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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、右側にペルシ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、ペルシア語を学習する
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。　

　本書がペルシ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。 ﾊﾞﾚ

Yes. ���۔

いいえ。 ﾅ

No. َ��۔

お願いします。 ﾛﾄﾌｧﾝ

Please. 
ط��۔

ありがとう。 ﾒﾙｼｨ

Thank you. �ر��۔

どういたしまして。 ﾌｰﾍｼ ﾐｰｺﾅﾑ

You are welcome. �واھش �� ��م۔

すいません。 ﾍﾊﾞﾌｼｰﾄﾞｩ

Excuse me. �����د.

ごめんなさい。 ﾍﾊﾞﾌｼｰﾄﾞｩ

Sorry. �����د.

こんにちは。 ｻﾗｰﾑ

Hello.

やあ。 ｻﾗｰﾑ

Hi.

さようなら。 ﾎﾀﾞｰﾊｰﾌｪｽﾞ

Goodbye.

･･･さん(男性) ｱｰｶﾞｰ

Mr …

･･･さん(既婚女性) ｶｰﾉﾑ

Mrs …

･･･さん(未婚女性) ｶｰﾉﾑ

Miss …

お元気ですか？ ﾊｰﾚﾄｰﾝ ﾁｪﾄﾚ?

How are you?

元気です、あなたは？ ｺｰﾊﾞﾑ ｹｲﾚ ﾏﾑﾇｰﾝ  ｼｮﾏｰ ﾁｪﾄﾚｰﾝ?

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？ ｴｽﾒﾄｰﾝ ﾁｪｰｲｪ?

What is your name?

私の名前は･･･です。 ｴｽﾒ ﾏﾝ … ﾊｽﾄ

My name is … 

お会いできて嬉しいです。 ｱｽﾞ ｱｰｼｪﾅｰｲｪｰｴﾄｰﾝ ｺｼｭﾊﾞｸﾀﾑ

I am pleased to meet you.

こちらは私の･･･です。 ｴｰﾝ …ﾏﾝ ﾊｽﾄ

This is my … 

父 ﾍﾟﾀﾞｰ

father

母 ﾏｰﾀﾞｰ

mother

兄弟 ﾊﾞﾗｰﾀﾞｰ

brother

姉妹 ｶｰﾊｰ

sister

夫 ｼｮﾊｰ

husband

妻 ｻﾞﾝ

wife

息子 ﾍﾟｻｰ

son

娘 ﾄﾞｸﾀｰ

daughter

友人 ﾄﾞｰｽﾄ

friend

挨拶・自己紹介２

Greeting & Introduction 2
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これが私の･･･です。 ｴｰﾝ … ﾏﾝ ﾊｽﾄ

Here is my … 

あなたの･･･は？ … ｴﾄｰﾝ ﾁｪｰ ﾊｽﾄ

What is your … ?

住所 ｱｰﾄﾞﾚｽ

address

メールアドレス ｱｰﾄﾞﾚｾ ｲｰﾒｲﾙ

email address

携帯番号 ｼｮﾏｰﾚｲｪ ﾃﾚﾌｫﾝ

mobile number

電話番号 ｼｮﾏｰﾚｲｪ ﾃﾚﾌｫﾝ

phone number

あなたの職業は？ ｼｮｰﾚﾄｰﾝ ﾁｪｰｲｪ?

What is your occupation?

私は･･･です。 ﾏﾝ … ﾊｽﾀﾑ

I am a …

ビジネスマン ﾀｰｼﾞｪｰ

business person

学生 ﾀﾞｰﾈｼｬﾓｰｻﾞ

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？ ｼｮﾏｰ ｺｼﾞｬｰｲｪ ﾊｽﾃｨｰﾝ?

Where are you from?

･･･から来ました。 ﾏﾝ … ｲｪｰ ﾊｽﾀﾑ

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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ﾁｬﾝﾄﾞ ｻﾚﾄ ﾊｽﾄ?

お幾つですか？ ھ�ت؟ ��
ت ��د
How old are you?

･･･歳です。 ﾏﾝ … ｻﾙ ﾀﾞﾗﾑ

I am … years old. دارم ��ل … ن

･･･ですか？ ﾊﾙ ｱﾝﾀ …?

Are you … ? ھل أ�ت...؟
･･･です。 ｱﾅｱ …

I am  …  أ��...
大丈夫 ｺｰﾌﾞ

OK

疲れる ｶｽﾃ

tired

空腹 ｺﾞﾛｽﾈ

hungry

喉が渇く ﾃｼｭﾈ

thirsty

暑い ﾀﾞｰｸﾞ

hot

寒い ｻｰﾄﾞ

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 ｺｼﾞｬｰ

Where

いつ ｹｲ

When

何 ﾁｪ

What

誰 ｷ

Who

なぜ ﾁｪﾗｰ

why

どのように ﾁｪﾄﾙ

How

これは幾らですか？ ﾁｪｶﾞﾄﾞﾙ ﾒｰｼｪ?

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 ﾎﾞﾛﾃﾞｨ / ｺﾛｰｼﾞ

Entrance/Exit

開/閉 ﾊﾞｰｽﾞ / ﾊﾞｽﾃ

Open/Closed

男性/女性 ﾏｰﾄﾞ / ｻﾞﾝ

Men/Women

熱/冷 ﾀﾞｰｸﾞ / ｻﾞｰﾄﾞ

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 ｼｪﾌﾙ

1  one ｲｪｸ

2  two ﾄﾞ

3  three ｾ

4  four ﾁｬｰﾊｰﾙ

5  five ﾊﾟﾝｼﾞ

6  six ｼｪｼｭ

7  seven ﾊﾌﾄ

8  eight ﾊｼｭﾄ

9  nine ﾉｰ

10  ten ﾀﾞｰ

11  eleven ﾀﾞｰｲｪｸ

12  twelve ﾀﾞｰﾄﾞ

13  thirteen ﾀﾞｰｾ

14  fourteen ﾀﾞｰﾁｬｰﾊｰﾙ

15  fifteen ﾀﾞｰﾊﾟﾝｼﾞ

16  sixteen ﾀﾞｰｼｪｼｭ

17  seventeen ﾀﾞｰﾊﾌﾄ

18  eighteen ﾀﾞｰﾊｼｭﾄ

19  nineteen ﾀﾞｰﾉｰ

20  twenty ﾍﾞｰｽﾄ

30  thirty ｾｰ

40  forty ﾁｪﾍﾙ

50  fifty ﾊﾟﾝｼﾞｬｰ

60  sixty ｼｬｽﾄ

70  seventy ﾊﾌﾀｰﾄﾞ

80  eighty ﾊｼｭﾀｰﾄﾞ

90  ninety ﾅｳﾞｧﾄﾞ

100  hundred ﾍｻﾞｰﾙ

1,000  thousand ｲｪｸﾐｰﾙﾖﾝ

数字

Number
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何時ですか？ ｻｰｱﾄ ﾁｬﾝﾃﾞ?

