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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、右側にヘブラ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、ヘブライ語を学習する
第一歩としても最適です。　

　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。　

　本書がヘブライ語の活用と修得の、良きパートナーとなりますように。

Takahiro KOBAYASHI ©

3 挨拶・自己紹介１ 19 移動・交通１

4 挨拶・自己紹介２ 20 移動・交通２

5 挨拶・自己紹介３ 21 移動・交通３

6 挨拶・自己紹介４ 22 移動・交通４

7 挨拶・自己紹介５ 23 インターネット・通信

8 数字 24 銀行

9 時間・日付１ 25 郵便局

10 時間・日付２ 26 買物１

11 確認 27 買物２

12 緊急事態 28 観光１

13 出入国・税関 29 観光２

14 ホテル・宿泊１ 30 観光３

15 ホテル・宿泊２ 31 警察

16 ホテル・宿泊３ 32 病院１

17 レストラン・食事１ 33 病院２

18 レストラン・食事２ 34 病院３

使用法

How to use

目次　Table of Contents

www.survival-phrasebook.com



3

はい。 ｹﾝ

Yes. ֵ�ן.

いいえ。 ﾛ

No. לא.

お願いします。 ﾍﾞｳﾞｧｶｼｬ

Please. בבקשה.

ありがとう。 ﾄﾀﾞ

Thank you. תודה.

どういたしまして。 ｱﾙ ﾛ ﾀﾞｳﾞｧｰ

You are welcome. אתם מוזמנים.

すいません。 ｽﾘｶｰ

Excuse me. סליחה.

ごめんなさい。 ｽﾘｶｰ

Sorry. סליחה.

こんにちは。 ｼｬﾛﾑ

Hello.

やあ。 ｼｬﾛﾑ

Hi.

さようなら。 ﾚﾋﾄﾗｵﾄ

Goodbye.

･･･さん(男性) ﾏｰﾙ

Mr …

･･･さん(既婚女性) ｷﾞｳﾞｪﾚ

Mrs …

･･･さん(未婚女性) ｷﾞｳﾞｪﾚ

Miss …

お元気ですか？ ﾏ ﾆｼｭﾏ?

How are you?

元気です、あなたは？ ﾄｳﾞ ﾄﾀﾞ  ｳﾞｪｱﾀ?

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？ ｴｸｰ ｺﾘﾑ ﾚｶｰ?

What is your name?

私の名前は･･･です。 ｼｭﾐ …

My name is … 

お会いできて嬉しいです。 ﾅｲﾑ ﾐｵﾄﾞ

I am pleased to meet you.

こちらは私の･･･です。 ｾﾞ …

This is my … 

父 ｱﾋﾞ

father

母 ｲﾐ

mother

兄弟 ﾊｱｸｰ ｼｪﾘ

brother

姉妹 ｱｺｰﾃｨ

sister

夫 ﾊﾞｰﾘ

husband

妻 ｲｼｭﾃｨ

wife

息子 ﾊｲｪﾚﾄﾞ ｼｪﾘ

son

娘 ﾊﾔﾙﾀﾞ ｼｪﾘ

daughter

友人 ﾊｶｳﾞｧｰ ｼｪﾘ

friend

挨拶・自己紹介２

Greeting & Introduction 2
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これが私の･･･です。 ﾋﾈ ﾊ …

Here is my … 

あなたの･･･は？ ﾏ … ｼｪﾙｶ ?

What is your … ?

住所 ﾊｸﾄｳﾞｪﾄ

address

メールアドレス ｸﾄｳﾞｪﾄ ﾊ ｲﾒﾙ

email address

携帯番号 ﾐｽﾊﾟｰ ﾊ ﾃﾚﾌｫﾝ

mobile number

電話番号 ﾐｽﾊﾟｰ ﾊ ﾃﾚﾌｫﾝ

phone number

あなたの職業は？ ﾍﾞﾏ ｱﾀ ｵｾｸ?

What is your occupation?

私は･･･です。 ｱﾆ …

I am a …

ビジネスマン ｲｼｭ ｱｻｷﾑ

business person

学生 ｽﾃｭﾃﾞﾝﾄ

student

技術者 ﾒﾊﾝﾃﾞｽ

engineer מהנדס

芸術家 ｵﾏﾝ

artist אמן

どちらから来ましたか？ ﾐｴﾌｫ ｱﾀ?

Where are you from?

･･･から来ました。 ｱﾆ ﾒ …

I am from …

結婚していますか？ ｱﾀ ﾅｽｲ?

Are you married? נשוי אתה

結婚しています。 ｱﾆ ﾅｽｲ

I am married. .נשואה אני

独身です。 ｱﾆ ﾗｳﾞｧｸ

I am single. .רווק אני

挨拶・自己紹介３

Greeting & Introduction 3
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お幾つですか？ ﾍﾞﾝ ｶﾏ ｱﾀ?

How old are you? אתה כמה בן

･･･歳です。 ｱﾆ ﾍﾞﾝ …

I am … years old. בן אני

･･･ですか？ ｱﾀ … ?

Are you … ?

･･･です。 ｱﾆ …

I am  …

大丈夫 ﾍﾞｾﾀﾞｰ

OK ְ�ֵסֶדר

疲れる ｱｲｪﾌ

tired

空腹 ﾗｴｳﾞ

hungry

喉が渇く ﾂｧﾒ

thirsty

暑い ｶﾑ

hot

寒い ｶｰ

cold

天気はどうですか？ ｴｲｸ ﾒｾﾞｸﾞ ﾊ ｱｳﾞｨｰﾙ?

