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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、右側にロ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、ロシア語を学習する
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。　

　本書がロ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。 ﾀﾞｰ

Yes. Да.

いいえ。 ﾆｴｯﾄ

No. Het.

お願いします。 ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ

Please. Πожалуйста.

ありがとう。 ｽﾊﾟｽｨｰﾊﾞ

Thank you. Cпасибо

どういたしまして。 ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ

You are welcome. Πожалуйста.

すいません。 ｲｽﾞｳﾞｨﾆｰﾁｪ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ

Excuse me. Извините, пожалуйста.

ごめんなさい。 ｲｽﾞｳﾞｨﾆｰﾁｪ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ

Sorry. Извините, пожалуйста.

こんにちは。 ｽﾞﾄﾞﾗｽﾄｳﾞｨﾁｪ

Hello.

やあ。 ﾌﾟﾘｳﾞｨｴｯﾄ

Hi.

さようなら。 ﾀﾞｽｳﾞｨﾀﾞｰﾆｬ/ﾊﾟｶ

Goodbye.

･･･さん(男性) ｶﾞｽﾊﾟﾃﾞｨﾝ

Mr …

･･･さん(既婚女性) ｶﾞｽﾊﾟｼﾞｬ

Mrs …

･･･さん(未婚女性) ｶﾞｽﾊﾟｼﾞｬ

Miss …

お元気ですか？ ｶｰｸ ﾃﾞｨﾗ?

How are you?

元気です、あなたは？ ｽﾊﾟｽｨｰﾊﾞ ﾊﾗｼｮｰ   ｱ ｳ ｳﾞｧｽ?

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？ ｶｰｸ ｳﾞｧｽﾞ ｻﾞｳﾞｰﾄ?

What is your name?

私の名前は･･･です。 ﾐﾆｬ ｻﾞｳﾞｰﾄ ･･･

My name is … 

お会いできて嬉しいです。 ｵｰﾁﾝ ﾌﾟﾘﾔｰﾄﾅ

I am pleased to meet you.

こちらは私の･･･です。 ｴﾀ ･･･

This is my … 

父 ﾓｲ ｱﾃｨｴｯﾄ

father

母 ﾏﾔ ﾏﾃｨ

mother

兄弟 ﾓｲ ﾌﾞﾗｯﾄ

brother

姉妹 ﾏﾔ ｼｽﾄﾗ

sister

夫 ﾓｲ ﾑｰｼｭ

husband

妻 ﾏﾔ ｽﾞｨﾅ

wife

息子 ﾓｲ ｽｨﾝ

son

娘 ﾏﾔ ﾄﾞｰﾁｶ

daughter

友人 ﾓｲ ﾄﾞﾙｯｸ

friend

挨拶・自己紹介２

Greeting & Introduction 2
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これが私の･･･です。 ｳﾞｫﾄ ﾓｲ ･･･

Here is my … 

あなたの･･･は？ ﾓｼﾞｭﾅ ｳﾞｧｼｭ ･･･?

What is your … ?

住所 ｱﾄﾞﾚｽ

address

メールアドレス ｲｰﾒｲﾙ

email address

携帯番号 ﾉﾐﾙ ﾃｨﾘﾌｫﾅ

mobile number

電話番号 ﾉﾐﾙ ﾃｨﾘﾌｫﾅ

phone number

あなたの職業は？ ｹﾑ ｳﾞｨ ﾗｳﾞｫﾃｲﾁｪ?

What is your occupation?

私は･･･です。 ﾔｰ

I am a …

ビジネスマン ﾋﾞｽﾞﾈｽﾒﾝ

business person

学生 ｽﾃｩﾃﾞｨｴﾝﾄ/ｽﾃｩﾃﾞｨｴﾝﾄｶ

student

技術者 ｳﾁｮｰﾆ/ｳﾁｮｰﾆｬ

engineer

芸術家 ﾌｰﾄﾞｼﾞｭﾆｯｸ

artist

どちらから来ましたか？ ｳﾞｨｰ ｱﾄｸｰﾀﾞ?

Where are you from?

･･･から来ました。 ﾔｰ ｲｽﾞ ･･･

I am from …

結婚していますか？ ｳﾞｨｰ ｼﾞｬﾅﾃｨ?    ｳﾞｨｰ ｻﾞﾑｼﾞﾑ?

Are you married?

結婚しています。 ﾔｰ ｼﾞｬﾅｯﾄ/ﾔｰ ｻﾞﾑｼﾞﾑ

I am married.

独身です。 ﾔｰ ﾎｰｽﾄ/ﾎｰｽﾀ

I am single.

挨拶・自己紹介３

Greeting & Introduction 3
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お幾つですか？ ｽｺﾘｶ ｳﾞｧﾑ ﾘｪﾄ?

How old are you?

･･･歳です。 ﾑﾆｪ ･･･ ﾘｪﾄ

I am … years old.

･･･ですか？ ｱ ｳﾞｨｰ ･･･?

Are you … ?

･･･です。 ﾔｰ ･･･

I am  …

大丈夫 ｼｬｯｼﾌ    ｼｬｯｼｳﾞｧ

OK

疲れる ｳｽﾀﾙ

tired

空腹 ｺﾞﾗﾃﾞｨ    ｺﾞﾗﾀﾞ

hungry

喉が渇く ﾎｰﾁｪｼｭﾋﾟｰﾄ

thirsty

暑い ｼﾞｬﾙｶ

hot

寒い ｻﾞﾒﾛｽﾞ 

cold

天気はどうですか？ ｶｶｲｪｰ ﾊﾟｺﾞｰﾀﾞ?

What is the weather like?

暑いです ｼﾞｬﾙｶ

hot

寒いです ﾎﾗｰﾄﾞﾅ

cold

雨です ｲﾃﾞｨﾖｯﾄ ﾄﾞｯｼｭ

rainy

春 ｳﾞｨｽﾅ

spring

夏 ﾘｪﾀ

summer

秋 ｵｼﾝ

autumn

冬 ｼﾞﾏｰ

winter

Greeting & Introduction 4
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どこ ｸﾞﾃﾞｨｴ

Where

いつ ｶｸﾞﾀﾞｰ

When

何 ｼｭﾄｰ

What

誰 ｸﾄｰ

Who

なぜ ﾊﾟﾁﾑｰ

why

どのように ｶｰｸ

How

これは幾らですか？ ｽｺｰﾘｶ ｽﾄｲﾄ?

How much is it?

･･･できますか？ ﾓｼﾞｭﾅ

Can I … ?