What time is it?

今日は何日ですか？ ｴﾑﾛｰｽﾞ ﾁｪ ﾛｰｾﾞｰ ﾊｽﾄ?

What date is it today?

1月 ｼﾞｬｰﾝｳﾞｨｲｪ

January ژا�و��
2月 ﾌｪﾌﾞﾘｰｲｪ

February �ور��
3月 ﾏｰﾙｽ

March ��رس
4月 ｱｰｳﾞﾘｰﾙ

April اور�ل
5月 ﾒ

May ��
6月 ｼﾞｭｰｱﾝ

June ژو*ن
7月 ｼﾞｭｰｲｰｲｪ

July ژو*��
8月 ｳｰﾄ

August اوت
9月 ｾﾌﾟﾀｰﾝﾌﾞﾙ

September �+)���ر
10月 ｵｸﾄﾌﾞﾙ

October ا-)�,
11月 ﾉｳﾞｧﾝﾌﾞﾙ

November �وا��ر
12月 ﾃﾞｻｰﾝﾌﾞﾙ

December د����ر

時間・日付１

Time & Date 1
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月曜日 ﾄﾞ ｼｬﾝﾍﾞ

Monday

火曜日 ｾ ｼｬﾝﾍﾞ

Tuesday

水曜日 ﾁｬｰﾊｰﾙ ｼｬﾝﾍﾞ

Wednesday

木曜日 ﾊﾟﾝｼﾞ ｼｬﾝﾍﾞ

Thursday

金曜日 ｼﾞｮﾑｴ

Friday

土曜日 ｼｬﾝﾍﾞ

Saturday

日曜日 ｲｪｸｼｬﾝﾍﾞ

Sunday

昨日の･･･ ﾃﾞｨｰﾛｰｽﾞ …

yesterday …

翌日の･･･ ﾌｧｰﾀﾞｰ …

tomorrow …

朝 ｿﾌﾞｰ

morning

昼 ｱｽﾙ

afternoon

晩 ｼｬﾌﾞ

evening

昨夜 ｼｬﾌﾞ ｺﾞｻﾞｼｭﾃ

last night

昨･･･ … ｺﾞｻﾞｼｭﾃ

last …

翌･･･ … ﾊﾞｱﾄﾞ

next …

週 ﾊﾌﾃ

week

月 ﾏｱ

month

年 ｻｰﾙ

year

時間・日付２

Time & Date 2
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英語を話せますか？ ｼｮﾏｰ ｴﾝｹﾞｰﾚｰｾｰ ﾊｰﾌ ﾒｰｻﾞﾈｰﾄﾞ?

Do you speak English?

わかりましたか？ ﾒｰ ﾌｧｰﾒｰﾄﾞ?

Do you understand?

わかりました。 ﾒｰ ﾌｧｰﾏﾑ

I understand.

わかりません。 ﾏﾝ ﾈﾒｰ ﾌｧｰﾏﾑ

I do not understand.

･･･はどういう意味ですか？ ｲﾝﾁｪ ﾏﾆ ｱｽﾄ?

What does … mean? ��؟�م �چ ���رس ��

･･･頂けますか？ ﾛﾄﾌｧﾝ ﾒｰﾀｳﾞｧｰﾈｰﾄﾞ … ?

Please … ?

繰り返して ｱｰﾝ ﾗｰ ﾃｸﾗｰ ﾍﾞｺﾈｰﾄﾞ

repeat

ゆっくり話して ｳﾞｧｼｭｰﾀｰ ﾊｰﾌ

speak slowly

書いて ｱｰﾝﾗｰ ﾍﾞﾈｳﾞｪｼｰﾄﾞ

write down

どのように･･･か？
How do you … ?

発音します ｼｮｰﾏ … ﾛ ﾍﾞ ﾌｧﾙｼ ﾁ ﾐｷﾞﾝ?

pronounce ?ن�گ�م �چ ���رس �� رو  … ���

書きます ﾛﾄﾌｧﾝ ﾔﾀﾞｼｭﾄ ｺﾆﾄﾞ

write د��ن اددا�ت� 
ط��

確認

Confirmation
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トイレはどこですか？ ﾄｰｳﾞｧｰﾚﾄ ｺｼﾞｬｰｽﾄ?

Where is the toilet?

道に迷いました。 ﾏﾝ ｺﾞﾑ ｼｮﾀﾞﾑ

I am lost.

医者を呼んで！ ｲｪｸ ﾄﾞｸﾄﾙ ｾﾀﾞ ｺﾈｰﾝ!

Call a doctor!

警察を呼んで！ ﾎﾟﾘｰｽ ｾﾀﾞ ｺﾈｰﾝ!

Call a police!

助けて頂けませんか？ ﾛﾄﾌｧﾝ ﾒｰｼｪ ﾍﾞ ﾏﾝ ｺﾏｸ ｺﾈｰﾝ?

Could you help me, please?

助けて！ ｺﾏｸ!

Help!

止まれ！ ｴｰｽﾄ!

Stop!

離れろ！ ﾎﾞﾛ ｹﾅｰﾙ!

Go away!

泥棒！ ﾄﾞｽﾞﾄﾞ!

Thief!

火事だ！ ｱｰﾃｰｼｭ!

Fire!