What is the weather like? כמו האוויר מזג מהו

暑いです ｶﾑ

hot

寒いです ｶｰ

cold

雨です ｹﾞｼｪﾑ

rainy גשום

春 ｱｳﾞｨｳﾞ

spring �ִביב

夏 ｶｲﾂ

summer ַקיִץ

秋 ｽﾀｳﾞ

autumn סתיו

冬 ｺﾚﾌ

winter חורף

Greeting & Introduction 4
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どこ ｴﾌｫ

Where

いつ ﾏﾀｲ

When

何 ﾏ

What מה

誰 ﾐ

Who

なぜ ﾗﾏ

why

どのように ｴｲｸ

How איך

これは幾らですか？ ｶﾏ ｾﾞ ｵﾚ?

How much is it?

･･･できますか？ ｱﾆ ﾔｺｰﾙ … ?

Can I … ? יכול אני

入口/出口 ｸﾆｻ    ｲﾂｨｻ

Entrance/Exit

開/閉 ﾊﾟﾄｩｱｸ   ｻｸﾞﾙ

Open/Closed

男性/女性 ｸﾞｳﾞｧﾘﾑ   ﾅｼﾑ

Men/Women

熱/冷 ｶｰﾑ   ｶﾙ

Hot/Cool

禁止 ｱｽﾙ

Prohibited

挨拶・自己紹介５

Greeting & Introduction 5
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0  zero ｴﾌｪｽ

1  one ｱｶｰﾄ

2  two ｼｭﾀｲｪﾑ

3  three ｼｬﾛｼｭ

4  four ｱﾙﾊﾞ

5  five ｶｰﾒｼｭ

6  six ｼｪｼｭ

7  seven ｼｪｳﾞｧ

8  eight ｼｭﾓﾈ

9  nine ﾃｼｬ

10  ten ｴｾﾙ

11  eleven ｱｶｰﾄｴｾﾙ

12  twelve ｼｭﾀｲｪﾑｴｾﾙ

13  thirteen ｼｬﾛｼｭｴｾﾙ

14  fourteen ｱﾙﾊﾞｴｾﾙ

15  fifteen ｶｰﾒｼｭｴｾﾙ

16  sixteen ｼｪｼｭｴｾﾙ

17  seventeen ｼｪｳﾞｧｴｾﾙ

18  eighteen ｼｭﾓﾈｴｾﾙ

19  nineteen ﾃｼｬｴｾﾙ

20  twenty ｴｽﾘﾑ

30  thirty ｼｭﾛｼﾑ

40  forty ｱﾙﾊﾞｲﾑ

50  fifty ｶｰﾒｼﾑ

60  sixty ｼｪｼﾑ

70  seventy ｼｪｳﾞｨﾑ

80  eighty ｼｭﾓﾆﾑ

90  ninety ﾃｼｭｲﾑ

100  hundred ｴﾚﾌ

1,000  thousand ﾐﾙﾖﾝ

数字

Number
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何時ですか？ ﾏ ﾊｼｬｱ?

What time is it?

今日は何日ですか？ ﾏ ﾊﾀﾘｸ ﾊﾖﾑ?

What date is it today?

1月 ﾔﾇｱﾙ

January ינואר

2月 ﾌｪﾌﾞﾙｱﾙ

February פברואר

3月 ﾏﾙﾂ

March מרץ

4月 ｱﾌﾟﾘﾙ

April אפריל

5月 ﾏｲ

May מאי

6月 ﾕﾆ

June יוני

7月 ﾕﾘ

July יולי

8月 ｱｳｸﾞｽﾄ

August אוגוסט

9月 ｾﾌﾟﾃﾑﾊﾞｰ

September ספטמבר

10月 ｵｸﾄﾊﾞｰ

October אוקטובר

11月 ﾉｳﾞｪﾑﾊﾞｰ

November נובמבר

12月 ﾃﾞｨﾂｪﾑﾊﾞｰ

December דצמבר

時間・日付１

Time & Date 1
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月曜日 ｼｪﾆ

Monday

火曜日 ｼｭﾘｼ

Tuesday

水曜日 ﾚｳﾞｪｲ

Wednesday

木曜日 ｶｰﾐｼ

Thursday

金曜日 ｼｼ

Friday

土曜日 ｼｬﾊﾞﾄ

Saturday

日曜日 ﾚｼｮﾝ

Sunday

昨日の･･･ ｴﾄﾓﾙ …

yesterday …

翌日の･･･ ﾏｶｰﾙ  …

tomorrow …

朝 ﾎﾞｹﾙ

morning

昼 ﾂｫﾌｫﾗｲｪﾑ

afternoon

晩 ｴﾚｳﾞ

evening

昨夜 ﾗｲﾗ ﾊｱｶﾛﾝ

last night

昨･･･ … ﾊﾗｶﾛﾝ

last …

翌･･･ … ﾊﾊﾞ

next …

週 ｼｬｳﾞｫｱ

week

月 ｺﾃﾞｼｭ

month

年 ｼｬﾅ

year

時間・日付２

Time & Date 2
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英語を話せますか？ ｱﾀ ﾒﾀﾞﾍﾞﾙ ｱﾝｸﾞﾘｯﾄ?

Do you speak English?

わかりましたか？ ｱﾀ ﾐｳﾞｨﾝ?

Do you understand?

わかりました。 ｱﾆ ﾐｳﾞｨﾝ

I understand.

わかりません。 ｱﾆ ﾛ ﾐｳﾞｨﾝ

I do not understand.

･･･はどういう意味ですか？ ﾏ ｾﾞ … ?

What does … mean?

･･･頂けますか？ ｱﾀ ﾔｺﾙ ﾍﾞｳﾞｧｶｼｬ … ?

Please … ?

繰り返して ﾗｶｿﾞﾙ ｱﾙ ｾﾞ

repeat

ゆっくり話して ﾚﾀﾞｳﾞｪﾙ ﾚｱﾄ

speak slowly

書いて ﾚｰｼｮﾑ ｴﾄ ｾﾞ

write down

どのように･･･か？ ｴｲｸ ｵﾑﾘﾑ … ?

