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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、右側に韓国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、韓国語を学習する
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。　

　本書が韓国語の活用と修得の、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。 ﾈ

Yes. 네.

いいえ。 ｱﾆｮ

No. 아니요.

お願いします。 ﾌﾟﾀｹﾖ

Please. 부탁합요.

ありがとう。 ｶﾑｻﾊﾑﾆﾀﾞ

Thank you. 감사합니다.

どういたしまして。 ﾁｮﾝﾏﾈﾖ

You are welcome. 천만에요.

すいません。 ｼﾘｪﾊﾑﾆﾀﾞ

Excuse me. 시례하무니다.

ごめんなさい。 ﾁｪｿﾝﾊﾑﾆﾀﾞ

Sorry. 졔손하무니다.

こんにちは。 ｱﾝﾆｮﾝﾊｾﾖ

Hello. 안녕하세요.

やあ。 ｱﾝﾆｮﾝ

Hi. 안녕.

さようなら。 ｱﾝﾆｮｷﾞ ｹｾﾖ/ｱﾝﾆｮｷﾞ ｶｾﾖ

Goodbye. 안녕히계세요./안녕히가세요.

･･･さん(男性) ･･･ｼ

Mr … …씨

･･･さん(既婚女性) ･･･ｼ

Mrs … …씨

･･･さん(未婚女性) ･･･ｼ

Miss … …씨

お元気ですか？ ｱﾝﾆｮﾝﾊｾﾖ?

How are you? 안녕하세요?

元気です、あなたは？ ﾈ  ｱﾝﾆｮﾝﾊｾﾖ?

Fine. And you? 네 안녕하세요?

Greeting & Introduction 1

挨拶・自己紹介１
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あなたのお名前は？ ｿﾝﾅﾑ ﾖﾁｮﾊﾞﾄﾞ ﾄﾞｪｶﾖ?

What is your name? 손하루요쵸바도뎃카요?

私の名前は･･･です。 ﾁｪ ｲﾙ ﾑﾝ ･･･ ｲﾑﾆﾀﾞ

My name is … 졔이루문 … 이무니다.

お会いできて嬉しいです。 ﾏﾝﾅｿ ﾊﾟﾝ ｶﾞｯｽﾑﾆﾀﾞ

I am pleased to meet you. 만나뵙게 되어기쁩니다.

こちらは私の･･･です。 ｲﾌﾞﾇﾝ ﾁｪ ･･･ ｲｴﾖ

This is my … 이쪽은졔 … 이에요.

父 ｱﾎﾞｼﾞ

father 아버지 

母 ｵﾓﾆ

mother 어머니 

兄弟 ﾋｮﾝｼﾞｪ

brother 형제 

姉妹 ﾁｬﾒｴ

sister 자매 

夫 ﾅﾑﾋﾟｮﾝ

husband 남편 

妻 ｱﾈｴ

wife 아내 

息子 ｱﾄﾞｩ

son 아들

娘 ﾀﾞﾘ

daughter 딸 

友人 ﾁﾝｸﾞ

friend 친구 

挨拶・自己紹介２

Greeting & Introduction 2
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これが私の･･･です。 ﾁｪ ･･･ ｴﾖ

Here is my … 졔 … 에요.

あなたの･･･は？ ･･･ ﾑｴﾖ?

What is your … ? … 무에요?

住所 ﾁｭｿ

address 주소 

メールアドレス ｲﾒｲﾙ ﾁｭｿ

email address 메일주소 

携帯番号 ﾁｮﾝﾌｧﾎﾟﾉｶﾞ

mobile number 전화번호 

電話番号 ﾁｮﾝﾌｧﾎﾟﾉｶﾞ

phone number 전화번호 

あなたの職業は？ ﾑｽﾆﾙ ﾊｾﾖ?

What is your occupation? 무스업하세요?

私は･･･です。 ﾁｮﾇﾝ ･･･ｴﾖ

I am a … 처는 … 에요.

ビジネスマン ｻｵﾌﾟｶ

business person 상인가

学生 ﾊｸｾﾝ

student 학생 

技術者 ｸﾜｸﾁｬ

engineer 과학자 

作家 ﾁｬｯｶ

writer 작가 

どちらから来ましたか？ ｵﾃﾞｨｿ ｵｼｮﾝ ﾅﾖ?

Where are you from? 어디서오숀나요?

･･･から来ました。 ･･･ ｴｿ ﾜｯｿﾖ

I am from … … 에서왔어요.

結婚していますか？ ﾁｮﾙﾝ ﾊｼｮﾅﾖ?

Are you married? 결혼했습니까?

結婚しています。 ﾁｮﾝ ｷｮﾙﾍｿﾖ

I am married. 천결혼했어요.

独身です。 ﾁｮﾝ ﾐﾎﾝｲｴﾖ

I am single. 천미혼이에요.

挨拶・自己紹介３

Greeting & Introduction 3



6

お幾つですか？ ﾅｲｶﾞ ｵﾄｹﾃﾅﾖ?

How old are you? 나이는몇입니까? 

･･･歳です。 ﾁｮﾇﾝ ･･･ ｻｲｴﾖ

I am … years old. 나는 … 나이입니다.

･･･ですか？ ･･･ ｾﾖ?

Are you … ? … 세요?

･･･です。 ﾁｮﾇﾝ ･･･

I am  … 나는 …

大丈夫 ﾍﾝﾎﾞｶ

OK 헨보카

疲れる ﾋﾟｺﾞﾝ

tired 피곤

空腹 ｼｼﾞｬﾝ

hungry 시쟌하

喉が渇く ﾓﾝﾏﾙ

thirsty 몬마루

暑い ﾄｳ

hot 토우

寒い ﾁｭｳ

cold 추우

天気はどうですか？ ﾅﾙｼ ｵｯﾄﾝｶﾞﾖ?

What is the weather like? 날씨어떻가요?

暑いです ﾄｳｫﾖ

hot 더와요

寒いです ﾁｭｵﾖ

cold 추와요

雨です ﾋﾟｶﾞﾜﾖ

rainy 피가와요

春 ﾎﾟﾑ

spring 봄 

夏 ﾖﾙﾑ

summer 여름 

秋 ｶｳﾙ

autumn 가을 

冬 ｷｮｳﾙ

winter 겨울

Greeting & Introduction 4

挨拶・自己紹介４
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どこ ｵﾃﾞｨ

Where 어디

いつ ｵﾝｼﾞｪ

When 언제 

何 ﾑｵ

What 무엇 

誰 ﾅｸﾞ

Who 누구 

なぜ ﾜｴ

why 왜 

どのように ｵｯﾄｯｹ

How 어떻게 

これは幾らですか？ ｵﾙﾏｴﾖ?