私の荷物が･･･ました。 ﾊﾞｰﾚ ﾏﾝ … ｼｮﾃﾞ

My luggage has been …

破損し ｶﾗｰﾌﾞ

damaged

紛失し ｺﾞﾑ

lost

盗まれ ﾄﾞｽﾞﾃﾞｰﾃﾞ

stolen

緊急事態

Emergency
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･･･目的です。 ﾏﾝ ｴｰﾝｼﾞｬｰ … ﾊｽﾀﾑ

I am …

商用 ﾊﾞﾗｰｲｪ ﾃｼﾞｬｰﾗﾄ

on business

観光 ﾊﾞﾗｰｲｪ ﾀﾃﾗｰﾄ

on holiday

･･･滞在します。 ﾏﾝ ｴｰﾝｼﾞｬｰ ﾊﾞﾗｰｲｪ … ﾊｽﾀﾑ

I am here for …

日 ﾛｰｽﾞ

days

週間 ﾊﾌﾃ

weeks

月 ﾏｰ

months

･･･に行く予定です。 ﾏﾝ ﾍﾞ … ﾒｰﾗｳﾞｧﾑ

I am going to …

･･･に滞在します。 ﾏﾝ ﾀﾞｰ … ﾒｰﾏｰﾅﾑ

I am staying at …

申告するものはありません。 ﾏﾝ ﾁｪｾﾞｰ ﾊﾞﾗｰｲｪ ｴﾄﾃﾗｱ ﾀﾞｰﾀﾞﾝ ﾅﾀﾞｰﾗﾑ

I have nothing to declare.

申告するものがあります。 ﾏﾝ ﾁｪｾﾞｰ ﾊﾞﾗｰｲｪ ｴﾄﾃﾗｱ ﾀﾞｰﾀﾞﾝ ﾀﾞｰﾗﾑ

I have something to declare.

それは私のものです。 ｵﾝ ﾏｰﾚ ﾏﾝ ﾊｽﾄ

That is mine.

それは私のものではありません。 ｵﾝ ﾏｰﾚ ﾏﾝ ﾈｰｽﾄ ﾊｽﾄ

That is not mine.

出入国・税関

immigration & Customs
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ホテルはどこですか？ ﾎﾃﾙ ｺｼﾞｬｰｽﾄ?

Where is a hotel?

ゲストハウスはどこですか？ ﾒﾏｰﾝ ﾊﾟｽﾞｨｰﾙ ｺｼﾞｬｰｽﾄ?

Where is a guesthouse?

どこかお奨めの･･･場所はありますか？ ﾒｰﾄﾈｰﾝ ｼﾞｬｰｲｰ … ﾍﾟｰｼｭﾅﾊｰﾄﾞ ｺﾈｰﾝ?

Can you recommend somewhere … ?

安い ｱﾙｿﾞｰﾝ

cheap

良い ｺｰﾌﾞ

good

近い ﾅｽﾞﾃﾞｰｸ

nearby

部屋の予約をお願いします。 ﾛﾄﾌｧﾝ ﾒｰｶｰﾑ ｲｪｸ ｵﾀｰｸ ﾚｾﾞﾙｳﾞ ｺﾅﾑ

I would like to book a room.

私の名前は･･･です。 ｴｽﾒ ﾏﾝ … ﾊｽﾄ

My name is …

･･･部屋はありますか？ ｼｮﾏｰ ｵﾀｰｹﾞｰ … ﾀﾞｰﾚｰﾝ?

Do you have a … room?

シングル ｲｪｸ ｶｰﾍﾞ

single

ダブル ﾄﾞ ｶｰﾍﾞ

double

ツイン ﾄﾞ ﾅﾌｧﾚ

twin

一晩幾らですか？ ﾊﾞﾗｰｲｪ ﾊｰ ｼｬﾌﾞ ﾁｪｶﾞﾀﾞﾙ ﾊｽﾄ?

How much is it per night?

一人幾らですか？ ﾊﾞﾗｰｲｪ ﾊｰ ﾅﾌｧﾙ ﾁｪｶﾞﾀﾞﾙ ﾊｽﾄ?

How much is it per person?

クレジットカードで支払えますか？ ｼｮﾏｰ ｶﾙﾃ ｴﾃﾊﾞﾚ ｶﾞｰﾎﾞﾙ ﾒｺﾈﾝ?

Can I pay by credit card?

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？ ﾒｰｼｪ ﾛｯﾄﾌｧﾝ ｹﾚｰﾀﾞﾑ ﾛ ﾍﾞﾃﾞｰﾝ?

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? �4د�� �)م )#د�م و2�3 ا1�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? �6ث �)م )#د�م و2�3 ا1�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 … �7 )و9ظ�7 ...
･･･過ぎます。 ｵｰﾝ ｹｲﾘｰ … ﾊｽﾄ

It is too …

高 ｹﾞﾛﾝ

expensive

うるさ ﾎﾟﾙ ｻﾛｾﾀﾞ

noisy

小さ ｺﾁｪｸ

small

･･･が壊れています。 … ｶｰﾙ ﾈﾒｰｺﾈ

The … does not works.

エアコン ﾀｳﾞｪｰｲｪｲｪ ﾏﾄﾎﾞｰ

air conditioner

扇風機 ｱﾙﾏﾙﾜﾊ

fan �رو26
トイレ ﾄｳﾞｧｰﾚｯﾄ

toilet

･･･が汚れています。 ｴｰﾝ … ﾀﾒｰｽﾞ ﾈｰｽﾄ

The … is not clean.

シーツ ﾏﾗｰﾌｪ

sheet

タオル ﾎﾚ

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？ ｳﾞｧｸﾞﾃ ﾀｸﾚｰｲｪｲｪ ｵﾀｰｸﾞ ｹｲ ﾊｽﾄ?

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? ��-��7 )رك ا=�)>2 ��دي ھ��
･･･を返してください。 ﾛﾄﾌｧﾝ ﾒｰｼｪ … ｱﾑ ﾛ ﾍﾞｹﾞｰﾗﾑ?