入口/出口 ﾌｫｯﾄ/ｳﾞｨﾎｯﾄ

Entrance/Exit

開/閉 ｱﾄｸﾙｰﾃｨ/ｻﾞｸﾙｰﾃｨ

Open/Closed

男性/女性 ﾑｯｼｭｺｲ/ｼﾞｪﾝｽｷｰ

Men/Women

熱/冷 ｶﾞﾘｱﾁｪ/ﾊﾛﾄﾞﾅｰ

Hot/Cool

禁止 ｻﾞﾌﾟﾘｼｪｲﾂｧ

Prohibited

挨拶・自己紹介５

Greeting & Introduction 5
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0  zero                               ﾉﾙ

1  one                               ｱﾃﾞｨﾝ/ｱﾄﾞﾅ

2  two                               ﾄﾞｳﾞｧ/ﾄﾞｳﾞｪ

3  three                               ﾄﾘｰ

4  four                               ﾁﾃｨﾘ

5  five                               ﾔｯﾄ

6  six                               ｼｪｽﾄ

7  seven                               ｼｪﾑ

8  eight                               ｳﾞｫｼﾑ

9  nine                               ﾃﾞｨｴｳﾞｨﾁｪ

10  ten                               ﾃﾞｨｴｼｯﾄ

11  eleven                               ｱﾃﾞｨﾅｯﾄｻｯﾃｨ

12  twelve                               ﾄﾞｩｳﾞｨﾅｯﾄｻｯﾃｨ

13  thirteen                               ﾄﾘﾅｯﾄｻｯﾃｨ

14  fourteen                               ﾁﾃｨﾘﾅｯﾂｧﾃｨ

15  fifteen                               ﾋﾟｯﾄﾅｯﾂｧﾃｨ

16  sixteen                               ｼｪｽﾄﾅｯﾂｧﾃｨ

17  seventeen                               ｼｪﾑﾅｯﾂｧﾃｨ

18  eighteen                               ｳﾞｫｼﾑﾅｯﾂｧﾃｨ

19  nineteen                               ﾃﾞｨｳﾞｪｯﾄﾅｯﾂｧﾃｨ

20  twenty                               ﾄﾞｳﾞｧﾂｧﾃｨ

30  thirty                               ﾄﾘｯﾂｧﾃｨ

40  forty                               ｿﾙｸ

50  fifty                               ﾋﾟﾃﾞｨｼｬｯﾄ

60  sixty                               ｼｪｽﾃﾞｨｼｬｯﾄ

70  seventy                               ｼｪﾑﾆｼｬｯﾄ

80  eighty                               ｳﾞｫｼﾑﾃﾞｨｼｪｯﾄ

90  ninety                               ﾃﾞｨｳﾞｨﾉｽﾀ

100  hundred                               ｽﾄ

1,000  thousand                               ﾃｨｽｨﾁｬ

数字

Number
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何時ですか？ ｶﾄﾙｲ ﾁｪｽ?

What time is it?

今日は何日ですか？ ｶｺｴｰ ｼｳﾞｫﾄﾞﾆｪ ﾁｽﾛ?

What date is it today?

1月 ﾕｨﾝｳﾞｧﾘ

January

2月 ﾌｪｳﾞﾗﾘ

February

3月 ﾏﾙﾄ

March

4月 ｱﾌﾟﾘｴﾙ

April

5月 ﾏｲ

May

6月 ｲﾕﾝ

June

7月 ｲﾕﾙ

July

8月 ｱﾌﾞｸﾞｽﾄ

August

9月 ｼﾝﾀﾌﾞﾚ

September

10月 ｱｸﾀﾌﾞﾚ

October

11月 ﾅﾔﾌﾞﾚ

November

12月 ﾃﾞｨｶﾌﾞﾚ

December

時間・日付１

Time & Date 1
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月曜日 ﾊﾟﾆﾃﾞｨｴﾘｸ

Monday

火曜日 ﾌﾄﾙﾆｸ

Tuesday

水曜日 ｽﾘﾀﾞ

Wednesday

木曜日 ﾁｯﾄｳﾞｪﾙｸ

Thursday

金曜日 ﾌﾟﾔｯﾄﾆﾂｧ

Friday

土曜日 ｽﾎﾞﾀ

Saturday

日曜日 ｳﾞｧｽｸﾘｼｪﾆｴ

Sunday

昨日の･･･ ﾌﾁｪﾗ ･･･

yesterday …

翌日の･･･ ｻﾞﾌﾄﾗ ･･･

tomorrow …

朝 ｳﾄﾑ

morning

昼 ﾆｮﾑ

afternoon

晩 ｳﾞｪｲﾁｪﾗﾑ

evening

昨夜 ﾌﾁｭﾗ ｳﾞｪｲﾁｪﾗﾑ

last night

昨･･･ / 翌･･･
last … / next …

週 ﾅ ﾌﾟﾛｼｭﾇｲ ﾆﾃﾞｨｴﾘ     ﾅ ｼｭﾚﾄﾞｭｲｯｼ ﾆﾃﾞｨｴﾘ

week

月 ﾌ ﾌﾟﾛｼｭﾗﾑ ﾐｼﾂｪ       ﾌ ｼｭﾚﾄﾞｭｼﾑ ﾐｼﾂｪ

month

年 ﾌ ﾌﾟﾛｼｭﾗﾑ ｶﾞﾄﾞｩ        ﾌ ｼｭﾚﾄﾞｩｼﾑ ｶﾞﾄﾞｩ

year

時間・日付２

Time & Date 2
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英語を話せますか？ ｳﾞｨｰ ｶﾞｳﾞｧﾘｰﾁｪ ﾊﾟﾝｸﾞﾘｽｷ?

Do you speak English?

わかりましたか？ ｳﾞｨｰ ﾊﾟﾆﾏｰｲﾁｪ?

Do you understand?

わかりました。 ﾔｰ ﾊﾟﾆﾏｰﾕ

I understand.

わかりません。 ﾔｰ ﾆｴ ﾊﾟﾆﾏｰﾕ

I do not understand.

･･･はどういう意味ですか？ ｼｭﾄｰ ｽﾞﾅﾁｭｰﾄ ･･･ ?

What does … mean?

･･･頂けますか？ ･･･ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ

Please … ?

繰り返して ﾊﾟﾌﾀﾘｰﾁｪ

repeat

ゆっくり話して ｶﾞｳﾞｧﾘｰﾁｪ ﾊﾟﾐﾃﾞｨﾘｪﾆｪ

speak slowly

書いて ｻﾞﾋﾟｼｭｲﾁｪ

write down

どのように･･･か？ ｶｰｸ ･･･ ?

How do you … ?

発音します ｴｰﾀ ﾌﾟﾘｽﾞﾉｰｼｪﾂｧ

pronounce

書きます ﾋﾟｼｪﾁｬ

write

確認

Confirmation
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トイレはどこですか？ ｸﾞﾃﾞｨｴ ｽﾞﾃﾞｼｭ ﾄｩｱﾚｯﾄ?