How much is it? 얼마예요?

･･･できますか？ ･･･ ｸｴﾝﾁｬﾝｽﾑﾆｶ?

Can I … ? …괜찮습니까?

入口/出口 ｲﾌﾟｸ/ﾁｭﾙｸﾞ

Entrance/Exit 입구/출구 

開/閉 ﾖｺﾞﾌﾟﾁｭﾝ/ﾋｭﾑ

Open/Closed 열려있는/휴무

男性/女性 ｼﾝｻﾖﾝ/ｽﾝﾆｮﾖﾝ

Men/Women 남성/여성

熱/冷 ﾄﾞｩｺﾞｳﾝ/ﾁｬｶﾞｳﾝ

Hot/Cool 뜨거운/차가운

禁止 ｸﾑｼﾞ

Prohibited 금지 

挨拶・自己紹介５

Greeting & Introduction 5
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0  zero 영　　　     ﾖﾝ

1  one 하나　　     ﾊﾅ

2  two 두　　     　ﾄｩﾙ

3  three 세　　　     ｾｯ

4  four 네　　　     ﾈｯ

5  five 다섯　　     ﾀｿｯ

6  six 여섯　　     ﾖｿｯ

7  seven 일곱　　     ｲﾙｺﾞｯ

8  eight 여덟　　     ﾖﾄﾞﾙ

9  nine 구　　　     ｱﾎﾌﾟ

10  ten 열　　     　ﾖﾙ

11  eleven 열한　　     ﾖﾙﾊﾅ

12  twelve 열두　　     ﾖﾙﾄｩﾙ

13  thirteen 열세　　     ﾖﾙｾｯ

14  fourteen 십사　　     ﾖﾙﾚｯ

15  fifteen 열다섯　     ﾖﾙﾀｿｯ

16  sixteen 열여섯     　ﾖﾙﾖｿｯ

17  seventeen 십칠　　     ﾖﾙｲﾙｺﾞｯ

18  eighteen 십팔　　     ﾖﾙﾖﾄﾞﾙ

19  nineteen 열아홉　     ﾖﾙｱﾎﾌﾟ

20  twenty 스물　     　ｽﾑﾙ

30  thirty 삼십　　     ｿﾙﾝ

40  forty 마흔　     　ﾏﾌﾝ

50  fifty 오십　　     ｼｭｲﾝ

60  sixty 예순　　     ｲｪｽﾝ

70  seventy 일흔　　     ｲﾙﾌﾝ

80  eighty 여든　　     ﾖﾄﾞﾝ

90  ninety 구십　　     ｱﾌﾝ

100  hundred 백　　     　ﾍﾟｸ

1,000  thousand 천　　     　ﾁｮﾝ

数字

Number
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何時ですか？ ﾐｮｯｼｴﾖ?

What time is it? 묘시에요?

今日は何日ですか？ ｵﾇﾘ ﾐｮｯﾁﾘｴﾖ?

What date is it today? 오늘어떤이에요?

1月 ｲﾛﾙ

January 월

2月 ｲｳｫﾙ

February 월

3月 ｻﾑｳｫﾙ

March 월

4月 ｻｳｫﾙ

April 월

5月 ｳｰｳｫﾙ

May 월

6月 ﾕｳｫﾙ

June 월

7月 ﾁﾛﾙ

July 월

8月 ﾊﾟﾛﾙ

August 월

9月 ｸｵﾙ

September 九월

10月 ｼｵﾙ

October 월

11月 ｼｯﾋﾞﾛﾙ

November 월

12月 ｼｯﾋﾞｵﾙ

December 월

時間・日付１

Time & Date 1
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月曜日 ｵﾘｭｲﾙ

Monday 월요일 

火曜日 ﾊﾖｲﾙ

Tuesday 화요일 

水曜日 ｽﾖｲﾙ

Wednesday 수요일

木曜日 ﾓｷﾞｮｲﾙ

Thursday 목요일

金曜日 ｸﾐｮｲﾙ

Friday 금요일 

土曜日 ﾄﾖｲﾙ

Saturday 토요일 

日曜日 ｲﾘｮｲﾙ

Sunday 일요일 

昨日の･･･ ｵｼﾞｪ ･･･

yesterday … 어제 …

翌日の･･･ ﾈｲﾙ ･･･

tomorrow … 내일 …

朝 ｱﾁﾑ

morning 아침 

昼 ｳﾌ

afternoon 오후 

晩 ﾁｮﾆｮ

evening 저녁 

昨夜 ｵｼﾞｪﾊﾟﾑ

last night 어젯밤 

昨･･･ ﾁﾅﾝ ･･･

last … 지난 …

翌･･･ ﾀｳﾑ ･･･

next … 다음 …

週 ｼﾞｭ

week 주

月 ﾀﾙ

month 달

年 ﾆｮﾝ

year 년

時間・日付２

Time & Date 2
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英語を話せますか？ ﾖｺﾞ ﾊｼｭﾁｭﾙ ｱｼﾅﾖ?

Do you speak English? 영어하질아시나요?

わかりましたか？ ｱﾗﾄﾞｩﾙｿﾝﾅﾖ?

Do you understand? 알아들으았나요?

わかりました。 ｱﾗﾄﾞｩﾙｯｿﾖ

I understand. 알아들았어요.

わかりません。 ﾓﾀﾗﾄﾞｩﾙｯｿﾖ

I do not understand. 모알아들았어요.

･･･はどういう意味ですか？ ･･･ ﾑｽﾝﾄｩｼｴﾖ?

What does … mean? …무엇을의미합이에요?

･･･頂けますか？ ･･･ ｼﾞｭｼｹﾞｯｿﾖ?

Please … ? …시겠어요?

繰り返して ﾀｼ ﾏﾚ

repeat 다시반복

ゆっくり話して ﾁｮﾝﾁｮﾆ ﾏﾚ

speak slowly 천천히말하

書いて ﾁｮｺﾞ

write down 적어

どのように･･･か？ ｲｺﾞﾙ  ･･･ ﾅﾖ?