Please return my … 

デポジット ﾍﾞﾔｰﾈ

deposit

パスポート ﾊﾟｰｽﾎﾟﾙﾄ

passport

貴重品 ｱｼｭﾔｰｲｪ ｹﾞｲﾏﾃｰ

valuables

石鹸 ｻｰﾎﾞｰﾝ

soap

歯ブラシ ﾒｽｳﾞｧｰｸ

toothbrush

歯磨き粉 ｶﾒｰﾙ ﾀﾞﾝﾀﾞｰﾝ

toothpaste

シャンプー ｼｬｰﾑﾎﾟｰ

shampoo

トイレットペーパー ﾀﾞｽﾄﾏｰﾙ ｶｰｶﾞｾﾞｰ

toilet paper

髭剃り ﾃｰｸﾞ

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？ ﾒｰﾄﾈｰﾝ ｲｪｸ ﾚｽﾄﾗｰﾝ ﾋﾟｰｼｭﾅﾊｰﾄﾞ ｺﾈｰﾝ?

Can you recommend a restaurant?

･･･をお願いします。 ﾛﾄﾌｧﾝ ﾏﾝ … ﾒｰｶｰﾑ

I would like… , please.

･･･人テーブル ｲｪｸ ﾒｰｽﾞ ﾊﾞﾗｰｲｪ …

table for …

禁煙席 ｹﾞｽﾏﾃ ｹﾞｲﾚ ｾｶﾞｰﾚ

nonsmoking area

メニュー ﾒﾉｰ

menu

飲み物リスト ﾚｰｽﾃ ﾉｰｼｪｰﾀﾞﾈｰ

drink list

その皿 ｵｰﾝ ｶﾞｻﾞｰ

that dish

会計 ｿｰﾗｯﾄ ﾍｻｰﾌﾞ

bill

朝食 ｿﾌﾞﾊｰﾈ

breakfast

昼食 ﾅｰﾊｰﾙ

lunch

夕食 ｼｬｰﾑ

dinner

軽食 ﾅｰﾊｰﾙ

snack

ミネラル・ウォーター ﾏﾀﾞﾈｰ ｱｰﾍﾞ

mineral water

コーヒー ｶﾞｰｳﾞｪ

coffee

紅茶 ﾁｬｰｲｪｰ

tea

ソフトドリンク ﾉｰｼｬｰﾍﾞ

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？ ｼｮﾏｰ ﾁｪｰ ﾍﾟｰｼｭﾅﾊｰﾄﾞ ﾒｰｺﾈｰﾝ?

What would you recommend?

何にしますか？ ﾁｪｰ ﾒｲﾙ ﾀﾞｰﾚｰﾝ?

What would you like?

私は･･･にします。 ﾏﾝ … ﾒｺｰﾗﾑ

I will have … 

ヴェジタリアンフードはありますか？ ｼｮﾏｰ ｶﾞｻﾞｰｲｪ ｹﾞﾔｰｶｰﾚｰ ﾀﾞｰﾚｰﾝ?

Do you have vegetarian food?

･･･を抜いてもらえますか？ ﾒｰﾄｰﾈｰﾝ ｲｪｸ ｶﾞｻﾞｰｲｪ ﾍﾞﾄﾞｰﾈ … ﾄﾞﾛｽﾄ ｺﾈｰﾝ?

Could you prepare a meal without …?

私は･･･のアレルギーです。 ﾏﾝ ﾍﾞ … ﾊｽｻｰｾｰｲｬﾄ ﾀﾞｰﾗﾑ

I am allergic to … 

バター ｶﾚ

butter

玉子 ﾄｸﾒﾓｰｸﾞ

eggs

魚 ｶﾞｻﾞｰｲｪ ﾀﾞｰﾔｰｲｪ

fish

肉 ｱｰﾌﾞｺﾞｰｼｭﾄ

meat

乾杯！ ｻﾊｱ!

Cheers! ھ)�ف!
これは何ですか？ ｵｰﾝ ﾁｪｰｲｪ?

What is that?

幾らですか？ ﾁｪｶﾞﾄﾞﾙ ﾒｰｼｪ?

How much is it?

十分です。 ｶｰﾌｨｰ

Enough.

もう少し。 ﾋﾞｼｭﾀｰﾙ

A bit more.

レストラン・食事２

Restaurant & Eating 2



19

■駅で･･･

切符はどこで買えますか？ ﾏﾝ ｱｽﾞ ｺｼﾞｬｰ ﾒﾄﾅﾑ ﾋﾞﾚﾄ ﾍﾞｶﾗﾑ?

Where can I buy a ticket?

予約が必要ですか？ ﾗ^-ｾﾞﾑ ﾊｽﾄ ｹ ｼﾞｬ ﾚｾﾞﾙｳﾞ ｺﾅﾑ?

Do I need a book?

･･･行きのチケットを一枚ください。 ｲｪｸ ﾋﾞﾚﾄ ﾍﾞ … ﾛﾄﾌｧﾝ

One ticket to … , please.

この切符を･･･してください。 ﾛﾄﾌｧﾝ ﾏﾝ ｲｪｸ ｼﾞｬ ｲｪ ﾒｶｰﾑ …

I would like to … my ticket.

キャンセル ｶﾝｾﾙ ｺﾅﾑ

cancel

変更 ｱｳﾞｧｽﾞ ｺﾅﾑ

change

確認 ﾍﾞｹﾞﾗﾑ

confirm

禁煙席をお願いします。 ﾛﾄﾌｧﾝ ﾏﾝ ｲｪｸ ｼﾞｬ ｲｪ ﾒｶｰﾑ ｹﾞｲﾚ ｼｶﾞﾚ

Nonsmoking seat, please.

喫煙席をお願いします。 ﾛﾄﾌｧﾝ ﾏﾝ ｲｪｸ ｼﾞｬ ｲｪ ﾒｶｰﾑ ｼｶﾞﾚ

Smoking seat, please.

幾らですか？ ﾁｪｶﾞﾄﾞﾙ ﾒｰｼｪ?

How much is it?

どれくらい時間が掛かりますか？ ﾓｻﾌｪﾗﾄ ﾁｪｶﾞﾄﾞﾙ ﾄﾙ ﾐｹｼｬﾄﾞ?

How long does the trip take?

直行便ですか？ ｲｰﾝ ﾗｰ ﾓｽﾀｹﾞｰﾑ ﾊｽﾄ?

Is it a direct route?