Where is the toilet?

道に迷いました。 ﾔｰ ﾊﾟﾃｨﾘﾔﾙｻ/ﾊﾟﾃｨﾘﾔﾙｽ

I am lost.

医者を呼んで！ ｳﾞｨｻﾞｳﾞｨｰﾁｪ ｳﾞﾗﾁｬ!

Call a doctor!

警察を呼んで！ ｳﾞｨｻﾞｳﾞｨｰﾁｪ ﾐﾘﾂｰ!

Call a police!

助けて頂けませんか？ ﾊﾟﾏｷﾞｰﾁｪ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ?

Could you help me, please?

助けて！ ﾊﾟﾏｷﾞｰﾁｪ!

Help!

止まれ！ ﾌﾟﾘｸﾗﾁｰﾂｪ!

Stop!

離れろ！ ｲﾃﾞｨﾁｪ ｱﾄｼｭｰﾀﾞ!

Go away!

泥棒！ ｳﾞｫﾙ!

Thief!

火事だ！ ﾊﾟｼﾞｬﾙ!

Fire!

私の荷物が･･･ました。 ﾓｲ ﾊﾞｶﾞｼｭ ･･･

My luggage has been …

破損し ﾊﾟｳﾞﾘﾃﾞｨﾘ

damaged

紛失し ﾌﾟﾗﾊﾟﾙ

lost

盗まれ ｳｸﾗﾘ

stolen

緊急事態

Emergency
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･･･目的です。 ﾔｰ ｼﾞｭﾃﾞｽ ･･･

I am …

商用 ﾊﾟ ﾋﾞｽﾞｨﾈｽ

on business

観光 ｳﾞｫﾄﾌﾟｽｷｪ

on holiday

･･･滞在します。 ﾔｰ ｼﾞｭﾃﾞｽ ･･･

I am here for …

日 ﾆｪｲ

days

週間 ﾆﾃﾞｨｴﾘ

weeks

月 ﾒｼﾂｧ

months

･･･に行く予定です。 ﾔｰ ﾔﾄﾞｩ ｳﾞ ･･･

I am going to …

･･･に滞在します。 ﾔｰ ｱｽﾀﾅｳﾞﾘｳﾞｧﾕｽ ｳﾞ ･･･

I am staying at …

申告するものはありません。 ﾑﾆｪ ﾆｪﾁｳﾞｧ ﾃﾞｨｸﾗﾘﾗｳﾞｧﾃｨ

I have nothing to declare.

申告するものがあります。 ﾑﾆｪ ﾇｼﾞｭﾅ ｼｭﾄｰﾀ ﾃﾞｨｸﾗﾘﾗｳﾞｧﾃｨ

I have something to declare.

それは私のものです。 ｴｰﾀ ﾏﾖｰ

That is mine.

それは私のものではありません。 ｴｰﾀ ﾆｴ ﾏﾖｰ

That is not mine.

出入国・税関

immigration & Customs
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ホテルはどこですか？ ｸﾞﾃﾞｨｴ ｶﾞｼｭﾃｨﾆﾂｧ?

Where is a hotel?

ゲストハウスはどこですか？ ｸﾞﾃﾞｨｴ ﾊﾟﾝｼｵﾅﾄ?

Where is a guesthouse?

どこかお奨めの･･･場所はありますか？ ｳﾞｨｰ ﾓｼﾞｭｰﾃ ﾌﾟﾘｶﾐﾝﾀﾞｳﾞｧｯﾄ ｶﾞｼｭﾃｨﾆﾂｧ ･･･?

Can you recommend somewhere … ?

安い ﾃﾞｨｼｮｳﾞｰ

cheap

良い ﾊﾗｼｮｰ

good

近い ﾌﾞﾘｽｶ ｱﾁｭｰﾀﾞ

nearby

部屋の予約をお願いします。 ﾔｰ ﾊﾞ ﾊﾁｬﾙ/ﾊﾁｬﾗ ｻﾞﾌﾞﾗﾆﾗｳﾞｧﾙ ﾉﾐﾙ

I would like to book a room.

私の名前は･･･です。 ﾐﾆｬ ｻﾞｳﾞｰﾄ ･･･

My name is …

･･･部屋はありますか？ ｳ ｳﾞｧｽ ｴｽﾁｬ ･･･?

Do you have a … room?

シングル ｱﾄﾞﾅﾐｴｽﾆ ﾉﾐﾙ

single

ダブル ﾉﾐﾙ ｽﾞ ﾄﾞｳﾞｽﾊﾟﾆｰ ｸﾗｳﾞｧﾃｨｰ

double

ツイン ﾄﾞｳﾞﾌﾐｪｽﾆ ﾉﾐﾙ

twin

一晩幾らですか？ ｽｺｰﾘｶ ｽﾄｲﾄ ｻﾞ ﾉﾁｪ?

How much is it per night?

一人で幾らですか？ ｽｺｰﾘｶ ｽﾄｲﾄ ｻﾞ ｱﾃﾞｨﾝ?

How much is it per person?

クレジットカードで支払えますか？ ﾓｼﾞｭﾅ ﾗｽﾌﾟﾗﾃｨﾂｧ ｸﾘﾃﾞｨﾅｲ ｶﾙﾀｯｼｭｶｲ?

Can I pay by credit card?

見せてもらえますか？ ﾓｼﾞｭﾅ ﾊﾟｽﾏﾄﾘｪ?

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？ ﾀﾞｲﾁｪ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ ｸﾘｭﾁ ｱﾄ ﾏｲｳﾞｫ ﾉﾐﾗ

Could I have my room key?

朝食はいつですか？ ｶｸﾞﾀﾞｰ ｻﾞｰﾌﾄﾗ?

When is breakfast served?

朝食はどこですか？ ｸﾞﾃﾞｨｴ ｻﾞｰﾌﾄﾗ?

Where is breakfast served?

･･･時に起こしてください。 ﾊﾟｽﾞｳﾞｧﾆｰﾁｪ ﾑﾆｪ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ ｳﾞ ･･･ ﾁｭｿﾌ

Please wake me up at …

･･･過ぎます。 ｳﾞ ｺﾑﾅﾀ ｵｰﾁﾝ ･･･

It is too …

高 ﾀﾞﾗｶﾞｰ

expensive

うるさ ｼｭﾑﾅ

noisy

小さ ﾁｪｽﾅ

small

･･･が壊れています。 ･･･ ﾆｴ ﾗﾎﾞﾀｲｪ

The … does not works.

エアコン ｶﾝﾃﾞｨﾂｨｱﾆｴﾙ

air conditioner

ヒーター ｱﾀﾌﾟﾘｪﾆｪ

heater

トイレ ﾄｲﾚｯﾄ

toilet

･･･が汚れています。 ｴｰﾀ ･･･ ｸﾞﾘｬｽﾞﾅﾔ

The … is not clean.