How do you … ? 이갈 … 나요?

発音します ｵﾄｹ ﾊﾟﾙﾑﾊ

pronounce 어떻게발음합

書きます ｽ

write 쓰

確認

Confirmation
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トイレはどこですか？ ﾊｼﾞｬﾝｼﾘ ｵﾃﾞｨｴﾖ?

Where is the toilet? 화장실어디어요?

道に迷いました。 ｷﾙ ｲﾛｯｿﾖ

I am lost. 길을잃렸어요

医者を呼んで！ ｳｲｻ ﾌﾟﾛ ｼﾞｭｾﾖ!

Call a doctor! 의사를러주세요!

警察を呼んで！ ｷｮﾝﾁｬﾙ ﾌﾟﾛｼﾞｭｾﾖ!

Call a police! 경찰를러주세요!

助けて頂けませんか？ ﾁｮﾝ ﾄﾜ ｼﾞｭｼｹﾞｿﾖ?

Could you help me, please? 좀도와주시겠어요?

助けて！ ﾄﾜｼﾞｭｾﾖ!

Help! 도와주세요!

止まれ！ ｸﾏﾝﾊｾﾖ!

Stop! 그만하세요!

離れろ！ ﾁｮﾘｶｾﾖ!

Go away! 저리가세요!

泥棒！ ﾄﾄﾞｩｷﾞﾔ!

Thief! 도둑이야!

火事だ！ ﾌﾟﾙｲﾔ!

Fire! 불이야!

私の荷物が･･･ました。 ﾁｪ ﾁﾐ ･･･ ｼﾞｮｯｿﾖ

My luggage has been … 제집이 … 었어요.

破損し ﾏﾝｶﾞ

damaged 망가

紛失し ｵﾌﾟｿ

lost 잃어

盗まれ ﾄﾄﾞｩﾝﾏ

stolen 도동마

緊急事態

Emergency
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･･･目的です。 ･･･ ﾜｯｿﾖ

I am … … 왔어요.

商用 ｻｵｯﾁｬ

on business 사업에

観光 ﾖﾍﾝﾊﾛ

on holiday 여행하라

･･･滞在します。 ･･･ ﾄｶﾞﾝ ｲｯｽﾙｺｴﾖ

I am here for … … 동안있을가에요.

日 ｲﾙ

days 일

週間 ｼﾞｭ

weeks 주

月 ﾀﾞｲ

months 달

･･･に行く予定です。 ･･･ ｴ ｶﾖ

I am going to … … 에가요.

･･･に滞在します。 ･･･ ｴ ﾑｺﾞﾖ

I am staying at … … 에목어요.

申告するものはありません。 ｼﾝｺﾞ ﾊｲ ｺﾞｼ ｵﾌﾟｽﾑﾆﾀﾞ

I have nothing to declare. 신고할것이없무니다.

申告するものがあります。 ｼﾝｺﾞ ﾊｲ ｺﾞｼ ｲｯｽﾑﾆﾀﾞ

I have something to declare. 신고할것이있무니다.

それは私のものです。 ｸｺﾞﾝ ﾁｪ ｺｴﾖ

That is mine. 그것제가예요.

それは私のものではありません。 ｸｺﾞﾝ ﾁｪ ｺｼ ｱﾆﾝﾃﾞﾖ

That is not mine. 그것제가이아닌데요.

出入国・税関

immigration & Customs
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ホテルはどこですか？ ﾎﾃﾙ ｵﾃﾞｨｯｿﾖ?

Where is a hotel? 호텔어디있어요?

ゲストハウスはどこですか？ ﾐﾝﾊﾞｸﾁｯﾌﾟ ｵﾃﾞｨｯｿﾖ?

Where is a guesthouse? 민박어디있어요?

どこかお奨めの･･･場所はありますか？ ･･･ ｽｸｿ ﾁｭﾁｮﾈ ｼﾞｭｾﾖ?

Can you recommend somewhere … ? … 손소추천해주세요?

安い ｻﾝ

cheap 싼

良い ﾁｮｳﾝ

good 좋은

近い ｶｯｶｳﾝ

nearby 가카운

部屋の予約をお願いします。 ﾊﾟﾝ ﾔﾔ ﾊﾘｮｺﾞ ﾊﾇﾝﾃﾞﾖ

I would like to book a room. 방예약하랴고하는데요.

私の名前は･･･です。 ﾁｪ ｲﾙﾑﾝ ･･･ ｲﾑﾆﾀﾞ

My name is … 졔이루문 … 이무니다.

･･･部屋はありますか？ ･･･ ﾙﾑ ｲﾝﾅﾖ?

Do you have a … room? … 룸있나요?

シングル ｼﾝｸﾞﾙ

single 싱글

ダブル ﾄﾌﾞﾙ

double 더블

ツイン ﾄｩｲﾝ

twin 트윈

一晩幾らですか？ ﾊﾙｯﾊﾟﾒ ｵﾙﾏｴﾖ?

How much is it per night? 하루방에얼마예요?

一人幾らですか？ ﾊﾝﾐｮｹﾞ ｵﾙﾏｴﾖ?

How much is it per person? 한영에얼마예요?

クレジットカードで支払えますか？ ｼﾝﾖﾝｶﾄﾞ ﾊﾟﾄﾞｩｼﾅﾖ?

Can I pay by credit card? 신용카드밤으시나요?

見せてもらえますか？ ﾁｮﾑ ﾎﾟﾙｽ ｲﾝﾅﾖ?

Can I see it? 종볼수있나요?

ホテル・宿泊１

Hotel & Accommodation 1
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部屋の鍵をもらえますか？ ﾖﾙｾ ｼﾞｭｼﾙｽ ｲﾝﾅﾖ?

Could I have my room key? 열쇠주실수있나요?

朝食はいつですか？ ｱｯﾁﾑﾝ ｵﾝｼﾞｪ ﾓﾝﾅﾖ?

When is breakfast served? 아침언제악나요?

朝食はどこですか？ ｱｯﾁﾑﾝ ｵﾃﾞｨｿ ﾓﾝﾅﾖ?

Where is breakfast served? 아침어디사악나요?