How do you … ? אתה איך

発音します ﾛﾏﾙ

pronounce לבטא

書きます ﾘｸﾄｳﾞ

write לכתוב

確認

Confirmation
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トイレはどこですか？ ｴﾌｫ ﾊｼﾙﾃｨﾑ?

Where is the toilet?

道に迷いました。 ｱﾆ ｱｳﾞﾄﾞ

I am lost.

医者を呼んで！ ﾃｨｯｶｼｪｰﾙ ﾚ ﾛﾌｪ!

Call a doctor!

警察を呼んで！ ﾃｨｯｶｼｪｰﾙ ﾚ ﾐｼｭﾀﾗ!

Call a police!

助けて頂けませんか？ ｱﾀ ﾔｺｰﾙ ﾗｿﾞﾙ ﾘ ﾍﾞｳﾞｧｶｼｬ?

Could you help me, please?

助けて！ ﾊﾂｨﾙ!

Help!

止まれ！ ｱﾂｫﾙ!

Stop!

離れろ！ ﾚｸ ﾐﾎﾟ!

Go away!

泥棒！ ｶﾞﾅｳﾞ!

Thief!

火事だ！ ｽﾘﾌｧ!

Fire!

私の荷物が･･･ました。 ﾊﾐﾀﾝ ｼｪﾘ …

My luggage has been …

破損し ﾆｿﾞｸ

damaged

紛失し ｱｳﾞｧﾄﾞ

lost

盗まれ ﾆｸﾞﾅｳﾞ

stolen

緊急事態

Emergency
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･･･目的です。 ｱﾆ ｶﾝ …

I am …

商用 ﾚｱｻｷﾑ

on business

観光 ﾍﾞｺﾌｼｬ

on holiday

･･･滞在します。 ｱﾆ ｶﾝ ﾚ …

I am here for …

日 ﾔﾐﾑ

days

週間 ｼｭｳﾞｫｰﾄ

weeks

月 ｺﾀﾞｼﾑ

months

･･･に行く予定です。 ｱﾆ ﾉｾﾔ ﾚ …

I am going to …

･･･に滞在します。 ｱﾆ ｼｮﾍ ﾍﾞ …

I am staying at …

申告するものはありません。 ｴﾝ ﾘ ｱﾙ ﾏ ﾚﾊｯﾂｨﾙ

I have nothing to declare.

申告するものがあります。 ｲｪｼｭ ﾘ ﾏｼﾌ ﾚﾊｯﾂｨﾙ ｱﾗｳﾞ

I have something to declare.

それは私のものです。 ｾﾞ ｼｪﾘ

That is mine.

それは私のものではありません。 ｾﾞ ﾛ ｼｪﾘ

That is not mine.

出入国・税関

immigration & Customs
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ホテルはどこですか？ ｴﾌｫ ﾍﾞﾄ ﾏﾛﾝ?

Where is a hotel?

ゲストハウスはどこですか？ ｴﾌｫ ﾍﾞﾄ ﾊﾊｰﾗｶ?

Where is a guesthouse?

どこかお奨めの･･･場所はありますか？ ｱﾀ ﾔｺﾙ ﾚﾊﾑﾘｯﾂ ｱﾙ ﾏｺﾑ … ?

Can you recommend somewhere … ?

安い ｿﾞﾙ

cheap

良い ﾄｳﾞ

good

近い ｶﾛｳﾞ

nearby

部屋の予約をお願いします。 ｱﾆ ﾛﾂｪ ﾚﾊｽﾞﾐﾝ ｹﾀﾞﾙ ﾍﾞｳﾞｧｶｼｬ

I would like to book a room.

私の名前は･･･です。 ｼｭﾐ …

My name is …

･･･部屋はありますか？ ｲｪｼｭ ﾚｶｰ ｹﾀﾞﾙ … ?

Do you have a … room?

シングル ﾚﾔｷﾄﾞ

single

ダブル ｽﾞｷﾞ

double

ツイン ｶﾌﾙ

twin

一晩幾らですか？ ｶﾏ ｾﾞ ｵﾚ ﾚ ﾗｲﾗ?

How much is it per night?

一人幾らですか？ ｶﾏ ｾﾞ ｵﾚ ﾚ ｱﾀﾞﾑ?

How much is it per person?

クレジットカードで支払えますか？ ｱﾃﾑ ﾐｶﾌﾞﾘﾑ ｶﾙﾃｨｾ ｱｼｭﾗｲ?

Can I pay by credit card?

見せてもらえますか？ ｲﾌｼｬﾙ ﾚﾋｽﾀｹﾙ ｱﾙ ｾﾞ?

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？ ｲﾌｼｬﾙ ﾚｶﾍﾞﾙ ｴﾄ ﾊﾏﾌﾃﾔｸ ｼｪﾘ ﾍﾞｳﾞｧｶｼｬ?

Could I have my room key?

朝食はいつですか？ ﾏﾀｲ ｱﾛｶｰﾄ ﾎﾞｹﾙ?

When is breakfast served? בוקר ארוחת מתי

朝食はどこですか？ ｴﾌｫ ｱﾛｶｰﾄ ﾎﾞｹﾙ?

Where is breakfast served? הבוקר ארוחת איפה

･･･時に起こしてください。 ﾍﾞﾊﾞｶｼｬ ﾚﾀﾌｪﾝ …

Please wake me up at … להעיר אותיבבקשה

･･･過ぎます。 ｾﾞ ﾖﾃﾙ ﾐﾀﾞｲ …

It is too … מדי יותר זה

高 ﾔｶﾙ

expensive

うるさ ﾛｴｼｭ

noisy

小さ ｶﾀﾝ

small

･･･が壊れています。 … ﾛ ｵｳﾞｪﾄﾞ

The … does not works.

エアコン  ﾐｽﾞｸﾞ ｱｳﾞｨﾙ

air conditioner

扇風機 ﾒｱｳﾞﾚﾙ

fan ְמ$וְֵרר

トイレ ｼﾙﾃｨﾑ

toilet

･･･が汚れています。 … ﾊｾﾞ ﾛ ﾅｷ

The … is not clean.