シーツ ﾌﾟﾛｽﾃｨﾆｬ

sheet

タオル ﾊﾟﾗﾃｨﾔﾝｻ

towel

枕 ﾊﾟﾄﾞｰｼｭｶ

pillow

ホテル・宿泊２
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チェックアウトは何時ですか？ ｶｸﾞﾀﾞｰ ﾇｼﾞｭﾅｰ ｱｽｳﾞｧﾊﾞﾃﾞｨﾄ ﾉﾒﾙ?

What time is checkout?

荷物を置いてもよいですか？ ｽﾞﾃﾞｼｭ ﾓｼﾞｭﾅ ｱｼｭﾀｳﾞｨﾁｪ ﾊﾞｶﾞｰｼｭ?

Can I leave my luggage here?

･･･を返してください。 ﾀﾞｲﾁｪ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ ･･･

Please return my …

デポジット ﾓｲ ﾃﾞｨﾊﾟｼﾞｯﾄ

deposit

パスポート ﾓｲ ﾊﾟｽﾎﾟﾙﾄ

passport

貴重品 ﾓｲ ﾂｧﾝﾅｽﾃｨ

valuables

石鹸 ﾐｨﾗ

soap

歯ブラシ ｽﾞﾌﾞﾅﾔ ｼｭﾄｶ

toothbrush

歯磨き粉 ｽﾞﾌﾞﾅﾔ ﾊﾟｽﾀ

toothpaste

シャンプー ｼｬﾑﾋﾟｭ

shampoo

トイレットペーパー ｻﾙﾌｪﾄｷ

toilet paper

髭剃り ﾌﾞﾘﾂｳﾞｧ

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？ ｳﾞｨｰ ﾓｼﾞｪﾃ ﾊﾟﾘｶﾐﾝﾀﾞｳﾞｧﾃｨ ﾚｽﾄﾗﾝ?

Can you recommend a restaurant?

･･･をお願いします。 ﾔｰ ﾊﾞ ﾊﾁｬﾙ/ﾊﾁｬﾗ ･･･

I would like… , please.

･･･人テーブル ｽﾄﾘｯｸ ﾅ ･･･

table for …

禁煙席 ﾆｸﾙﾔｼｭﾁ

nonsmoking area

メニュー ﾒﾆｭｰ

menu

飲み物リスト ｶﾙﾄｩ ｳﾞｨﾝ

drink list

その皿 ｴｰﾀ ﾌﾞﾘｭｰﾀﾞ

that dish

会計 ｼｮｰﾄ

bill

朝食 ｻﾞﾌﾄﾗｯｸ

breakfast

昼食 ｱﾋﾞｪｯﾄ

lunch

夕食 ｳｼﾞﾝ

dinner

軽食 ｻﾞｸｽｶ

snack

ミネラル・ウォーター ﾐﾈﾗﾙﾅﾔ ｳﾞｧﾀﾞ

mineral water

コーヒー ｺﾌｪ

coffee

紅茶 ﾁｬﾔ

tea

ソフトドリンク ﾋﾞｨｻﾞｲｶｺﾞﾙﾆ ﾅﾋﾟﾀｸ

soft drink

ビール ﾋﾟｳﾞｧ

beer

ワイン ｳﾞｨﾅ

wine

レストラン・食事１

Restaurant & Eating 1
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何がお奨めですか？ ｼｭﾛｰ ｳﾞｨｰ ﾚｺﾒﾝﾃﾞｨｰﾁｪ?

What would you recommend?

何にしますか？ ｼｭﾄｰ ｳﾞｨｰ ﾊﾃｨﾁｪ?

What would you like?

私は･･･にします。 ･･･ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ

I will have … 

ヴェジタリアンフードはありますか？ ｳ ｳﾞｧｽ ｲｪｽﾁｬ ｱｳﾞｧｼｭﾆｪ ﾌﾞﾙｰﾀﾞ?

Do you have vegetarian food?

･･･を抜いてもらえますか？ ｳﾞｨｰ ﾏｸﾞﾘ ﾋﾞ ﾌﾟﾘｶﾞﾄｳﾞｨ ﾌﾞﾘｭﾀﾞ ﾋﾞｽﾞ ･･･?

Could you prepare a meal without …?

私は･･･のアレルギーです。 ｳ ﾐﾆｬ ｱﾘｪﾙｷﾞﾔ ﾅ ･･･

I am allergic to … 

バター ﾏｽﾗ

butter

玉子 ｲｰﾂ

eggs

魚 ﾓﾘｬﾌﾟﾛﾄﾞｩｸﾀ

fish

肉 ﾏｼｭﾉｶﾞ ﾌﾞﾘｮﾅ

meat

乾杯！ ﾅ ｽﾞﾀﾞﾛｳﾞｨｴ!

Cheers!

これは何ですか？ ｼｭﾄｰ ｴｰﾀ?

What is that?

幾らですか？ ｽｺｰﾘｶ ｽﾄｲﾄ?

How much is it?

十分です。 ﾀﾞｽﾀｰﾀﾁｭﾅ

Enough.

もう少し。 ﾆﾑﾉｶﾞ

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？ ｸﾞﾃﾞｨ ﾓｼﾞｭﾅ ｸﾋﾟﾘｪ ﾋﾞﾚｰﾄ?

Where can I buy a ticket?

予約が必要ですか？ ﾑﾆｬ ﾇｼﾞｭﾅ ｾﾞﾘｾﾞﾗｳﾞｨﾗｳﾞｧﾁｬ ﾒｽﾀ?

Do I need a book?

･･･行きのチケットを一枚ください。 ﾋﾞﾚｰﾄ ﾅ ･･･ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ

One ticket to … , please.

この切符を･･･してください。 ﾔｰ ﾊﾞ ﾊﾁｬﾙ/ﾊﾁｬﾗ ･･･ ﾋﾞﾚｰﾄ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ

I would like to … my ticket.

キャンセル ｱﾄﾐﾆｴｯﾄ

cancel

変更 ﾊﾟﾐﾆｴｯﾄ

change

確認 ﾊﾟｯｳﾞｨﾙﾃﾞｨｴｯﾄ

confirm

禁煙席をお願いします。 ﾔｰ ﾊﾞ ﾊﾁｬﾙ/ﾊﾁｬﾗ ﾒｽﾀ ｳﾞ ｱﾃﾞｨﾘｴﾆｨ ﾃﾞﾘｬ ﾆｴ ｸﾙｬｼｭｲｸ

Nonsmoking seat, please.

喫煙席をお願いします。 ﾔｰ ﾊﾞ ﾊﾁｬﾙ/ﾊﾁｬﾗ ﾒｽﾀ ｳﾞ ｱﾃﾞｨﾘｴﾆｨ ﾃﾞﾘｬ ｸﾙｬｼｭｲｸ

Smoking seat, please.