･･･時に起こしてください。 ･･･ ｼｴ ｹｵ ｼﾞｭｾﾖ

Please wake me up at … … 시에깨워주세요.

･･･過ぎます。 ﾉﾑ ･･･ ﾖ

It is too … 나무 … 요.

高 ﾋﾟｯｻ

expensive 비싼

うるさ ｼｯｸﾛｳｫ

noisy 시끄러운

小さ ﾁｬｶﾞ

small 작아

･･･が壊れています。 … ｶﾞ ｱﾝﾃﾞﾖ

The … does not works. … 가안요.

エアコン ｴｵｺﾆ

air conditioner 에어컨이

扇風機 ｿﾝﾌﾟﾝｷﾞ

fan 선풍기

トイレ ﾊｼﾞｬﾝｼﾘ

toilet 화장실

･･･が汚れています。 ｲ ･･･ ｹﾞｯｸｯﾀｼﾞ ｱﾇﾝﾃﾞﾖ

The … is not clean. 이 … 깨끗하지않은데요.

シーツ ｲｼﾄｩ

sheet 시트

タオル ｲｽｺﾞﾝ

towel 수건

枕 ｲﾍﾟｹﾞ

pillow 베개

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？ ﾁｪｯｸｱｳﾄ ｵﾝｼﾞｪｴﾖ?

What time is checkout? 체크아웃언제예요?

荷物を置いてもよいですか？ ﾁﾑ ﾖｷﾞﾄｩｺﾞ ｶﾄﾞﾃﾞﾅﾖ

Can I leave my luggage here? 짐을예기도고가도데나요?

･･･を返してください。 ･･･ ﾄﾘｭｵ ｼﾞｭｼｹﾞｿﾖ

Please return my … ? … 시겠어요?

デポジット ﾎﾟｼﾞｭﾝｸﾞﾝ

deposit 보증금

パスポート ﾖｯｺﾝ

passport 여권

貴重品 ｸｨｼﾞｭﾝﾌﾟﾝ

valuables 귀중품

石鹸 ﾋﾟﾇ

soap 비누

歯ブラシ ﾁｯｿﾙ

toothbrush 칫솔

歯磨き粉 ﾁﾔｸ

toothpaste 치약

シャンプー ｼｬﾑﾌﾟ

shampoo 샴푸

トイレットペーパー ﾊｼﾞｬﾝｼﾞ

toilet paper 화장지

髭剃り ﾐｮﾝﾄﾞｷﾞ

razor blades 면도기

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？ ｳﾑ ｼｯｼﾞｮﾝ ﾁｭﾁｮﾈ ｼﾞｭｼｹﾞｯｿﾖ?

Can you recommend a restaurant? 음식정추천헤주시겠어요?

･･･をお願いします。 ･･･ ｼﾞｭｾﾖ

I would like… , please. … 주세요.

･･･人テーブル ･･･ ﾐｮﾝ ﾁｬﾘ

table for … …명자리

禁煙席 ﾌﾐｮﾝｿ

nonsmoking area 금연석

メニュー ﾒﾆｭｰ

menu 메뉴

飲み物リスト ｳﾑﾆｮ ﾒﾆｭｰ

drink list 음주메뉴

その皿 ｸ ﾁｮﾌﾟｼ

that dish 그접시

会計 ｹｻﾝｿ

bill 게산소

朝食 ｱﾁﾑ

breakfast 아침

昼食 ﾁｮﾑｼﾑ

lunch 점심

夕食 ﾁｮﾆｮ

dinner 저녁

軽食 ｶﾝｼ

snack 간식

ミネラル・ウォーター ﾑﾙ

mineral water 물

コーヒー ｺｯﾋﾟ

coffee 커피

紅茶 ﾁｬ

tea 차

ソフトドリンク ﾀﾝｻﾝ ｳﾑﾆｮ

soft drink 탄산음료

ビール ﾒｸﾁｭ

beer 맥주

ワイン ﾜｲﾝ

wine 와인

レストラン・食事１

Restaurant & Eating 1
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何がお奨めですか？ ﾁｭ ﾁｮﾈ ﾁｭｼｹﾞｿﾖ?

What would you recommend? 추천헤주시겠어요?

何にしますか？ ﾑｵ ﾏｼｺﾞ ｼﾌﾟｾﾖ?

What would you like? 워마시고실으세요?

私は･･･にします。 ･･･ ｼﾞｭｾﾖ

I will have … … 주세요.

ヴェジタリアンフードはありますか？ ﾁｪｼﾁｭｲ ｳﾑｼｯ ｲﾅﾖ?

Do you have vegetarian food? 채식주의음정있나요?

･･･を抜いてもらえますか？ ･･･ ﾍﾟｺﾞ ﾍｼﾞｭｼｹﾞｯｿﾖ?

Could you prepare a meal without …? … 페고헤주시겠어요?

私は･･･のアレルギーです。 ﾁｮﾝ ･･･ ｱﾚﾙｷﾞｶﾞ ｲｯｿﾖ

I am allergic to … 천 … 에알레르기가있어요.

バター ﾎﾞﾄ

butter 버터

玉子 ｹﾗﾝ

eggs 계란

魚 ｾﾝｿﾝ

fish 생선

肉 ｺｷﾞ

meat 고기

乾杯！ ｺﾝﾍﾞ!

Cheers! 건배!

これは何ですか？ ｲｺﾞﾝ ﾑｴﾖ?

What is that? 이건뭐예요?

幾らですか？ ｵﾙﾏｴﾖ?

How much is it? 얼마예요?

十分です。 ﾁｭﾝﾌﾞﾅﾝ

Enough. 충분히.

もう少し。 ﾄ

A bit more. 더.

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？ ﾋﾟｮ ｵﾃﾞｨｴｿ ｻﾅﾖ?

Where can I buy a ticket? 표어디있어사나요?

予約が必要ですか？ ｲｪｱﾍｱ ﾊﾅﾖ?

Do I need a book? 예약헤야하나요?

･･･行きのチケットを一枚ください。 ･･･ ﾋﾟｮ ﾁｭｾﾖ

One ticket to … , please. … 표주세요.

この切符を･･･してください。 ﾋﾟｮﾙ ･･･ ﾁｭｾﾖ

I would like to … my ticket. 표를 … 주세요.