シーツ ﾀﾞﾃﾞｨﾑ

sheet

タオル ﾏｹﾞｳﾞｪﾄ

towel

枕 ｶｰ

pillow ַ�ר

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？ ﾏﾀｲ ﾂﾘｷﾑ ﾗｿﾞｳﾞ?

What time is checkout?

荷物を置いてもよいですか？ ｱﾆ ﾔｺｰﾙ ｼｭﾐﾗﾄ ｶﾌｧﾂｨﾑ?

Can I leave my luggage here? האם אני יכול להשאיר את המטען

･･･を返してください。 ｱﾆ ﾔｺﾙ ﾚｶﾍﾞﾙ ｴﾄ ﾊ …  ｼｪﾘ

Please return my … 

デポジット ﾋﾟｶﾄﾞﾝ

deposit

パスポート ﾀﾞｰｺﾝ

passport

貴重品 ﾄﾞｳﾞｧﾘﾑ ﾔｶﾚ ｴﾚｸ

valuables

石鹸 ｻﾎﾞﾝ

soap

歯ブラシ ﾐｳﾞﾚｼｪﾄ ｼﾅｲﾑ

toothbrush

歯磨き粉 ﾐｼｭｶｰﾄ ｼｭﾅｲﾑ

toothpaste

シャンプー ｼｬﾑﾌﾟ

shampoo

トイレットペーパー ﾒﾑｹﾃﾄ ﾆﾔﾙ

toilet paper

髭剃り ｻｷﾝ ｷﾞﾙｱｸ

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？ ｱﾀ ﾔｺﾙ ﾚﾊﾑﾘｯﾂ ｱﾙ ﾐｻﾀﾞ?

Can you recommend a restaurant?

･･･をお願いします。 ｱﾆ ﾂｧﾘｩ … ﾍﾞｳﾞｧｶｼｬ

I would like… , please.

･･･人テーブル ｼｮﾙｶﾝ ﾚ …

table for …

禁煙席 ｲｿﾞﾙ ﾚﾛ ｲｼｭﾝ

nonsmoking area

メニュー ﾊﾀﾌﾘｯﾄ

menu

飲み物リスト ﾀﾌﾘｯﾄ ﾊﾐｯｼｭｶｵﾄ

drink list

その皿 ﾊﾏｶﾙ ｶｾﾞ

that dish

会計 ﾊｷｼｭﾎﾞﾝ

bill

朝食 ｱﾛｶｰﾄ ﾎﾞｹﾙ

breakfast

昼食 ｱﾛｶｰﾄ ﾂｫﾌｫﾗｲﾑ

lunch

夕食 ｱﾛｶｰﾄ ｴﾚｳﾞ

dinner

軽食 ﾏﾄｸ

snack מתוק

ミネラル・ウォーター ﾏｲﾑ ﾐﾆﾗﾘﾃｨﾑ

mineral water

コーヒー ｶﾌｪ

coffee

紅茶 ﾃ

tea

ソフトドリンク ﾐｼｭｹ ｶﾙ

soft drink

ビール ﾋﾞﾗ

beer

ワイン ﾔｲﾝ

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 ｱﾀ ﾏﾑﾘｯﾂ?

What would you recommend?

何にしますか？ ﾏ ﾊﾞ ﾚｶ?

What would you like?

私は･･･にします。 ｱﾆ ｲｶｸ …

I will have … 

ヴェジタリアンフードはありますか？ ﾔｼｭ ﾗｹﾑ ｵｹﾙ ﾂｨﾑｺｰﾆ?

Do you have vegetarian food?

･･･を抜いてもらえますか？ ｲﾌｼｬｰﾙ ﾚﾊｷﾝ ﾏﾅ ﾌﾞﾘ … ?

Could you prepare a meal without …?

私は･･･のアレルギーです。 ｱﾆ ﾗｷﾞｯｼｭ ﾚ …

I am allergic to … 

バター ｷﾏ

butter

玉子 ﾋﾞﾂｨﾑ

eggs

魚 ﾋﾟﾛﾄ ﾔﾑ

fish

肉 ﾂｨﾙ ﾊﾞｻｰﾙ

meat

乾杯！ ﾁｱｰｽﾞ!

Cheers! ֵהיָדד

これは何ですか？ ﾏ ｾﾞ?

What is that?

幾らですか？ ｶﾏ ｾﾞ ｵﾚ?

How much is it?

十分です。 ﾏｽﾋﾟｸ

Enough.

もう少し。 ﾖﾃ

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？ ｴﾌｫ ｴﾌｼｬｰﾙ ﾚｸﾉﾄ ｶｰﾃｨｽ?

Where can I buy a ticket?

予約が必要ですか？ ｱﾆ ﾂｩｱﾘｸ ﾚﾊｽﾞﾐﾝ ﾓｼｬｳﾞ ﾒﾛｼｭ?

Do I need a book?

･･･行きのチケットを一枚ください。 ｶ^ﾃｨｽ ｴｶﾄﾞ … ﾍﾞｳﾞｧｶｼｬ

One ticket to … , please.

この切符を･･･してください。 ｱﾆ ﾛﾂｪ … ｴﾄ ﾊｶﾙﾃｨｽ ｼｪﾘ

I would like to … my ticket.

キャンセル ﾚｳﾞｧﾀﾙ

cancel

変更 ﾚﾊｸﾘﾌ

change

確認 ﾚｿﾌ

confirm

禁煙席をお願いします。 ｱﾆ ﾛﾂｪ ﾓｼｬｳﾞ ﾚ ﾛ ｲｼｭﾝ ﾍﾞｳﾞｧｶｼｬ

Nonsmoking seat, please.