幾らですか？ ｽｺｰﾘｶ ｽﾄｲﾄ?

How much is it?

どれくらい時間が掛かりますか？ ｽｺｰﾘｶ ｳﾞﾘｪﾐﾆ ｳｨﾃﾞｨｵﾄ ﾅ ｴﾄｩ ﾊﾟﾔﾂｸ?

How long does the trip take?

直行便ですか？ ｴｰﾀ ﾌﾟﾘﾓｲ ﾘｪｲｽ?

Is it a direct route?

エアコンは付いていますか？ ｲｪｽﾃｨ ｶﾝﾃﾞｨﾂｧﾆｴﾙ?

Is there air conditioning?

トイレは付いていますか？ ｲｪｽﾃｨ ﾄｩｱﾚｯﾄ?

Is there toilet?

私の荷物が･･･ました。 ﾓｲ ﾊﾞｶﾞｼｭ ･･･

My luggage has been …

破損し ﾊﾟｳﾞﾘﾃﾞｨﾘ

damaged

紛失し ﾌﾟﾗﾊﾟﾙ

lost

盗まれ ｳｸﾗﾘ

stolen

移動・交通１

Transport 1
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･･･はどこですか？ ｸﾞﾃﾞｨｴ･･･?

Where is the … ?

到着ゲート ｻﾞﾙ ﾌﾟﾘﾋﾞｰﾁｪ

arrivals gate

出発ゲート ｻﾞﾙ ｱﾄﾌﾟﾗｳﾞｨﾘｪｰﾆ

departure gate

この･･･は(　　　)行きですか？ ｴﾀｯﾄ ･･･ ｲﾃﾞｨｵﾄ ﾌﾞ (          )?

Is this … to (      ) ?

列車 ﾎﾟｲｽﾄ

train

バス ｱﾌﾄｰﾌﾞｽ

bus

飛行機 ｻﾏﾘｮｰﾄ

plane

船 ﾊﾟﾗﾎｯﾄ

boat

･･･のバスはいつですか？ ｶｸﾞﾀﾞｰ ﾌﾞﾃﾞｨｯﾄ ･･･ ｱﾌﾄｰﾌﾞｽ?

When the … bus?

始発 ﾋﾟｪﾙｳﾞｨ

first

最終 ﾊﾟｽﾚｰﾃﾞｨﾆｨ

last

次 ｽﾘｭｴﾄﾞｩｳｨｯｼ

next

出発時間はいつですか？ ｶｸﾞﾀﾞｰ ｱﾝ ｱﾄﾌﾟﾗｳﾞﾘｪｰﾂｧ?

What time does it leave?

これは何駅ですか？ ｶｶｴｰ ｴｰﾀ ｽﾀﾉﾌｶ?

What station is this?

･･･には停まりますか？ ｱｽﾀﾅｳﾞﾘｳﾞｧｲｰﾂｧ ｳﾞ･･･

Does it stop at …?

ここにどれくらい停まりますか？ ｽｺｰﾘｶ ﾋﾞﾘｪﾐﾆ ｽﾀｲﾄ ｽﾞﾃﾞｨｽ?

How long do we stop here?

この座席は空いていますか？ ｴｰﾀ ﾐｴｽﾀ ｻﾞﾆﾀ?

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？ ｽｺｰﾘｶ ｽﾄｲﾄ ﾀﾞｴﾊｯﾄ ﾄﾞｩ･･･?

How much is it to … ?

メーターを使ってください。 ﾌｸﾙﾁｰﾃｨ ｼｮｰﾁｸ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ!

Please put the meter on.

この住所まで行ってください。 ﾄﾞｩ  ｴﾀｳﾞｧ ｱﾄﾞﾘｻ  ﾆｪ ﾀﾞｳﾞｨｻﾞﾂｨｴ?

Please take me to this address.

スピードを落としてください。 ﾆｪ ﾀｸ ﾋﾞｽﾄﾗ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ!

Please slow down.

ここで停まってください。 ｱｽﾀﾅｳﾞｨﾁｪｽ ｽﾞﾃﾞｨｽ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ!

Please stop here.

ここで待っていてください。 ﾊﾟﾀﾞｽﾞﾃﾞｨﾁｪ ｽﾞﾃﾞｨｽ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ!

Please wait here.

■街角で･･･

この道は･･･行きですか？ ｴｰﾀ ﾀﾞﾛｰｶﾞ ｳﾞｨﾃﾞｨｵｯﾄ ｳﾞ ･･･?

Is this the road to …?

地図で示していただけますか？ ﾊﾟｶｼﾞｰﾂｪ ﾐｴ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ ﾅ ｶﾙﾃ?

Can you show me on the map?

住所はどこですか？ ｶｺｰｲ ｱﾄﾞﾚｽ?

What is the address?

距離はどれくらいですか？ ｶｰｸ ﾀﾞﾘｺｰ?

How far is it?

どうやって行くのですか？ ｶｰｸ ﾄｩｰﾀﾞ ﾊﾟﾊﾟｼﾁｪ?

How do I get there?

東 ｳﾞｧｽﾄｯｸ

east

西 ｻﾞﾊﾟﾄ

west

南 ﾕｰｸ

south

北 ｼｪｳﾞｨﾙ

north

移動・交通３

Transport 3
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･･･です。
It is … 

ここ ｽﾞﾃﾞｨｽ

here

あそこ ﾀﾑ

there

近い ﾌﾞﾘｽｺ ･･･

near

遠い ﾀﾞﾘｺ

far

･･･の前 ﾋﾟｪﾘﾄ ･･･

in front of… 

･･･の後 ｻﾞ ･･･

behind…

･･･の隣り ﾘｬﾀﾞﾑ ｽ ･･･

next to…

･･･の反対 ﾅﾌﾟﾛｰﾃｨﾌ ･･･

opposite…

･･･に曲がって ﾊﾟｳﾞｨﾙﾆｰﾁｪ ･･･

Turn…

右 ﾅﾌﾟﾗｳﾞｧ

right

左 ﾅﾘｪｳﾞｧ

left

･･･で
By…

バス ｱﾌﾄｰﾌﾞｻﾑ

bus

電車 ｴﾘｸﾄﾘﾁｸｨ

train

タクシー ﾅ 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？ ｸﾞﾃﾞｨｴ ｽﾞﾃﾞｨｽ ｲﾝﾃﾙﾈｯﾄｶﾌｪ?

Where is the local internet cafe?

一時間で幾らですか？ ｽｺｰﾘｶ ｽﾄｲﾄ ﾁｬｽ?

How much is it per hour?