キャンセル ﾁｲｿｴ

cancel 취소

変更 ﾊﾟｸｫ

change 바꿈

確認 ﾊｷﾞﾈ

confirm 확인헤

禁煙席をお願いします。 ｸﾐｮﾝｿｯ ﾁｭｾﾖ

Nonsmoking seat, please. 금연시주세요.

喫煙席をお願いします。 ﾌﾋﾞｮﾝｿｯ ﾁｭｾﾖ

Smoking seat, please. 흡연시주세요.

幾らですか？ ｵﾙﾏｴﾖ?

How much is it? 얼마예요?

どれくらい時間が掛かりますか？ ｵﾙﾏﾅ ｺﾙﾘﾅﾖ?

How long does the trip take? 얼마나걸리나요?

直行便ですか？ ﾁｪｹﾝ ﾉｿﾆﾝｶﾞﾖ?

Is it a direct route? 직행노선인가요?

エアコンは付いていますか？ ｴｵｺﾝ ｲﾝﾅﾖ?

Is there air conditioning? 에어컨이있나요?

トイレは付いていますか？ ﾊｼﾞｬﾝｼﾙ ｲﾝﾅﾖ?

Is there toilet? 화장실있나요?

私の荷物が･･･ました。 ﾁｪ ﾁﾐ ･･･ ｼﾞｮｯｿﾖ

My luggage has been … 제집이 … 었어요.

破損し ﾏﾝｶﾞ

damaged 망가

紛失し ｵﾌﾟｿ

lost 잃어

盗まれ ﾄﾄﾞｩﾝﾏ

stolen 도동마

移動・交通１

Transport 1
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･･･はどこですか？ ･･･ ｵﾃﾞｨｯｿﾖ?

Where is the … ? … 어디있어요?

到着ゲート ﾄﾁｬｸ ｹﾞｰﾄ

arrivals gate 도착게이트

出発ゲート ﾁｭﾊﾞﾙ ｹﾞｰﾄ

departure gate 출발게이트

この･･･は(　　　)行きですか？ ｲ (          ) ･･･ ｴ ｶﾅﾖ?

Is this … to (      ) ? 이(    ) … 에가나요?

列車 ｷﾁｬ

train 기차

バス ﾎﾞｽ

bus 버스

飛行機 ﾋﾟｴﾝｷﾞ

plane 비행기

船 ﾍﾟ

boat 배

･･･のバスはいつですか？ ･･･ ﾎﾞｽ ｵﾝｼﾞｪ ｲﾝﾅﾖ?

When the … bus? … 버스언제있나요?

始発 ﾁｮｯ

first 첫

最終 ﾏｼﾞﾏｯ

last 마지막

次 ﾀｳﾑ

next 다음

出発時間はいつですか？ ｵﾝｼﾞｪ ﾄﾞﾅﾖ?

What time does it leave? 언제떤나요?

これは何駅ですか？ ﾖｷﾞﾇﾝ ｵﾇ ﾖｷﾞｴﾖ?

What station is this? 예기는어누역이예요?

･･･には停まりますか？ ･･･ ｶﾅﾖ?

Does it stop at …? … 가나요?

ここにどれくらい停まりますか？ ﾖｷﾞｿ ｵﾙﾏ ﾄｶﾞﾝ ｿﾅﾖ?

How long do we stop here? 예기서얼마동안소나요?

この座席は空いていますか？ ﾖｷﾞ ﾁｬﾘ ｲﾝﾅﾖ?

Is this seat available? 예기자리있나요?

移動・交通２

Transport 2
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■タクシーで･･･

･･･まで幾らですか？ ･･･ ｶｼﾞｶﾘｮﾐｮﾝ ｵﾙﾏｴﾖ?

How much is it to … ? 카지가료연얼마예요?

メーターを使ってください。 ﾐﾄｷﾞ ｷｮｼﾞｭｾﾖ

Please put the meter on. 미터기쿄주세요.

この住所まで行ってください。 ｲｼﾞｭｿ ﾛ ｶｼﾞｭｾﾖ

Please take me to this address. 이주소로가주세요.

スピードを落としてください。 ﾁｮﾝ ﾁｮﾆ ｶｼﾞｭｾﾖ

Please slow down. 천천히가주세요.

ここで停まってください。 ﾖｷﾞ ﾈﾘｹﾖ

Please stop here. 여기네리게요.

ここで待っていてください。 ﾖｷﾞｿ ｷﾀﾞﾘｵ ﾁｭｾﾖ

Please wait here. 여기소기다료주세요.

■街角で･･･

この道は･･･行きですか？ ｲ ﾄﾞﾛｶﾞ ･･･ ﾛ ｶﾇﾝ ｷﾆﾝｶﾞﾖ?

Is this the road to …? 이도로가 … 로가는길인가요?

地図で示していただけますか？ ﾁﾄﾞｩｴｿ ｵﾃﾞｨﾝｼﾞ ｶﾙﾁｮ ﾁｭｾﾖ?

Can you show me on the map? 지도에소어디인지가리초주세요?

住所はどこですか？ ｼﾞｭｿｶﾞ ﾑｴﾖ?

What is the address? 주소가뭐예요?

距離はどれくらいですか？ ｵﾙﾏﾅ ﾓﾝｶﾞﾖ?

How far is it? 얼마나안가요?

どうやって行くのですか？ ｺｷﾞｴ ｵｯﾄｯｹ ｶﾅﾖ?

How do I get there? 가기예어떻게가나요?

東 ﾄﾝﾁｮ

east 동쪽

西 ｿﾁｮ

west 서쪽

南 ﾅﾑﾁｮ

south 남쪽

北 ﾌﾟｯﾁｮ

north 북쪽

移動・交通３

Transport 3
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･･･です。 ･･･ ﾖ

It is … … 요.

ここ ﾖｷﾞ

here 여기

あそこ ﾁｮｷﾞ

there 조기

近い ｶｯｶｴ

near 가까이에

遠い ﾓﾛ

far 멀어

･･･の前 ｱﾍﾟ

in front of… 앞에

･･･の後 ﾄﾞｩｲｴ

behind… 뒤에

･･･の隣り ﾖﾍﾟ

next to… 옆에

･･･の反対 ﾊﾟﾝﾃﾞﾈ

opposite… 반대에

･･･に曲がって ･･･ ﾊｾﾖ

Turn… … 하세요.