エアコンは付いていますか？ ﾀｳﾞｨｲｪｲｪ ﾏﾄﾎﾞｰ ﾊｽﾄ?

Is there air conditioning?

トイレは付いていますか？ ﾄｳﾞｧﾚﾄ ﾊｽﾄ?

Is there toilet?

私の荷物が･･･ました。 ﾊﾞｰﾚ ﾏﾝ … ｼｮﾃﾞ

My luggage has been …

破損し ｶﾗｰﾌﾞ

damaged

紛失し ｺﾞﾑ

lost

盗まれ ﾄﾞｽﾞﾃﾞｰﾃﾞ

stolen

移動・交通１

Transport 1
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･･･はどこですか？ ﾌﾟﾗｳﾞｧｾﾞ … ?

Where is the … ?

到着ゲート ｺｼﾞｬ ﾐﾔﾔﾄﾞ

arrivals gate

出発ゲート ｺｼﾞｬ ﾊﾚｶﾄ

departure gate

この･･･は(　　　)行きですか？ ｲﾝ … ﾊﾞﾗｲｪ (           ) ﾊｽﾄ?

Is this … to (      ) ?

列車 ｶﾞﾀｰﾙ

train

バス ｵｰﾄﾎﾞｰｽ

bus

飛行機 ﾊｳﾞｧﾍﾟｲﾏ

plane

船 ｹｼｭﾃｨ

boat

･･･のバスはいつですか？ ｵｰﾄﾎﾞｰｾ … ｹｲ ﾊｽﾄ?

When the … bus?

始発 ｱｳﾞｳﾞｧﾙ

first

最終 ｱｰｶﾙ

last

次 ﾊﾞﾃﾞｨ

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？ ｲﾝ ｺﾄﾞﾑ ｲｽﾄｶﾞｰ ﾊｽﾄ?

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？ ｲﾝ ｼﾞｬｰ ｶｰﾘ ﾊｽﾄ?

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？ ﾊﾞﾗｲｪ … ﾁｪｶﾞﾄﾞﾙ ﾐｰｼｪ?

How much is it to … ?

メーターを使ってください。 ﾛﾄﾌｧﾝ ﾀｸｼｰﾒﾄﾙ ﾛ ﾛｼｬﾝ ｺﾝ

Please put the meter on.

この住所まで行ってください。 ﾛﾄﾌｧﾝ ﾏﾝ ﾛ ﾍﾞ ｲﾝ ｱﾄﾞﾚｽ ﾍﾞﾊﾞﾙ

Please take me to this address.

スピードを落としてください。 ﾛﾄﾌｧﾝ ｽｰｸ ﾋﾞﾎﾞｯﾄ 

Please slow down.

ここで停まってください。 ﾛﾄﾌｧﾝ ｲﾝｼﾞｬｰ ﾀｳﾞｧｸﾞｺﾞﾌ ｺﾝ

Please stop here.

ここで待っていてください。 ﾛﾄﾌｧﾝ ｲﾝｼﾞｬｰ ﾓﾝﾀｾﾞﾙ ﾊﾞｰｼｭ

Please wait here.

■街角で･･･

この道は･･･行きですか？ ｲﾝ ﾗｰ ﾍﾞ … ﾐﾚ?

Is this the road to …?

地図で示していただけますか？ ﾐﾄﾆﾝ ﾀﾞﾙ ﾅｸﾞｼｪ ﾍﾞ ﾏﾝ ﾈｼｭﾝ ﾍﾞﾃﾞｨﾝ?

Can you show me on the map?

住所はどこですか？ ｱｰﾄﾞﾚｾｼｭ ﾁｰ ﾊｽﾄ?

What is the address?

距離はどれくらいですか？ ﾀｰ ｵｰﾝｼﾞｬｰ ﾁｪｶﾞﾄﾞﾙ ﾗｰ ﾊｽﾄ?

How far is it?

どうやって行くのですか？ ﾁｪﾄﾙ ﾍﾞ ｵｰ^ﾝｼﾞｬｰ ﾍﾞﾗﾑ?

How do I get there?

東 ｼｬﾙｸﾞ

east

西 ｶﾞﾙﾌﾞ

west

南 ｼﾞｮﾉｰﾌﾞ

south

北 ｼｮﾏｰﾙ

north

移動・交通３

Transport 3
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･･･です。 ｵｰﾝ … ﾊｽﾄ

It is … 

ここ ｲｰﾝｼﾞｬ

here

あそこ ｵｰﾝｼﾞｬ

there

近い ﾅｽﾞﾃﾞｨｹ …

near

遠い ﾄﾞｰﾙ

far

･･･の前 ｼﾞｪﾛｲｪ …

in front of… 

･･･の後 ﾎﾟｼｭﾃ …

behind…

･･･の隣り ｹﾅｰﾚ …

next to…

･･･の反対 ﾓｶﾞｰﾍﾞﾚ …

opposite…

･･･に曲がって ﾍﾞﾋﾟｰﾁ …

Turn…

右 ﾗｰｽﾄ

right

左 ﾁｬﾌﾟ

left

･･･で
By…

バス ｵｰﾄﾎﾞｰｽ

bus

電車 ｶﾞﾀｰﾙ

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？ ｶﾌｪｰ ﾈﾃ ﾏﾊﾙﾘｰ ｺｼﾞｬｰｽﾄ?

Where is the local internet cafe?

一時間で幾らですか？ ﾊﾞﾗｰｲｪ ﾊﾙ ｻｰﾄ ﾁｪｶﾞﾀﾞﾙ ﾒｼｪ?

How much is it per hour?

･･･したい。 ﾐｶｰﾑ …

I would like to…

メールの確認 ｲｰﾒｲﾗﾑ ﾛ ﾁｪｸ ｺﾅﾑ

check my email

インターネットに接続 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ﾛ ﾍﾞｷﾞﾗﾑ

get internet access

プリンタを使用 ｱｽﾞ ﾋﾟﾘﾝﾃﾙ ｴｽﾃﾌｧｰﾃﾞ ｺﾅﾑ

use a printer

スキャナを使用 ｱｽﾞ ｴｽｶﾈﾙ ｴｽﾃﾌｧｰﾃﾞ ｺﾅﾑ

use a scanner

携帯電話をレンタルしてください。 ﾏﾝ ﾃﾚﾌｫﾈ ﾊﾑﾗｰ ﾊﾞﾗｰｲｪ ｹﾗｰｲｪ ﾐ ｶｰﾑ

I would like a mobile phone for hire.

