ﾄﾞｩﾝ ﾀｰﾝ

T/C

･･･されました。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾄﾞｰﾝ ･･･

I have been …

暴行 ﾀﾑ ﾀｲ ﾗｰﾝ ｶﾞｲ

assaulted

強盗 ｶﾓｰｲ

robbed

大使館と連絡を取りたい。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾄﾞｰﾝ ｶﾞｰﾝ ﾃﾞｨ ﾄﾞｰ ｻﾀｰﾝ ﾄｩｰ

I want to contact my embassy.

領事館と連絡を取りたい。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾄﾞｰﾝ ｶﾞｰﾝ ﾃﾞｨ ﾄﾞｰ ｻﾀｰﾝ ｺﾞﾝｽﾝ

I want to contact my consulate.

保険に入っています。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾐｰ ﾌﾞﾗｶﾞﾝ

I have an insurance.

警察

Police
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最寄りの･･･はどこですか？ ･･･ ﾃｨｰ ｸﾞﾗｲ ﾃｨｰｽｯ ﾕｰﾃｨｰﾅｲ?

Where is the nearest … ?

病院 ﾛｰﾝ ﾊﾟﾔﾊﾞｰﾝ

hospital

医者 ﾓｰ

doctor

歯医者 ﾓｰﾌｧﾝ

dentist

薬局 ﾗｰﾝ ｶｲﾔｰ

pharmacist

医者にかかりたい。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾄﾞｰﾝ ｶﾞｰﾝ ﾓｰ

I need a doctor.

女性の医師に診てほしい。 ｺｰ ﾎﾟｯﾌﾟ ｸﾝ ﾓｰ ﾌﾟｰｲﾝ ﾀﾞｲﾏｲ?

Could I see a female doctor?

薬を切らしてしまいました。 ﾔｰ ｺｰﾝ ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾓｯﾄﾗｰｳ

I have run out of my medication.

具合が悪いです。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾎﾞｰｲ

I am sick.

ここが痛いです。 ｴｯﾌﾟ ﾄﾞﾛｰﾝ ﾆｰ

It hurts here.

･･･があります。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ･･･

I have a …

咳 ｱｲ

cough

痰 ｼﾞｪｯﾌﾟ ｺｰ

sore throat

熱 ﾍﾞﾝｶｰｲ

fever

頭痛 ﾎﾞｰﾄﾎｰｱ

headache

痛み ﾎﾞｰﾄ

pain

･･･にアレルギーがあります。 ﾎﾟﾑ/ﾃﾞｨﾁｪﾝ ﾊﾟｰ ﾔｰ ･･･

I am allergic to …

病院１

Hospital 1
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頭 ﾎｰｱ

head

目 ﾀﾞｰ

eye

耳 ﾌｰ

ear

鼻 ｼﾞｬﾑｰｸ

nose

口 ﾊﾞｰｸ

mouth

歯 ﾌｧﾝ

teeth

喉 ﾗﾑｺｰ

throat

首 ｺｰ

neck

腕 ｹｰﾝ

arm

手 ﾑｳ

hand

指 ﾆｳ

finger

足 ｶｰ

leg

胸 ﾅｰｵｸ

chest

背中 ﾗﾝ

back

胃 ﾄｰﾝ

stomach

肌 ﾋﾟｳﾅﾝ

skin

病院２

Hospital 2
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解熱鎮痛剤 ｱｽﾋﾟﾘﾝ

aspirin

抗生物質 ﾊﾞﾃﾞｨﾁｰﾜﾅ

antibiotics

下痢止め ﾔｰ ｶﾞｰ ﾄｰﾝ ｼｰｱ

diarrhea medicine

緩下剤 ﾔｰﾗﾊﾞｰｲ

laxatives

睡眠薬 ﾔｰﾉｰﾝﾗｯﾌﾟ

sleeping tablets

痛み止め ﾔｰｹﾞｰﾎﾞｯﾄ

painkillers

包帯 ﾊﾟｰﾊﾟﾝﾌﾟﾗｱ

bandage

消毒薬 ﾔｰｶｰﾁｭｰｱ

antiseptic

経口避妊薬 ﾔｰｸﾝｶﾞﾑﾇｰ

contraceptives

コンドーム ﾄｩｰﾝﾔｰﾝ ｱﾅｰﾏｲ

condoms

ぜん息 ﾍﾞﾝﾎｰﾌﾟﾌｰ

asthma

気管支炎 ﾍﾞﾝﾛｰﾄ ﾛﾑ ｱｸ ｾｰﾌﾟ

bronchitis

便秘 ﾄｰﾝﾌﾟｰｸ

constipation

吐き気 ｸﾙｰﾝｻｲ

nauseous

病院３

Hospital 3