右 ｳﾍｼﾞｮﾝ

right 우회전

左 ﾁｬﾌｴｼﾞｮﾝ

left 좌회전

･･･で ･･･ ﾛ

By… … 로

バス ﾎﾞｽ

bus 버스

電車 ｷﾁｬ

train 기차

タクシー ﾃｸｼ

taxi 택시

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？ ﾁｭﾋﾞｮﾈ ﾋﾟｰｼｰﾊﾞﾝ ｲﾝﾅﾖ?

Where is the local internet cafe? 주변에피시방있나요?

一時間で幾らですか？ ｼｶﾝﾀﾞﾝ ｵﾙﾏｴﾖ?

How much is it per hour? 얼마예요?

･･･したい。 ･･･ ﾘｮｺﾞﾖ

I would like to… … 료고요.

メールの確認 ｲｰﾒｲﾙ ﾊｷﾞﾝ ﾊ

check my email 이메일확인하

インターネットに接続 ｲﾝﾄﾈｯﾄ ﾖﾝｷﾞｮﾙ ﾊ

get internet access 인터넷연결하

プリンタを使用 ﾌﾟﾘﾝﾄ ｽ

use a printer 프린터쓰

スキャナを使用 ｽｶﾉ ｽ

use a scanner 스캐너쓰

携帯電話をレンタルしてください。 ｼｭﾃﾞﾌｫﾝ ﾃﾞﾖ ﾊﾟﾄﾞｩﾘｮ ｺﾞﾖ

I would like a mobile phone for hire. 휴대폰데요밤으료고요.

SIMカードをください。 ｼﾑ ｶﾄﾞｩ ｻｺﾞｼﾎﾟﾖ

I would like a SIM card. 시무카드사고싶어요.

料金はいくらですか？ ｵﾙﾏｴﾖ?

What are the rate? 얼마예요?

あなたの電話番号は？ ﾁｮﾇﾌｧ ﾎﾞﾉｶﾞ ﾓｴﾖ?

What is your phone number? 전화번호가무예요?

番号は･･･です。 ﾎﾞﾇﾝ ･･･ ｲｴﾖ

The number is … 번호는 … 이예요.

最寄りの公衆電話はどこですか？ ﾁｪｲﾙ ｶｯｶｳﾝ ｺﾝｼﾞｭﾝﾁｮﾅ ｵﾃﾞｨｲﾅﾖ?

Where is the nearest public phone? 제일가까운공중전화어디있나요?

テレフォンカードをください。 ﾁｮﾇﾌｧ ｶﾄﾞｩ ｻｺﾞｼﾎﾟﾖ

I would like to buy a phone card. 전화카드사고싶어요.

･･･に電話したい。 ･･･ ｴ ﾁｮﾅ ﾊｺﾞｼﾎﾟﾖ

I want to call … … 예전화하고싶어요.

一分で幾らですか？ ｲﾙﾌﾞﾝ ﾄﾝﾜｴ ｵﾙﾏｴﾖ?

How much is it per minute? 얼분동화예얼마예요?

インターネット・通信

Internet & Communication
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･･･はどこですか？ ･･･ ｵﾃﾞｨｯｿﾖ?

Where is a/an… … 어디있어요?

自動支払機 ﾋｮﾝｸﾞﾝ ｲﾝﾁｭﾙｷﾞ

ATM 현금인출기

外貨両替所 ﾊﾝｼﾞｮﾝｿ

foreign exchange 환전소

銀行はいつ開きますか？ ｳﾝﾍﾝ ﾑﾝ ｵﾝｼﾞｪ ﾖﾅﾖ?

What time does the bank open? 은행운언제여나요?

･･･したい。 ･･･ ｼﾞｭｾﾖ

I would like to … … 주세요.

･･･はどこでできますか？ ･･･ ｵﾃﾞｨ ｲﾝﾅﾖ?

Where can I … … 어디있나요?

現金の両替 ﾊﾝｼﾞｮﾝ ﾍ

change money 환전헤

トラベラーズチェックの両替 ﾖﾍﾝｼﾞｬ ｽﾋﾟｮﾙ ﾋｮﾝｸﾞﾑﾛ ﾊﾟｯｺ

change T/C 여행자수표를현금으로바귀

現金引出し ﾋｮﾝｸﾞﾝ ｲﾝﾁｭﾙ

withdraw money 현금인출

振込手続き ｿﾝｸﾞﾝ ﾊｺﾞ

arrange a transfer 송금하고

･･･は幾らですか？ ･･･ ｵﾙﾏｴﾖ?

What is the … ? …얼마예요?

両替レート ﾊﾝﾆｭﾘ

exchange rate 환율이

手数料 ｽｽﾘｮｶﾞ

charge for that 수수료가

私宛にお金は届いていますか？ ﾁｪﾄﾆ ﾄﾁｬｯｶｴﾅﾖ?

Has my money arrived? 제돈이도착했나요?

Bank

銀行
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･･･を送りたい。 ･･･ ﾌﾟｯﾁﾘｮｺﾞﾖ

I want to send a … … 부치료고요.

絵葉書 ﾖﾌﾟｿ

postcard 엽서

手紙 ﾋﾟｮﾝｼﾞ

letter 편지

小包 ｿﾎﾟ

parcel 소포

ファックス ﾌｧｸｽ

fax 팩스

船便 ｿﾝﾋﾟｮﾝ ｳﾋﾟｮﾝ

sea mail 바다메일

特急便 ﾊﾞﾙﾝ ｳﾋﾟｮﾝ

express mail 속달우편

･･･を買いたい。 ･･･ ｻﾘｮｺﾞ ﾊﾇﾝﾃﾞﾖ

I want to buy a … … 사료고하는데요.

封筒 ﾎﾟﾝﾄｩ

envelope 봉투

切手 ｳﾋﾟｮ

stamp 우표

･･･宛に航空便で送ってください。 ･･･ ｴ ﾊﾝｸﾞﾝ ｳﾋﾟｮﾇﾛ ﾎﾟﾈｼﾞｭｾﾖ

Please send it by airmail to … … 예항공편으로보내주세요.

私宛に郵便は届いていますか？ ﾁｪ ｳﾋﾟｮﾝ ﾄﾁｬｯｶｴﾅﾖ?

Is there any mail for me? 제우편이도착했나요?