SIMカードをください。 ﾏﾝ ｼｰﾑ ｶｰﾙﾄ ﾊﾞﾗｰｲｪ ｼｬﾊﾞｹﾄｰﾝ ﾐ ｶｰﾑ

I would like a SIM card.

料金はいくらですか？ ﾈﾙｸ ﾁｪｶﾞﾄﾞﾙ ﾊｽﾄ?

What are the rate?

あなたの電話番号は？ ｼｮﾏｰﾘｪ ﾃﾚﾌｫﾈﾄｰﾝ ﾁｬﾝﾃﾞ?

What is your phone number?

番号は･･･です。 ｼｮﾏｰﾚ … ﾊｽﾄ?

The number is …

最寄りの公衆電話はどこですか？ ﾅｽﾞﾃﾞｨｸﾀﾘﾝ ﾃﾚﾌｫﾈ ｵﾓﾐｰ ｺｼﾞｬｰｽﾄ?

Where is the nearest public phone?

テレフォンカードをください。 ﾐｶｰﾑ ｲｪｸ ｶﾙﾃ ﾃﾚﾌｫﾝ ﾍﾞｶﾗﾑ

I would like to buy a phone card.

･･･に電話したい。 ﾏﾝ ﾐｶｰﾑ ﾍﾞ … ﾃﾚﾌｫﾝ ﾍﾞｺﾅﾑ

I want to call …

一分で幾らですか？ ﾀﾞｷﾞｰｹﾞ ﾃﾚﾌｫﾝ ﾁｪｶﾞﾀﾞﾙ ﾐｰｼｪ?

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？ … ｺｼﾞｬｰｽﾄ?

Where is a/an…?

自動支払機 ｺﾄﾞﾊﾟﾙﾀﾞｰｽﾞ

ATM

外貨両替所 ｻﾙﾗｰﾌｨ

foreign exchange

銀行はいつ開きますか？ ｵｰﾝ ﾁｪ ｻｰｱﾃｨ ﾊﾞｰｽﾞ?

What time does the bank open?

･･･したい。 ﾏﾝ ﾐｶｰﾑ ﾍﾞ …

I would like to …

･･･はどこでできますか？ … ｺｼﾞｬｰｽﾄ?

Where can I … ?

現金の両替 ﾎﾟｰ^ﾙ ｺｰﾄﾞ ｺﾅﾑ

change money

トラベラーズチェックの両替 ﾁｪｹ ﾓｻﾌｪﾗｰﾃｨ ﾅｸﾞﾄﾞ ｺﾅﾑ

change T/C

現金引出し ﾎﾟｰﾙ ﾍﾞｷﾞﾗﾑ

withdraw money

振込手続き ﾎﾟｰﾙ ﾍﾞﾌｪﾚｽﾀﾑ

arrange a transfer

･･･は幾らですか？ … ﾁ ﾊｽﾄ?

What is the … ?

両替レート ﾈﾙｹ ｱﾙｽﾞ

exchange rate

手数料 ｶｰﾙｼﾞｪｼｭ

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
7؟

Bank

銀行
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･･･を送りたい。 ﾏﾝ ﾐｶｰﾑ ｲｪｸ … ﾍﾞﾌｪﾚｽﾀﾑ

I want to send a …

絵葉書 ｶﾙﾃ ﾎﾟｽﾀｰﾙ

postcard

手紙 ﾅｰﾒ

letter

小包 ﾊﾞｽﾃ

parcel

ファックス ﾌｧｸｽ

fax

船便 ﾎﾟｽﾃ ｻﾞﾐﾆ

sea mail

特急便 ﾎﾟｽﾃ ｴｸｽﾌﾟﾚｽ

express mail

･･･を買いたい。 ﾏﾝ ﾐｶｰﾑｲｪｸ … ﾍﾞｶﾗﾑ

I want to buy a …

封筒 ﾊﾟｰｶﾄ

envelope

切手 ﾀﾑﾙ

stamp

･･･宛に航空便で送ってください。 ﾛﾄﾌｧﾝ ｵｰﾝ ﾛ ﾍﾞ … ﾊﾞ ﾎﾟｽﾃ ﾊｳﾞｧｰｲ ﾍﾞﾌｪﾚｽﾃｨﾝ

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? 
7؟ 2���
ھل ھ��ك أي ا
�ر�د ��

郵便局

Post office
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･･･はどこですか？ … ｺｼﾞｬｰｽﾄ

Where is a … ?

銀行 ﾊﾞﾝｸ

bank

スーパーマーケット ﾌｫｰﾛｰｼｭｶﾞｰ

supermarket

デパート ﾌｫｰﾛｰｼｭｶﾞｰ ｴ ｻﾞﾝｼﾞｰﾚｲｰ

department store

書店 ｹﾀｰﾌﾞ ﾌｫｰﾛｰｼｪｰ

book store

･･･はどこで買えますか？ ﾏﾝ ﾄﾞﾝﾊﾞｰﾚ … ﾐｰｶﾞﾙﾀﾞﾑ

Where can I buy … ?

･･･を買いたい。 ﾏﾝ ﾐｶｰﾑｲｪｸ … ﾍﾞｶﾗﾑ

I would like to buy …

他にはありませんか？ ﾁｰｾﾞ ﾃﾞｨｰｹﾞ ﾊﾑ ﾀﾞｰﾚﾝ?

Do you have any others?

保証は付きますか？ ｵｰﾝ ｶﾞｰﾗﾝﾃｨ ﾀﾞｰﾚ?

Does it have a guarantee?

不良品です。 ｵｰﾝ ｶﾗｰﾍﾞ

It is faulty.

･･･をお願いします。
I would like … , please.