･･･したい。 ﾔｰ ﾊﾞ ﾊﾁｬﾙ/ﾊﾁｬﾗ ･･･

I would like to…

メールの確認 ﾌﾟﾗｳﾞｨﾘｰﾁｪ ｽｳﾞｫｲ ｲｰﾒｲﾙ

check my email

インターネットに接続 ﾊﾟﾄｸﾁｭﾙｰﾁｨﾂｧ ｸ ｲﾝﾃﾙﾈｯﾂ

get internet access

プリンタを使用 ｳﾞｧｽﾎﾟﾙｻﾞｳﾞｧﾂｧ ﾌﾟﾘﾝﾀﾗﾑ

use a printer

スキャナを使用 ｳﾞｧｽﾎﾟﾙｻﾞｳﾞｧﾂｧ ｽｶﾈﾗﾑ

use a scanner

携帯電話をレンタルしてください。 ﾔｰ ﾊﾞ ﾊﾁｬﾙ ｼﾞﾔﾃｨ ﾏﾋﾞﾘﾆ ﾃｨﾘﾌｫﾝ ﾅﾌﾟﾗｶｯﾄ

I would like a mobile phone for hire.

SIMカードをください。 ﾔｰ ﾊﾞ ﾊﾁｬﾙ ｼﾑｶﾙﾄ

I would like a SIM card.

料金はいくらですか？ ｽｺｰﾘｶ ｽﾄｲﾄ?

What are the rate?

あなたの電話番号は？ ﾓｼﾞｭﾅ ｳﾞｧｼｭ ﾉﾐﾙ ﾃｨﾘﾌｫﾅ?

What is your phone number?

番号は･･･です。 ﾃｨﾘﾌｧﾝ ･･･

The number is …

最寄りの公衆電話はどこですか？ ｸﾞﾃﾞｨｴ ﾌﾞﾘｭｼﾞｬｲｼ ﾃｨﾘﾌｫﾝ ｱﾌﾀﾏｯﾄ?

Where is the nearest public phone?

テレフォンカードをください。 ﾔｰ ﾊﾞ ﾊﾁｬﾙ/ﾊﾁｬﾗ ｸﾋﾟｰ ﾃｨﾘﾌｫﾝﾇ ｶﾙﾀﾁｸ

I would like to buy a phone card.

･･･に電話したい。 ﾔｰ ﾊﾞ ﾊﾁｬﾙ/ﾊﾁｬﾗ ﾊﾟｽﾞｳﾞｧﾆｰﾁｪ ｳﾞ ･･･

I want to call …

一分で幾らですか？ ｽｺｰﾘｶ ｽﾄｲﾄ ﾐﾆｭｰﾀ?

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？ ｸﾞﾃﾞｨｴ･･･?

Where is a/an…?

自動支払機 ﾊﾞﾝｶﾏｯﾄ

ATM

外貨両替所 ｱﾌﾞﾐｪﾝ ｳﾞｧﾘｭｰﾀ

foreign exchange

銀行はいつ開きますか？ ｶｸﾞﾀﾞｰ ｱﾄｸﾘｳﾞｧｴﾂｧ ﾊﾞﾝｸ?

What time does the bank open?

･･･したい。 ﾔｰ ﾊﾞ ﾊﾁｬﾙ/ﾊﾁｬﾗ ･･･

I would like to …

･･･はどこでできますか？ ｸﾞﾃﾞｨｴ ﾓｼﾞｭﾅ ･･･?

Where can I … ?

現金の両替 ﾊﾟﾐﾆﾔｰﾃｨ ﾃﾞｨｴﾝｷﾞ

change money

トラベラーズチェックの両替 ｱﾌﾞﾐﾆﾔｰﾃｨ ﾀﾞﾛｰｼﾞﾆｪ ﾁｪｷ

change T/C

現金引出し ｽﾆｬｰﾃｨ ﾃﾞｨｴﾝｷﾞ

withdraw money

振込手続き ｽﾞﾃﾞｨﾙﾃｨ ﾃﾞﾈｼﾞﾆｭｲ ﾋﾟﾘｳﾞｫﾄﾞ

arrange a transfer

･･･は幾らですか？
What is the … ?

両替レート ｶｺｲ ｸﾙｽ?

exchange rate

手数料 ｽｺｰﾘｶ ﾇｼﾞｭﾅ ｻﾞﾌﾟﾗﾃｨｯﾄ?

charge for that

私宛にお金は届いていますか？ ﾓｲ ﾃﾞｨｴﾝｷﾞ ｳｼﾞｪ ﾌﾟﾘｼｭﾘ?

Has my money arrived?

Bank

銀行
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･･･を送りたい。 ﾔｰ ﾊﾁｭ ﾊﾟｽﾗｯﾁ ･･･

I want to send a …

絵葉書 ｱﾄｸﾙｰﾄｩｸ

postcard

手紙 ﾋﾟｼｭﾓ

letter

小包 ﾊﾟｼﾙｸ

parcel

ファックス ﾌｧｸｽ

fax

船便 ｱﾋﾞﾁﾅｲ ﾎﾟｰﾁﾃｨ

sea mail

特急便 ｲｸｽﾌﾟﾚｽ ﾎﾟｰﾁﾃｨ

express mail

･･･を買いたい。 ﾔｰ ﾊﾁｭ ｸﾋﾟｰﾃｨ ･･･

I want to buy a …

封筒 ｶﾝｳﾞｨｴﾙﾄ

envelope

切手 ﾏﾙｸ

stamp

･･･宛に航空便で送ってください。 ﾊﾟｼｭﾘｰﾁｴ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ ｱｳﾞｨｱ ﾎﾟｰﾁﾃｨ ｳﾞ ･･･

Please send it by airmail to …

私宛に郵便は届いていますか？ ｲｪｽﾁ ﾎﾟｰﾁﾀ ﾄﾞﾗ ﾐｰﾆｬ?

Is there any mail for me?

郵便局

Post office
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･･･はどこですか？ ｸﾞﾃﾞｨｴ ･･･?

Where is a … ?

銀行 ﾊﾞﾝｸ

bank

スーパーマーケット ｳﾆｳﾞｪﾙｻﾑ

supermarket

デパート ｳﾆｳﾞｪﾙﾏｰｸ

department store

書店 ｸﾆｰｽﾞﾆ ﾏｶﾞｼﾞﾝ

book store

･･･はどこで買えますか？ ｸﾞﾃﾞｨｴ ﾓｼﾞｭﾅ ｸﾋﾟｰﾃｨ ･･･?

Where can I buy … ?

･･･を買いたい。 ﾔｰ ﾊﾞ ﾊﾁｬﾙ/ﾊﾁｬﾗ ･･･

I would like to buy …

他にはありませんか？ ｳ ｳﾞｧｽ ｴｽﾁｪ ﾄﾞｩﾙｷﾞｪ?