喫煙席をお願いします。 ｱﾆ ﾛﾂｪ ﾓｼｬｳﾞ ｲﾑ ｲｼｭﾝ ﾍﾞｳﾞｧｶｼｬ

Smoking seat, please.

幾らですか？ ｶﾏ ｾﾞ ｵﾚ?

How much is it?

どれくらい時間が掛かりますか？ ｶﾏ ｽﾞﾏﾝ ﾊﾆｼｱ ﾛｶｶｰﾄ?

How long does the trip take?

直行便ですか？ ﾊｲﾑ ｾﾞ ﾏｽﾙﾙ ﾔｼｰﾙ?

Is it a direct route?

エアコンは付いていますか？ ﾊｲﾑ ｲｪｼｭ ﾐｽﾞｸﾞ ｱｳﾞｨﾙ?

Is there air conditioning?

トイレは付いていますか？ ﾊｲﾑ ｲｪｼｭ ｼﾙﾃｨﾑ?

Is there toilet?

私の荷物が･･･ました。 ﾊﾐﾀﾝ ｼｪﾘ …

My luggage has been …

破損し ﾆｿﾞｸ

damaged

紛失し ｱｳﾞｧﾄﾞ

lost

盗まれ ﾆｸﾞﾅｳﾞ

stolen

移動・交通１

Transport 1
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･･･はどこですか？ ｴﾌｫ … ?

Where is the … ?

到着ゲート ﾏｷﾞｱ

arrivals gate

出発ゲート ﾏﾑﾘｱ

departure gate

この･･･は(　　　)行きですか？ ﾊｲﾑ ｾﾞ ﾊ … ﾚ(       )?

Is this … to (      ) ?

列車 ﾗｹｳﾞｪﾄ

train

バス ｵﾄﾌﾞｽ

bus

飛行機 ﾏﾄｽ

plane

船 ｵﾆﾔ

boat

･･･のバスはいつですか？ ﾋﾞｰｾﾞ ｼｬｱ ﾊｵﾄﾌﾞｽ ﾊ … ?

When the … bus?

始発 ﾘｼｮﾝ

first

最終 ｱｶﾛﾝ

last

次 ﾊﾞ

next

出発時間はいつですか？ ﾏﾀｲ ﾖﾂｪﾄ?

What time does it leave? יוצא זה מתי

これは何駅ですか？ ｴｾﾞ ﾀｶｰﾅ ｶﾝ?

What station is this?

･･･には停まりますか？ ﾊｾﾞ ﾉｾ ｱﾚ … ?

Does it stop at …? ב יעצור זה האם

ここにどれくらい停まりますか？ ｶﾏ ｽﾞﾏﾝ ﾀｶｰﾅ ｶﾝ?

How long do we stop here? כא עוצרים אנחנו זמן כמה

この座席は空いていますか？ ﾊｲﾑ ﾊﾓｼｬｳﾞ ﾊｾﾞ ﾊﾟﾇｲ?

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？ ｶﾏ ｾﾞ ﾚ … ?

How much is it to … ?

メーターを使ってください。 ﾀﾌｨﾙ ﾓﾈ ﾍﾞｳﾞｧｶｼｬ

Please put the meter on.

この住所まで行ってください。 ﾃｨｶｰ ｵﾃｨ ﾗｸﾄｳﾞｪﾄ ﾊｿﾞﾄ ﾍﾞｳﾞｧｶｼｬ

Please take me to this address.

スピードを落としてください。 ﾊ ｴﾄ ﾍﾞｳﾞｧｶｼｬ

Please slow down. .להאט אנא

ここで停まってください。 ﾍﾞｳﾞｧｶｼｬ ﾀﾂｫﾙ ｶﾝ

Please stop here.

ここで待っていてください。 ﾍﾞｳﾞｧｶｼｬ ﾃｨｶｰﾚ ｶﾝ

Please wait here.

■街角で･･･

この道は･･･行きですか？ ﾊｲﾑ ﾊｸｳﾞｨｼｭ ﾊｾﾞ ﾓｳﾞｨﾙ ﾚ … ?

Is this the road to …?

地図で示していただけますか？ ｱﾀ ﾔｺｰﾙ ﾚﾊﾛｯﾄ ﾘ ｱﾙﾊﾏﾊﾟ?

Can you show me on the map?

住所はどこですか？ ﾏ ﾊｸﾄｳﾞｪﾄ?

What is the address?

距離はどれくらいですか？ ｶﾏ ｾﾞ ﾗｺｰｸ?

How far is it?

どうやって行くのですか？ ｴｸ ｱﾆ ﾔｺｰﾙ ﾚﾊｷﾞｱ ﾚｼｬﾑ?

How do I get there?

東 ﾐｽﾞﾗｸ

east

西 ﾏﾗｳﾞ

west

南 ﾀﾞﾛﾑ

south

北 ﾂｧﾌｫﾝ

north

移動・交通３

Transport 3
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･･･です。 ｾﾞ …

It is … 

ここ ｶﾝ

here

あそこ ｼｬﾑ

there

近い ｶﾛｳﾞ ﾚ …

near

遠い ﾗｺｰｸ …

far

･･･の前 ﾚﾌﾈ …

in front of… 

･･･の後 ﾐｱｺﾚ …

behind…

･･･の隣り ﾘﾔﾄﾞ …

next to…

･･･の反対 ﾐﾑﾙ …

opposite…

･･･に曲がって ﾃｨﾌﾈ …

Turn…

右 ｲﾐﾅ

right

左 ｽﾓﾗ

left

･･･で ﾍﾞ …

By… - ְ�

バス ｵﾄﾌﾞｽ

bus

電車 ﾗｹｳﾞｪﾄ

train

タクシー ﾓﾆﾄ

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？ ｴﾌｫ ﾊ ｲﾝﾀﾈｯﾄ ｶﾌｪ ﾊﾐｸﾐ?

Where is the local internet cafe?