返金 ﾏﾝ ﾐｰｶｰﾝ ﾎﾟｰﾗﾑ ﾛ ﾊﾟｽ ﾍﾞｷﾞｰﾗﾑ

to refund

返品 ﾏﾝ ﾐｰｶｰﾝ ｴｰﾝ ﾛ ﾊﾟｽ ﾍﾞﾀﾞﾑ

to return

袋 ﾛﾄﾌｧﾝ ﾏﾝ ｲｪｸ ｷｰｾ ﾐｰｶﾝ

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�6ول �4?؟
サイズが合いません。 ﾗｱ ﾕﾅｼﾌﾞﾆｰ

It does not fit. .@�&� A ��B�
小 ｺｰﾁｪｸ

small

中 ﾑﾀﾜｼｯﾄ

medium �)و�ط
大 ﾎﾞｿﾞｰｸﾞ

large

幾らですか？ ｵｰﾝ ﾁｪｶﾞﾄﾞﾙ ﾊｽﾄ?

How much is it?

値段を書いてもらえますか？ ﾐｰﾄﾆｰﾝ ｹﾞｲﾏｯﾄ ﾛ ﾍﾞﾈｳﾞｨｼﾝ?

Can you write down the price?

高すぎます。 ｵｰﾝ ｹｲﾘｰ ｹﾞﾛﾝ ﾊｽﾄ

That is too expensive.

勘定に間違いがあります。 ﾀﾞﾙ ｿﾗｯﾄﾍｻｰﾌﾞ ｴｼｭﾃﾊﾞｰ ｼｮﾃﾞ

There is mistake in the bill.

･･･で支払えますか？ ｼｮﾏｰ … ｶﾞﾎﾞｰﾙ ﾐｺﾈｰﾝ?

Do you accept … ?

クレジットカード ｶﾙﾃ ｴﾃﾊﾞﾘｰ

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 ﾁｪｹ ﾓｻﾌｪﾗﾃｨ

T/C

･･･をください。 ﾛﾄﾌｧﾝ ﾏﾝ … ﾐｶｰﾑ

I would like … , please.

お釣り ﾍﾞｷﾞｲｪｲｪ ﾎﾟﾗﾑ ﾛ

my change

領収書 ｲｪｸ ﾚｼｰﾄﾞ

receipt

買物２

Shopping 2
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･･･は好きですか？ ｼｮﾏｰ … ﾄﾞｰｽﾄ ﾀﾞｰﾘﾝ?

Do you like …?

･･･が好きです。 ﾏﾝ … ﾄﾞｰｽﾄ ﾀﾞｰﾗﾑ

I like …

芸術 ﾎﾅｰ

art

スポーツ ｳﾞｧﾙｾﾞｼｭ

sports

ダンス ｱﾙﾗｽ

dance ا
ر9ص
映画 ﾌｨﾙﾑ

movies

旅行 ｱｯｻﾌｧ

travel ��ر
音楽 ｱﾙ ﾑｯｼｰｶ

music

読書 ｶｰﾝﾀﾞﾝ

reading

･･･はどこですか？ … ｺｼﾞｬｰｽﾄ

Where can I find … ?

クラブ ﾊﾞｰ

clubs

パブ ｱﾙﾊｲﾅｰﾄ

pubs ا
���6ت
カフェ ｶｰﾌｪ

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 6زب
コンサート ｺﾝｻﾙ

concert �و��2�# 2��6
映画 ﾌｨﾙﾑ

movie

舞台 ﾏｽﾗﾊ

stage ��رح
博物館 ﾏﾀﾊﾙﾌ

museum �)6ف

観光１

Sightseeing 1
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開館は何時ですか？ ｵｰﾝ ﾁｪ ｻｰｱﾃｨ ﾊﾞｰｽﾞ?

What time does it open? 

閉館は何時ですか？ ｵｰﾝ ﾁｪ ﾊﾞｽﾃ ﾐｰｼｪ?

What time does it close? 

入場料は幾らですか？ ｳﾞｫﾛﾃﾞｨ ﾁｪｶﾞｰﾄﾞﾚ?

What is the admission charge?

･･･割引はありますか？ ﾊﾞﾗｰｲｪ … ﾀｸﾌｨﾌ ﾌｧｽﾄ?

Is there discount for … ?

学生 ﾀﾞｰﾈｼｬﾓｰｻﾞ

students

子供 ﾊﾞｸﾁｪﾊ

children

･･･が欲しい。 ﾏﾝ ｲｪｸ … ﾐｶｰﾑ

I would like to …

ガイド ﾗｰﾅﾏｰ

guide

地図 ﾅｸﾞｼｪｲｪ ﾏﾊﾘｰ

map

カタログ ｶﾀﾛｸﾞ

catalogue

･･･を観たい。 ﾏﾝ ﾐｶｰﾑ … ﾛ ﾍﾞﾋﾞｰﾅﾑ

I would like to see …

あれは何ですか？ ｵｰﾝ ﾁｰｲｪ?

What is that?

写真を撮ってもいいですか？ ﾐﾄﾅﾑ ｱｸｽ ﾍﾞｷﾞｰﾗﾑ?

Can we take photos?

観光２

Sightseeing 2
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次のツアーはいつですか？ ﾄｰﾙ ﾊﾞﾃﾞｨ ｹｲ ﾊｽﾄ?

When is the next tour?

･･･は含まれていますか？ ｵｰﾝ ｼｬｰﾒﾚ … ﾊﾑ ﾊｽﾄ?

Is … included?

入場料 ｳﾞｫﾛﾃﾞｨ

admission

交通費 ﾊﾑﾛﾅｸﾞﾙ

transport

食費 ｶﾞｻﾞｰ

food

宿泊費 ﾏｽｶﾝ

accommodation

ツアーはどれくらいの長さですか？ ﾄｰﾙ ﾁｪｶﾞﾄﾞﾙ ﾄﾙ ﾐｹｼｪ?

How long is the tour?

何時ごろ戻りますか？ ﾏｰ ﾁｪｻｰｱﾃｨ ﾊﾞﾔｯﾄﾞ ﾊﾞｶﾞﾙﾃﾞｨﾑ?

What time should we be back?

観光３

Sightseeing 3



31

警察署はどこですか？ ｴﾀﾞｰﾚｲｪ ﾎﾟﾘｽ ｺｼﾞｬｰｽﾄ?