Do you have any others?

保証は付きますか？ ｴｽﾁｪ ｶﾞﾗﾝﾃｨﾔ?

Does it have a guarantee?

不良品です。 ｴﾄｰ ﾌﾞﾗｺｳﾞｧﾅ

It is faulty.

･･･をお願いします。 ﾔｰ ﾊﾞ ﾊﾁｬﾙ/ﾊﾁｬﾗ ･･･ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ

I would like … , please.

返金 ﾊﾟﾙﾁｰﾂｪ ｱﾌﾞﾗﾄﾅ ﾃﾞｨｴﾝｷﾞ

to refund

返品 ｴｰﾀ ｳﾞｧｽﾞｳﾞﾗﾃｨﾁｪ

to return

袋 ﾊﾟｹｯﾄ

a bag

買物１

Shopping 1
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試着していいですか？ ﾓｼﾞｭﾅ ｴｰﾀ ﾌﾟﾘﾐｴﾘﾂｨ?

Can I try it on?

サイズが合いません。 ｴﾀ ﾆｴ ﾊﾟﾄﾎｰﾃﾞｨｯﾄ

It does not fit.

小 ﾏﾘﾝｷｰ

small

中 ｽﾚｰﾃﾞｨﾆｰ

medium

大 ﾊﾞﾙｼｮｲ

large

幾らですか？ ｽｺｰﾘｶ ｽﾄｲﾄ?

How much is it?

値段を書いてもらえますか？ ｻﾞﾋﾟｼｭｲｰﾂｪ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ ﾂｪﾇ

Can you write down the price?

高すぎます。 ｴｰﾀ ｵｰﾁﾝ ﾄﾞﾗｶﾞ

That is too expensive.

勘定に間違いがあります。 ﾐﾆｬ ｱﾌﾞｼﾀﾘ

There is mistake in the bill.

･･･で支払えますか？ ｳﾞｨ ﾌﾟﾘﾆﾏｲﾁｪ ｱﾌﾟﾗﾄｩ ･･･?

Do you accept … ?

クレジットカード ｸﾘﾃﾞｨﾄﾅｲ ｶﾙﾀﾁｸｲ

credit card

キャッシュカード ﾃﾞｨｴﾋﾞｯﾄﾅｲ ｶﾙﾀﾁｸｲ

debit card

トラベラーズチェック ﾀﾞﾛｼﾞｭﾆﾑ ﾁｪｶﾑ

T/C

･･･をください。 ﾔｰ ﾊﾞ ﾊﾁｬﾙ/ﾊﾁｬﾗ ･･･ ﾊﾟｼﾞｬﾙｽﾀ

I would like … , please.

お釣り ｽﾞﾀﾞﾁｭｰ

my change

領収書 ｸｳﾞｨﾀﾝﾂｰ

receipt

買物２

Shopping 2
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･･･は好きですか？ ｳﾞｧﾑ ﾇﾗｳﾞｨｯﾂｧ ･･･?

Do you like …?

･･･が好きです。 ﾑﾆｪ ﾇﾗｳﾞｨｯﾂｧ ･･･

I like …

芸術 ｲｽｸｽﾂｳﾞｧ

art

スポーツ ｽﾎﾟﾙﾄ

sports

ダンス ﾀﾝﾁｳﾞｧｯﾁｭ

dance

映画 ｷﾉ

movies

旅行 ﾌﾟﾃｨｼｪﾂｧｳﾞｧﾂｪ

travel

料理 ｶﾞﾄｳﾞｨｯﾁｭ

cooking

読書 ﾁﾀﾁｭ

reading

･･･はどこですか？ ｸﾞﾃﾞｨｴ ﾅﾎﾃﾞｨﾂｧ ･･･?

Where can I find … ?

クラブ ｸﾙｰﾌﾞ

clubs

パブ ﾋﾟｳﾞﾆｪ

pubs

カフェ ｺﾌｪ

cafe

･･･に行きたい。 ﾑﾆｪ ﾎｰﾁｯﾂｧ ﾊﾟｲﾃｨ ･･･

I feel like going to … 

パーティ ﾅ ﾄｩｿﾌｸ

party

コンサート ﾅ ｶﾝｻﾙﾄ

concert

映画 ｳﾞ ｷﾉ

movie

舞台 ｳﾞ ﾃｨｱﾄﾚ

stage

博物館 ﾐｭｾﾞｲ

museum

観光１

Sightseeing 1
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開館は何時ですか？ ｶｸﾞﾀﾞｰ ｱﾄｸﾘｳﾞｧｲｪｰﾂｧ?

What time does it open? 

閉館は何時ですか？ ｶｸﾞﾀﾞｰ ｻﾞｸﾘｳﾞｧｲｪｰﾂｧ?

What time does it close? 

入場料は幾らですか？ ｽｺｰﾘｶ ｽﾄｲﾄ ﾌﾊｯﾄﾞﾉｲ ﾋﾞﾘｪｰﾄ?

What is the admission charge?

･･･割引はありますか？ ｲｪｽﾁ ｽｷﾙｶ ﾃﾞｨﾘｬ ･･･?

Is there discount for … ?

学生 ｽﾄｩﾃﾞｨｴﾝﾀﾌ

students

子供 ﾃﾞｨﾃｨｰ

children

･･･が欲しい。 ﾔｰ ﾊﾞ ﾊﾁｬﾙ/ﾊﾁｬﾗ ･･･

I would like to …

ガイド ｷﾞｰﾀﾞ

guide

地図 ｶﾙﾄｩ ｺﾞﾗﾀﾞ

map

カタログ ｶﾀﾛｸﾞ

catalogue

･･･を観たい。 ﾔｰ ﾊﾞ ﾊﾁｬﾙ/ﾊﾁｬﾗ ﾎﾟｼﾃｨｰﾁ ･･･

I would like to see …

あれは何ですか？ ｼｭﾄｰ ｴｰﾀ?

What is that?

写真を撮ってもいいですか？ ﾓｼﾞｭﾅ ｽﾌｧﾀｸﾞﾗﾌｨﾗｳﾞｧﾁｪ?

Can we take photos?

観光２

Sightseeing 2
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次のツアーはいつですか？ ｶｸﾞﾀﾞｰ ｽﾚﾄﾞｩｼｭﾔｰ ｴｸｽｸﾙｼﾔ?

When is the next tour?

･･･は含まれていますか？ ﾂﾅｰ ﾌｸﾙﾁｬｲｯﾄ ･･･?

Is … included?

入場料 ﾌﾊｯﾄﾞﾉｲ ﾋﾞﾘｪｰﾄ

admission

交通費 ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾙﾄ

transport

食費 ｱﾋﾞｪﾄ

food

宿泊費 ﾊﾟﾐｯｼｪｰﾆｪ

accommodation

ツアーはどれくらいの長さですか？ ｶｰｸ ﾄﾞﾙｶﾞ ﾌﾟﾗﾀﾞﾙｻﾞｲｯﾂｧ ｴｸｽｸﾙｼﾔ?