郵便局

Post office
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･･･はどこですか？ ･･･ ｵﾃﾞｨ ｲﾝﾅﾖ?

Where is a … ? … 어디있나요?

銀行 ｳﾝﾍﾝ

bank 은행

スーパーマーケット ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ

supermarket 슈퍼마켓

デパート ﾍﾟｯｸｧｼﾞｮﾝ

department store 백화점

書店 ｿｼﾞｮﾝ

book store 서점

･･･はどこで買えますか？ ･･･ ｵﾃﾞｨｿ ｻｲｽ ｲﾝﾅﾖ?

Where can I buy … ? … 어디소설수있나요?

･･･を買いたい。 ･･･ ｳﾙ ﾁｬｯｺ ｲｯｿﾖ?

I would like to buy … … 울찾고있어요

他にはありませんか？ ﾀﾙﾝｺﾞ ｵﾝﾅﾖ?

Do you have any others? 다른고있나요?

保証は付きますか？ ﾌﾟﾝｼﾞﾙ ﾎﾟｼﾞｭﾝ ﾃﾞﾅﾖ?

Does it have a guarantee? 품질보증되나요?

不良品です。 ﾌﾟﾘﾔｲｴﾖ

It is faulty. 결함이예요.

･･･をお願いします。 ･･･ ｼｯﾌﾟｽﾑﾆﾀﾞ

I would like … , please. … 싶무니다.

返金 ﾌｧﾝﾌﾞﾙ ﾊｺﾞ 

to refund 환불하고

返品 ﾊﾟﾝﾌﾟﾝ ﾊｺﾞ

to return 반품하고

袋 ﾎﾟﾝﾄｩ

a bag 봉투

買物１

Shopping 1
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試着していいですか？ ｲﾎﾞﾊﾞﾄﾞ ﾄﾞｩｴﾅﾖ?

Can I try it on? 입어바도되나요?

サイズが合いません。 ｱﾝﾏｼﾞｬﾖ

It does not fit. 안맞아요.

小 ｽﾓﾙ

small 스물

中 ﾐﾃﾞｨｱﾑ

medium 미디멍

大 ﾗｼﾞ

large 라지

幾らですか？ ｵﾙﾏｴﾖ?

How much is it? 얼마예요?

値段を書いてもらえますか？ ｶｷﾞｮｸﾞﾙ ｿ ﾁｭｼｹﾞｯｿﾖ?

Can you write down the price? 가격을씨주시겠어요?

高すぎます。 ﾉﾑ ﾋﾟｻﾖ

That is too expensive. 너무비싸요.

勘定に間違いがあります。 ｹｻﾝｿｶﾞ ｲｻﾝﾍﾖ

There is mistake in the bill. 계산서가이산헤요.

･･･で支払えますか？ ･･･ ﾊﾟﾄﾞｩｼﾅﾖ?

Do you accept … ? … 밤으시나요?

クレジットカード ｼﾝﾖﾝｶﾄﾞ

credit card 신용카드

キャッシュカード ﾁｪｯｸｶﾄﾞ

debit card 체크카드

トラベラーズチェック ﾖﾍﾝｼﾞｬ ｽﾋﾟｮ

T/C 여행자수표

･･･をください。 ･･･ ﾁｭｾﾖ

I would like … , please. … 쥬세요.

お釣り ﾁｬﾝﾄﾞﾝ

my change 잔돈

領収書 ﾖﾝｽｼﾞｭﾝ

receipt 영수증

買物２

Shopping 2
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･･･は好きですか？ ･･･ ﾁｮ ｱ ﾊｾﾖ?

Do you like …? … 좋아하세요?

･･･が好きです。 ･･･ ﾁｮ ｱ ﾍﾖ

I like … … 좋아헤요?

芸術 ﾐｽﾙ

art 예술

スポーツ ｳﾝﾄﾞﾝ

sports 운동

ダンス ﾁｭﾑ

dance 춤

映画 ﾖﾝﾊ

movies 영화

旅行 ﾖﾊﾝ

travel 여행

料理 ﾖﾘ

cooking 요리

読書 ﾄｸｿ

reading 독서

･･･はどこですか？ ･･･ ｵﾃﾞｨｴ ｲﾝﾅﾖ?

Where can I find … ? … 어디예있나요?

クラブ ｸﾗﾌﾞ

clubs 클럽

パブ ｽﾙﾁｯﾌﾟ

pubs 술집

カフェ ｶﾌｪ

cafe 커피

･･･に行きたい。 ･･･ ｴ ｶｺﾞｼﾎﾟﾖ

I feel like going to … … 에가고싶어요.

パーティ ﾊﾟｰﾃｨ

party 파티

コンサート ｺﾝｿﾄｩ

concert 콘서트

映画 ﾖﾝﾊ

movie 여행

舞台 ﾖﾝｸﾞｸ

stage 연극

博物館 ﾐｽﾙｸﾞﾜﾝ

museum 박물관

観光１

Sightseeing 1
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開館は何時ですか？ ｵﾝｼﾞｪ ﾖﾅﾖ?

What time does it open? 언제여나요?

閉館は何時ですか？ ｵﾝｼﾞｪ ﾀﾅﾖ?

What time does it close? 언제닫나요?

入場料は幾らですか？ ｲﾌﾟﾁｬﾝﾘｮ ｵﾙﾏｴﾖ?

What is the admission charge? 입장료얼마예요?

･･･割引はありますか？ ･･･ ﾊﾘﾝ ｲﾝﾅﾖ?

Is there discount for … ? … 할인있나요?

学生 ﾊｸｾﾝ

students 학생

子供 ｵﾘﾆ

children 어린이

･･･が欲しい。 ･･･ ﾁｭｾﾖ

I would like to … … 쥬세요.

ガイド ﾖﾍﾝ ｱﾝﾈｿ

guide 여행안내

地図 ﾁｭﾄﾞ

map 지도

カタログ ｶﾀﾛｸﾞ

catalogue 카탈로그

･･･を観たい。 ･･･ ﾎﾟｺﾞｼﾎﾟﾖ

I would like to see … … 보고싶어요.

あれは何ですか？ ﾁｮｹﾞ ﾓｴﾖ?

What is that? 조게뭐예요?

写真を撮ってもいいですか？ ｻｼﾞﾝ ﾁｺﾞﾄﾞ ﾄﾞｪｶﾖ?