Where is the police station?

被害届を出したい。 ﾏﾝ ﾐｶｰﾑ ｲｪｸ ｹﾗｰﾌ ﾛ ｺﾞｻﾞｰﾚｼｭ ﾍﾞﾀﾞﾑ

I want to report an offense.

･･･を紛失しました。 ﾏﾝ … ｱﾑ ﾛ ｺﾞﾑ ｶﾙﾀﾞﾑ 

I have lost my …

･･･を盗まれました。 … ｱﾑ ﾄﾞｽﾞﾃﾞｨｰﾃﾞ ｼｮﾄﾞ

My … was stolen.

鞄 ｷｰﾌ

bag

財布 ｷｰﾌ

wallet

お金 ﾎﾟｰﾙ

money

パスポート ｺﾞｻﾞﾙ ﾅｰﾒ

passport

クレジットカード ｶﾙﾃ ｴﾃﾊﾞﾘ

credit card

トラベラーズチェック ﾁｪｹ ﾓｻﾌｪﾗﾃｨ

T/C

･･･されました。
I have been …

暴行 ﾏﾉ ｱｼﾞﾔｯﾄ ｶﾙﾀﾞﾝ

assaulted

強盗 ｳﾞｧｻｰｲｪﾗﾑ ﾛ ﾄﾞｽﾞﾃﾞｨﾀﾞﾝ

robbed

大使館と連絡を取りたい。 ﾏﾝ ﾐｶｰﾑ ﾊﾞｰ ｾﾌｧｰﾗﾀﾑ ﾀﾏｰｽ ﾍﾞｷﾞｰﾗﾑ

I want to contact my embassy.

領事館と連絡を取りたい。 ﾏﾝ ﾐｶｰﾑ ﾊﾞｰ ｾﾌｧｰﾗﾀﾑ ﾀﾏｰｽ ﾍﾞｷﾞｰﾗﾑ

I want to contact my consulate.

保険に入っています。 ﾏﾝ ﾋﾞｰﾒ ﾀﾞｰﾗﾑ

I have an insurance.

警察

Police
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最寄りの･･･はどこですか？ ﾅｽﾞﾃﾞｨｰｸﾀﾘﾝ … ｺｼﾞｬｰｽﾄ?

Where is the nearest … ?

病院 ﾋﾞﾏｰﾚｽﾀｰﾝ

hospital

医者 ﾄﾞｸﾄﾙ

doctor

歯医者 ﾀﾞﾝﾀﾞｰﾝ ﾍﾟｼﾞｪｼｭｸ

dentist

薬局 ﾀﾞﾛｶｰﾈｲｪ

pharmacist

医者にかかりたい。 ﾏﾝ ｲｪｸ ﾄﾞｸﾄﾙ ﾗｰｾﾞﾑ ﾀﾞｰﾗﾑ

I need a doctor.

女性の医師に診てほしい。 ﾐｰﾄｰﾅﾑ ｲｪｸ ﾄﾞｸﾄﾚ ｶｰﾉﾑ ﾛ ﾍﾞﾋﾞｰﾅﾑ

Could I see a female doctor?

薬を切らしてしまいました。 ﾀﾞｰﾛｰﾊｰﾑ ﾀﾓｰﾑ ｼｮﾃﾞ

I have run out of my medication.

具合が悪いです。 ﾏﾝ ﾏﾘｰｽﾞ ﾊｽﾀﾑ

I am sick.

ここが痛いです。 ｲﾝｼﾞｬｰ ﾀﾞﾙﾄﾞ ﾐｺﾈ

It hurts here.

･･･があります。 ﾏﾝ … ﾀﾞｰﾗﾑ

I have a …

咳 ｽｱｰﾙ

cough �>�ل
痰 ｶﾞﾛﾀﾞｰﾄﾞ

sore throat

熱 ﾀﾌﾞ

fever

頭痛 ｻﾙﾀﾞｰﾄﾞ

headache

痛み ﾀﾞｰﾄﾞ

pain

･･･にアレルギーがあります。 ﾏﾝ ﾍﾞ … ﾊｽｼｰﾔｯﾄ ﾀﾞｰﾗﾑ

I am allergic to …

病院１

Hospital 1



33

頭 ｻｰ

head

目 ﾁｪｼｭﾑ

eye

耳 ｺﾞｰｼｭ

ear

鼻 ﾋﾞﾆ

nose

口 ﾀﾞﾊｰﾝ

mouth

歯 ﾀﾞﾝﾀﾞｰﾝ

teeth

喉 ｶﾞﾛ

throat

首 ｶﾞﾙﾀﾞﾝ

neck

腕 ﾊﾞｰｿﾞ

arm

手 ﾀﾞｽﾄ

hand

指 ｱﾝｺﾞｼｭﾄ

finger

足 ｻｰｹﾞﾊﾟｰ

leg

胸 ｼｰﾈ

chest

背中 ﾎﾟｼｭﾄ

back

胃 ﾒﾃﾞ

stomach

肌 ﾎﾟｰｽﾄ

skin

病院２

Hospital 2
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解熱鎮痛剤 ｱｰｽﾋﾟﾘﾝ

aspirin

抗生物質 ｱｰﾝﾃｨﾋﾞﾖﾃｨｸ

antibiotics

下痢止め ｴｽﾊｰﾙ

diarrhea medicine

緩下剤 ｱﾙﾑｽﾘﾗｰﾄ

laxatives ا
���Gت
睡眠薬 ﾊﾌﾞｰﾌﾞ ﾘﾅｳﾝ

sleeping tablets ا
�وم أ9راص
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 ｶｰﾝﾄﾞﾑ

condoms

経口避妊薬 ﾏｰﾆｬ ｲﾙﾊﾑﾙ

contraceptive ا
�6ل ��$ و��*ل

ぜん息 ｱｰｽﾑ

asthma

気管支炎 ｲﾙﾃｨﾊｰﾌﾞ ｱｼｬｰﾋﾞｰ

bronchitis �>�7 ا
)��ب
便秘 ﾖﾎﾞｻﾄ

constipation

吐き気 ﾀﾊｳﾞﾎﾞ

nauseous

病院３

Hospital 3