一時間で幾らですか？ ｶﾏ ｾﾞ ｵﾚ ﾗｼｬｱ?

How much is it per hour?

･･･したい。 ｱﾆ ﾛﾂｪ …

I would like to…

メールの確認 ﾚｳﾞﾄﾞｸ ｴﾄ ﾊ ｲﾒﾙ ｼｪﾘ

check my email

インターネットに接続 ﾚﾋｼｭﾀﾒｼｭ ﾊﾞ ｲﾝﾀﾈｯﾄ

get internet access

プリンタを使用 ﾚﾋｼｭﾀﾒｼｭ ﾊﾞ ﾏﾄﾞﾍﾟｾﾄ

use a printer

スキャナを使用 ﾚﾋｼｭﾀﾒｼｭ ﾊﾞ ｿﾚｸ

use a scanner

携帯電話をレンタルしてください。 ｱﾆ ﾛﾂｪ ﾃﾚﾌｫﾝ ﾅﾔﾄﾞ ﾚｽｺｰ

I would like a mobile phone for hire.

SIMカードをください。 ｱﾆ ﾛﾂｪ ｶｰﾃｨｽ ｼﾑ ﾗﾚｼｪﾄ ｼｪﾙｶ ﾚｽｺｰ

I would like a SIM card.

料金はいくらですか？ ﾏ ﾊﾀﾘﾌｨﾑ?

What are the rate?

あなたの電話番号は？ ﾏ ﾐｽﾊﾟ^ ﾊ ﾃﾚﾌｫﾝ ｼｪﾙｶｰ?

What is your phone number?

番号は･･･です。 ﾊﾐｽﾊﾟｰ ﾌ …

The number is …

最寄りの公衆電話はどこですか？ ｴﾌｫ ﾊ ﾃﾚﾌｫﾝ ﾊﾂｨﾌﾞﾘ ﾊｷ ｶﾛｳﾞ?

Where is the nearest public phone?

テレフォンカードをください。 ｱﾆ ﾛﾂｪ ﾚｸﾉﾄ ｶｰﾃｨｽ ﾗ ﾃﾚﾌｫﾝ

I would like to buy a phone card.

･･･に電話したい。 ｱﾆ ﾛﾂｪ ﾚﾋｯｶｼｪﾙ ﾚ …

I want to call …

一分で幾らですか？ ｶﾏ ｵﾗ ｼｶｰﾄ ﾃﾚﾌｫﾝ ﾚ ﾀﾞｺﾄ?

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？ ｴﾌｫ ｲｪｼｭ … ?

Where is a/an…?

自動支払機 ｶｽﾌﾟﾏﾄ

ATM

外貨両替所 ｽﾆﾌ ﾊｸﾗｰﾌｧﾄ ﾏﾄﾋﾞｵﾄ

foreign exchange

銀行はいつ開きますか？ ﾏﾀｲ ﾎﾟﾄｷﾑ ｴﾄ ﾊ ﾊﾞﾝｸ?

What time does the bank open? פתוח הבנק מתי

･･･したい。 ｱﾆ ﾛﾂｪ …

I would like to …

･･･はどこでできますか？ ｴﾌｫ ｲｪｼｭ … ?

Where can I … ?

現金の両替 ﾚﾊｸﾘﾌ ｹｾﾌ

change money

トラベラーズチェックの両替 ﾚﾊﾐﾙ ﾁｪｸ ﾐﾀｲﾘﾑ

change T/C

現金引出し ﾚﾑｼｮﾌ ｹｾﾌ

withdraw money

振込手続き ﾚｳﾞｧﾂｪｱ ﾊｰｳﾞｧﾗ

arrange a transfer

･･･は幾らですか？ ﾏ … ?

What is the … ?

両替レート ｼｬｱﾙ ﾊｶﾘﾌｨﾝ

exchange rate

手数料 ﾊﾏﾗ ｱｳﾞﾙ ｾﾞ

charge for that

私宛にお金は届いていますか？ ﾍﾞﾄｸ ｶﾏ ｽﾞﾏﾝ ｾﾞ ﾔｷﾞ ｱ?

Has my money arrived? הגיע שלי הכסף האם

Bank

銀行
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･･･を送りたい。 ｱﾆ ﾛﾂｪ ﾚｼｭﾛｱｸ …

I want to send a …

絵葉書 ｸﾞﾙﾔ

postcard

手紙 ﾐｸﾀｳﾞ

letter

小包 ｶｳﾞｨﾗ

parcel

ファックス ﾌｧｸｽ

fax

船便 ﾄﾞｱﾙ ﾊﾔﾑ

sea mail

特急便 ﾄﾞｱﾙ ﾏﾋﾙ

express mail

･･･を買いたい。 ｱﾆ ﾛﾂｪ ﾚｸﾉﾄ …

I want to buy a …

封筒 ﾏﾀﾌｧ

envelope

切手 ﾌﾞﾙ

stamp

･･･宛に航空便で送ってください。 ﾃｨｼｭﾗｸ ｴﾄ ｾﾞ … ﾍﾞｳﾞｧｶｼｬ ﾃﾞﾚｸ ﾊﾄﾞｱﾙ ﾊｱｳﾞｨﾘ

Please send it by airmail to …

私宛に郵便は届いていますか？ ｲｪｼｭ ﾎﾟ ﾐｸﾀｳﾞ ｼｪﾙ ﾐﾒﾆ?

Is there any mail for me? בשבילי דואר יש האם

郵便局

Post office
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･･･はどこですか？ ｴﾌｫ … ?

Where is a … ?

銀行 ﾊﾞﾝｸ

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 ｶｰﾇﾄ ﾊｺﾙﾎﾞ

department store

書店 ｶｰﾇﾄ ﾊｽﾌｧﾘﾑ

book store

･･･はどこで買えますか？ ｱﾆ ﾐｶﾍﾟｽ …

Where can I buy … ?