How long is the tour?

何時ごろ戻りますか？ ｶｸﾞﾀﾞｰ ﾏﾕ ｳﾞｧｽﾞｳﾞﾗｼｬｴﾑｼｬ?

What time should we be back?

観光３

Sightseeing 3
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警察署はどこですか？ ｸﾞﾃﾞｨｴ ﾐﾘﾁｪｲｽｷ ｳﾁｬｲｽﾀｸ?

Where is the police station?

被害届を出したい。 ﾔｰ ﾊﾁｭｰ ｽﾞｪｰｳﾞｨﾂ ｳﾞ ﾐﾘﾂｰ

I want to report an offense.

･･･を紛失しました。 ﾔｰ ﾊﾟﾄﾘﾔﾙ/ﾊﾟﾄﾘﾔﾗ ･･･

I have lost my …

･･･を盗まれました。 ｳ ﾐﾆｬ ｳｸﾗﾘ ･･･

My … was stolen.

鞄 ﾊﾞｶﾞﾙｼｭ

bag

財布 ﾌﾞﾏｼﾞｭﾆｸ

wallet

お金 ﾃﾞｨﾝｷﾞ

money

パスポート ﾊﾟｽﾎﾟﾙﾄ

passport

クレジットカード ｸﾘﾃﾞｨﾄﾅｲ ｶﾙﾀﾁｸｲ

credit card

トラベラーズチェック ﾀﾞﾛｼﾞｭﾆｴ ﾁｪｷ

T/C

･･･されました。 ﾐﾆｬ ･･･

I have been …

暴行 ﾊﾟﾋﾞﾘ

assaulted

強盗 ｱｸﾞﾗﾋﾞﾘ

robbed

大使館と連絡を取りたい。 ﾔｰ ﾊﾁｭ ｱﾌﾞﾗﾃｨﾂｧ ﾌ ｻｳﾞｧﾖ ﾊﾟｿﾙｽｳﾞｧ

I want to contact my embassy.

領事館と連絡を取りたい。 ﾔｰ ﾊﾁｭ ｱﾌﾞﾗﾃｨﾂｧ ﾌ ｻｳﾞｧﾖ ｶﾝｽﾙｽﾄｳﾞｫ

I want to contact my consulate.

保険に入っています。 ｳ ﾐﾆｬ ｲｪｽﾄ ｽﾄﾗﾎﾌｶ

I have an insurance.

警察

Police
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最寄りの･･･はどこですか？ ｸﾞﾃﾞｨｴ ｽﾞﾃﾞｨｽ ･･･?

Where is the nearest … ?

病院 ﾊﾞﾘﾆｰﾂｧ

hospital

医者 ｳﾞﾗﾁｭ

doctor

歯医者 ｽﾞﾌﾞﾉｲ ｳﾞﾗﾁｭ

dentist

薬局 ｱﾌﾟﾁｪｶ

pharmacist

医者にかかりたい。 ﾑﾆｪ ﾇｼﾞﾝ ｳﾞﾗﾁｭ

I need a doctor.

女性の医師に診てほしい。 ﾓｼﾞｭﾅ ｻﾞﾋﾟｻｰﾁｬ ﾅ ﾌﾟﾘﾖﾝ ｸ ｼﾞｪﾝｼﾝ ｳﾞﾗﾁｭ?

Could I see a female doctor?

薬を切らしてしまいました。 ｳ ﾐﾆｬ ｺﾝﾁﾘｬｽ ﾘｶﾙｽﾄｳﾞｧ

I have run out of my medication.

具合が悪いです。 ﾔｰ ﾊﾞﾚｰﾕ

I am sick.

ここが痛いです。 ｽﾞﾃﾞｼｭ ﾊﾞﾘﾄ

It hurts here.

･･･があります。 ｳ ﾐﾆｬ

I have a …

咳 ｶｼｪﾙ

cough

痰 ﾊﾞﾘｯﾄ ｺﾞﾙﾗ

sore throat

熱 ﾃｨﾑﾋﾟﾗﾄｩﾗ

fever

頭痛 ｶﾞﾙｳﾞﾅﾗ ﾎﾞﾙ

headache

痛み ﾎﾞﾙ

pain

･･･にアレルギーがあります。 ｳ ﾐﾆｬ ｱﾚﾙｷﾞｱ ﾅ ･･･

I am allergic to …

病院１

Hospital 1
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頭 ｶﾞﾗｳﾞｧ

head

目 ｸﾞﾗｽ

eye

耳 ｳﾊ

ear

鼻 ﾉｽ

nose

口 ﾛｯﾄ

mouth

歯 ｽﾞｰﾋﾞｨ

teeth

喉 ｺﾞﾙﾗ

throat

首 ｼｪﾔ

neck

腕 ﾙｶ

arm

手 ﾙｶ

hand

指 ﾊﾟﾘｯﾂ

finger

足 ﾅｶﾞ

leg

胸 ｸﾞﾙﾄﾞﾅﾔ ｸﾘｪﾄｶ

chest

背中 ｽﾋﾟﾅ

back

胃 ｽﾞｨﾙﾀﾞｸ

stomach

肌 ｺｼﾞｬ

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 ｱﾝﾃｨﾋﾞｵﾃｨｷ

antibiotics

下痢止め ﾘｶﾙｽﾄｳﾞｧ ｱﾄ ﾊﾟﾉｻ

diarrhea medicine

緩下剤 ｽﾗﾋﾞﾃｨﾅｲｪ

laxatives

睡眠薬 ｽﾅﾄｳﾞｫﾙﾆｴ ﾀﾌﾞﾘｪﾄｷ

sleeping tablets

痛み止め ﾎﾞﾘｭｰﾀﾘｬｰﾕｰｼｴ

painkillers

包帯 ﾋﾞﾝﾄ

bandage

消毒薬 ｱﾝﾃｨｾﾌﾟﾃｨｸ

antiseptic

コンドーム ﾌﾟﾘｼﾞﾙｳﾞｧﾃｨﾌ

condoms

経口避妊薬 ﾌﾟﾗﾃｨｳﾞｧｻﾞﾁｬｰﾀﾁﾇｲｼｪ ｽﾘｴｽﾄｳﾞｧ

contraceptive

ぜん息 ｱｽﾄﾏ

asthma

気管支炎 ﾌﾞﾗﾝﾋｯﾄ

bronchitis

便秘 ｻﾞﾎﾟﾙ

constipation

吐き気 ﾀｼｭﾅﾀ

nauseous

病院３

Hospital 3