･･･を買いたい。 ｱﾆ ﾛﾂｪ ﾚｸﾉﾄ …

I would like to buy …

他にはありませんか？ ｲｪｼｭ ﾚｶｰ ｱｹﾘﾑ?

Do you have any others?

保証は付きますか？ ｲｪｼｭ ｱﾙ ｾﾞ ｱｸﾗﾕﾄ?

Does it have a guarantee?

不良品です。 ｾﾞ ﾛ ｵｳﾞｪﾄﾞ

It is faulty.

･･･をお願いします。 ｱﾆ ﾛﾂｪ … ﾍﾞｳﾞｧｶｼｬ

I would like … , please.

返金 ﾍｸｾﾞｰ

to refund

返品 ﾚﾊｸｼﾞﾙ ｴﾄ ｾﾞ

to return

袋 ﾃｨｸ

a bag

買物１

Shopping 1
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試着していいですか？ ｱﾆ ﾔｺｰﾙ ﾘﾑﾄﾞﾄﾞ?

Can I try it on? לנסות יכול אני האם

サイズが合いません。 ｱﾆ ﾛ ｵﾍｳﾞ ｴﾄ ｾﾞ

It does not fit. .אותו קייל לא אני

小 ｶﾀﾝ

small קטן

中 ﾐﾄﾞﾙ

medium בינוני

大 ｶﾞﾄﾞﾙ

large גדול

幾らですか？ ｶﾏ ｾﾞ ｵﾚ?

How much is it?

値段を書いてもらえますか？ ｱﾀ ﾔｺﾙ ﾚｸﾄｳﾞ ｴﾄ ﾊﾐｷﾙ?

Can you write down the price?

高すぎます。 ｾﾞ ﾔｶｰ ﾐﾀﾞｲ

That is too expensive.

勘定に間違いがあります。 ｲｪｼｭ ﾀｳﾄ ﾊﾞｷｼｭﾎﾞﾝ

There is mistake in the bill.

･･･で支払えますか？ ｱﾃﾑ ﾐｶﾌﾞﾘﾑ …

Do you accept … ?

クレジットカード ｶﾙﾃｨｾ ｱｼｭﾗｲ

credit card

キャッシュカード ｶﾙﾃｨｾ ｷﾕｳﾞ

debit card

トラベラーズチェック ﾁｪｸ ﾀﾔﾘﾑ

T/C

･･･をください。 ｱﾆ ﾛﾂｪ … ﾍﾞｳﾞｧｶｼｬ

I would like … , please.

お釣り ｴﾄ ﾊｵﾃﾞﾌ ｼｪﾘ

my change

領収書 ｶﾊﾞﾗ

receipt

買物２

Shopping 2
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･･･は好きですか？ ｱﾀ ｵﾍｳﾞ … ?

Do you like …?

･･･が好きです。 ｱﾆ ｵﾍｳﾞ …

I like …

芸術 ｱﾏﾇﾄ

art

スポーツ ｽﾎﾟｰﾄ

sports

ダンス ﾘｸﾃﾞｨﾑ

dance מחול

映画 ｺﾙﾉｱ

movies

旅行 ﾚﾀｲｪﾙ

travel נסיעה

料理 ﾋﾞｼｭｳﾙ

cooking בישול

読書 ﾚｸﾛ

reading

･･･はどこですか？ ｴﾌｫ … ?

Where can I find … ?

クラブ ｸﾗﾌﾞ

clubs מועדון

パブ ﾊﾞﾙ

pubs

カフェ ﾍﾞﾄ ｶﾌｪ

cafe

･･･に行きたい。 ｱﾆ ﾛﾂｪ ﾗﾚｹﾄ ﾚ …

I feel like going to … ללכת רוצה אני

パーティ ﾐﾌﾗｶﾞ

party מפלגה

コンサート ｺﾝｻｰﾄ

concert קונצרט

映画 ｺﾙﾉｱ

movie

舞台 ﾊﾞﾏ

stage ִ�יָמה

博物館 ﾑｾﾞｵﾝ

museum מוזיאון

観光１

Sightseeing 1
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開館は何時ですか？ ﾏﾀｲ ﾎﾟﾄｷﾑ?

What time does it open? 

閉館は何時ですか？ ﾏﾀｲ ｿｸﾞﾘﾑ?

What time does it close? 

入場料は幾らですか？ ｶﾏ ﾄﾞｩﾒ ﾊｸﾆｻ?

What is the admission charge?

･･･割引はありますか？ ｲｪｼｭ ﾊﾅｶｰ … ?

Is there discount for … ?

学生 ｽﾃｭﾃﾞﾝﾃｨﾑ

students

子供 ｲﾗﾃﾞｨﾑ

children

･･･が欲しい。 ｱﾆ ﾛﾂｪ …

I would like to …

ガイド ﾏﾄﾞﾘｸ

guide

地図 ﾏﾊﾟ ﾗｲｿﾞﾙ

map

カタログ ｶﾀﾛｸﾞ

catalogue

･･･を観たい。 ｱﾆ ﾛﾂｪ ﾚﾛﾄ …

I would like to see …

あれは何ですか？ ﾏ ｾﾞ?

What is that?

写真を撮ってもいいですか？ ｲﾌｼｬﾙ ﾚﾂｧﾚﾑ?

Can we take photos?

観光２

Sightseeing 2
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次のツアーはいつですか？ ﾏﾀｲ ﾊ ﾃｨﾕﾙ ﾊﾊﾞ?

When is the next tour?

･･･は含まれていますか？ ﾊｲﾑ ｾﾞ ｺﾚﾙ … ?

Is … included?

入場料 ﾄﾞｩﾒ ﾊｸﾆｻ

admission

交通費 ﾀｸﾌﾞﾗ

transport

食費 ｵｹﾙ

food

宿泊費 ﾐｸﾞﾘﾑ

accommodation

ツアーはどれくらいの長さですか？ ｶﾏ ｽﾞﾏﾝ ﾛｹﾔｸ ﾊﾃｨﾕﾙ?

How long is the tour?

何時ごろ戻りますか？ ﾏﾀｲ ｺｽﾞﾘﾑ?

What time should we be back?

観光３

Sightseeing 3



31

警察署はどこですか？ ｴﾌｫ ﾀｶﾅﾄ ﾊﾐｼｭﾀﾗ?

Where is the police station?

被害届を出したい。 ｱﾆ ﾛﾂｪ ﾚﾀﾞｳﾞｪﾔｸ ｱﾙ ｱｳﾞｨﾗ

I want to report an offense.

･･･を紛失しました。 ｲﾊﾞﾃﾞｨﾃｨ ｴﾄ ﾊ … ｼｪﾘ

I have lost my …

･･･を盗まれました。 … ｼｪﾘ ﾆｸﾞﾅｳﾞ

My … was stolen.

鞄 ﾃｨｸ

bag

財布 ｱﾙﾅｸ

wallet

お金 ｹｼｭﾌ

money

パスポート ﾀﾞｰｺﾝ

passport

クレジットカード ｶｰﾃｨｽ ｱｼｭﾗｲ

credit card

トラベラーズチェック ﾁｪｷﾑ ﾗﾀﾔﾘﾑ

T/C

･･･されました。
I have been …

暴行 ﾎﾄｶﾌﾃｨ

assaulted

強盗 ｼｬﾃﾞｨﾄﾞｩ ｵﾃｨ

robbed

大使館と連絡を取りたい。 ｱﾆ ﾛﾂｪ ﾚﾋｯｶｼｪﾙ ｴﾑ ﾊｼｬｸﾞﾘﾙﾄ ｼｪﾘ

I want to contact my embassy.

領事館と連絡を取りたい。 ｱﾆ ﾛﾂｪ ﾚﾋｯｶｼｪﾙ ｴﾑ ﾊｺﾝｽﾘｱ ｼｪﾘ

I want to contact my consulate. יאני רוצה הקונסוליה עם קשר ליצור של

保険に入っています。 ｲｪｼｭ ﾘ ﾋﾞﾄｩｱｸ

I have an insurance.

警察

Police
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最寄りの･･･はどこですか？ ｴﾌｫ ﾊ … ﾊｷ ｶﾛｳﾞ?

Where is the nearest … ?

病院 ﾍﾞﾄ ｺﾘﾑ

hospital

医者 ﾛﾌｪ

doctor

歯医者 ﾛﾌｪ ｼﾅｲﾑ

dentist

薬局 ﾍﾞﾄ ﾐﾙｶｶｰﾄ

pharmacist

医者にかかりたい。 ｱﾆ ﾂｧﾘｸ ﾛﾌｪ

I need a doctor.

女性の医師に診てほしい。 ｲﾌｼｬｰﾙ ﾚｳﾞｧｹﾙ ｴﾂｪﾙ ﾛﾌｧ?

Could I see a female doctor?

薬を切らしてしまいました。 ﾆｸﾞﾐﾙ ﾘ ﾊﾄﾙﾌｫﾄ

I have run out of my medication.

具合が悪いです。 ｱﾆ ｺｰﾚ

I am sick.

ここが痛いです。 ｺｴｳﾞ ﾘ ｶﾝ

It hurts here.

･･･があります。 ｲｪｼｭ ﾘ …

I have a …

咳 ｼｳﾙ

cough שיעול

痰 ｶﾞﾛﾝ ﾂｧﾙﾄﾞ

sore throat

熱 ｺﾑ

fever

頭痛 ｹｴｳﾞ ﾛｼｭ

headache

痛み ｹｴｳﾞ

pain

･･･にアレルギーがあります。 ｱﾆ ﾗｷﾞｼｭ ﾚ …

I am allergic to …

病院１

Hospital 1
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頭 ﾛｼｭ

head

目 ｱｲﾝ

eye

耳 ｵｾﾞﾝ

ear

鼻 ｱﾌ

nose

口 ﾍﾟ

mouth

歯 ｼﾅｴﾑ

teeth

喉 ｶﾞﾛﾝ

throat

首 ﾂｧｳﾞｧﾙ

neck

腕 ｽﾞﾛｱｰ

arm

手 ﾔﾄﾞ

hand

指 ｴﾂﾊﾞ

finger

足 ﾚｹﾞﾙ

leg

胸 ｶｾﾞ

chest

背中 ｶﾞｳﾞ

back

胃 ﾍﾞﾃﾝ

stomach

肌 ｵｰ

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 ｱﾝﾃｨﾋﾞﾖﾃｨｶ

antibiotics

下痢止め ｼﾙｼｭﾙ ﾄﾙﾌｧ

diarrhea medicine שלשולים רפואת

緩下剤 ｺﾒﾙ ﾒｼｬﾙｼｪﾙ

laxatives משלשלים

睡眠薬 ｶﾄﾞｩﾚｲ ｼｪﾅ

sleeping tablets שינה כדורי

痛み止め ｶﾄﾞｩﾘﾑ ﾈｹﾞﾄﾞ ｹｴｳﾞｨﾑ

painkillers כאבים משככי

包帯 ﾀｸﾎﾞｼｪﾄ

bandage תחבושת

消毒薬 ﾒｸﾊﾃ

antiseptic מחטא

コンドーム ｺﾝﾄﾞﾑ

condoms

経口避妊薬 ｴﾑﾂｧｴｲ ﾒﾆｱ

contraceptive אמצעי מניעה

ぜん息 ｱﾂﾏ

asthma

気管支炎 ﾌﾞﾛﾝﾁﾃｨｽ

bronchitis ברונכיטיס

便秘 ｱﾂｨﾙﾄ

constipation

吐き気 ﾌﾞｷﾗ

nauseous

病院３

Hospital 3