Can we take photos? 사진쪽어도릴코요?

観光２

Sightseeing 2
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次のツアーはいつですか？ ﾀｳﾑ ﾄｩｵ ｵﾝｼﾞｪｴﾖ?

When is the next tour? 다음투어언제예요?

･･･は含まれていますか？ ･･･ ﾎﾟﾊﾐﾝｶﾞﾖ?

Is … included? … 포함됩니까？

入場料 ｲﾌﾟﾁｬﾝﾆｮ

admission 입장권

交通費 ｷｮﾄﾝﾋﾞ

transport 교통비

食費 ｳﾑｼｯｸ

food 식비

宿泊費 ｽｯﾊﾟｸ

accommodation 숙박

ツアーはどれくらいの長さですか？ ﾄｩｱｶﾞ ｵﾙﾏﾅ ｺﾘｲﾅﾖ?

How long is the tour? 투어가얼마나갈리나요?

何時ごろ戻りますか？ ｵﾝｼﾞｪ ｶｼﾞ ﾄﾗﾜﾔ ﾃﾞﾅﾖ?

What time should we be back? 언제카지들아와야데나요?

観光３

Sightseeing 3
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警察署はどこですか？ ｷｮﾝﾁｬﾙｿｶﾞ ｵﾃﾞｨｲｴﾖ?

Where is the police station? 경찰에어디예요?

被害届を出したい。 ｼﾝｺﾞ ﾊﾘｮｺﾞ ﾍﾖ

I want to report an offense. 신고하라고해요.

･･･を紛失しました。 ･･･ｲﾛﾎﾞﾖｯｿﾖ

I have lost my … … 잃어버렸어요.

･･･を盗まれました。 ･･･ﾄﾄﾞｩ ﾏｼﾞｬｯｿﾖ

My … was stolen. … 도동맞았어요.

鞄 ｶﾊﾞﾝ

bag 가방

財布 ﾁｶﾞｯﾌﾟ

wallet 지갑

お金 ﾄﾝ

money 돈

パスポート ﾖｯｸｫﾝ

passport 여권

クレジットカード ｼﾝﾖﾝ ｶﾄﾞｩ

credit card 신용카드

トラベラーズチェック ﾖﾍﾝｼﾞｬ ｽﾋﾟｮ

T/C 여행자수표

･･･されました。 ﾁｮﾇﾝ ･･･ ﾏｼﾞｬｯｿﾖ

I have been … 나는 … 맞았어요.

暴行 ﾎﾟｯｹﾝ

assaulted 폭행

強盗 ﾄﾄﾞｩﾝ 

robbed 강도

大使館と連絡を取りたい。 ﾃｻｸﾞｧﾈ ﾖﾗｶｺﾞ ｼﾌﾟｽﾑﾆﾀﾞ

I want to contact my embassy. 대사관에열택하고무니다.

領事館と連絡を取りたい。 ﾖﾝｻｸﾞｧﾈ ﾖﾗｶｺﾞ ｼﾌﾟｽﾑﾆﾀﾞ

I want to contact my consulate. 영사관에열택하고무니다.

保険に入っています。 ﾁｮﾝ ﾎﾟﾎﾒ ﾄﾞｩﾛｯｿﾖ

I have an insurance. 천보험이들었어요.

警察

Police
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最寄りの･･･はどこですか？ ﾁｪｲﾙ ｶｯｶｳﾝ ･･･ ｵﾃﾞｨ ｲﾝﾅﾖ?

Where is the nearest … ? 제일가까운 … 어디있나요?

病院 ﾋﾟｮｺﾞﾆ

hospital 병원

医者 ｳｲｻ

doctor 의사 

歯医者 ﾁｯｸｱｶﾞ

dentist 치과의사

薬局 ﾔｸｯｸ

pharmacist 약국

医者にかかりたい。 ｳｲｻｶﾞ ﾋﾟﾘｮﾍﾖ

I need a doctor. 의사가빌요해요.

女性の医師に診てほしい。 ﾖｼﾞｬ ｳｲｻ ｲﾝﾅﾖ?

Could I see a female doctor? 여자의사있나요?

薬を切らしてしまいました。 ﾔｷﾞ ﾀ ﾄﾞﾛｼﾞｮｯｿﾖ

I have run out of my medication. 약이다떨어졌어요.

具合が悪いです。 ﾁｮﾝ ｱﾊﾟﾖ

I am sick. 천아파요.

ここが痛いです。 ﾖｷﾞｶﾞ ｱﾊﾟﾖ

It hurts here. 여기가아파요.

･･･があります。 ﾁｮﾇﾝ ･･･ ｲｯｿﾖ

I have a … 나는 … 있어요.

咳 ｷｯﾁﾑ

cough 기침

痰 ﾑｷﾞ

sore throat 목이

熱 ﾖﾘ

fever 열 

頭痛 ﾄｩﾄｷﾞ

headache 두통 

痛み ﾄﾝﾁｭｷﾞ

pain 고통 

･･･にアレルギーがあります。 ﾁｮﾝ ･･･ ｴ ｱﾚﾙｷﾞｶﾞ ｲｯｿﾖ

I am allergic to … 천 … 에알레르기가있어요.

病院１

Hospital 1
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頭 ﾓﾘ

head 머리

目 ﾇﾝ

eye 눈

耳 ｸｨ

ear 귀

鼻 ｺ

nose 코

口 ｲﾌﾟ

mouth 입

歯 ｲｰ

teeth 이

喉 ﾓｯ

throat 목

首 ﾓｯ

neck 목

腕 ﾊﾟﾙ

arm 팔

手 ｿﾝ

hand 손

指 ｿﾝｶﾞﾗ

finger 손가락

足 ﾀﾘ

leg 다리

胸 ｶｽﾑ

chest 가슴

背中 ﾎﾘ

back 허리

胃 ｳｨ

stomach 위

肌 ﾋﾟﾌﾞ

skin 피부

病院２

Hospital 2
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解熱鎮痛剤 ｱｽﾋﾟﾘﾝ

aspirin 아스피린

抗生物質 ﾊﾝｾﾝｼﾞｪ

antibiotics 항생물질

下痢止め ｿﾙｻﾔｯｸ

diarrhea medicine 설사약 

緩下剤 ｿﾌｧｼﾞｪ

laxatives 소화제

睡眠薬 ｽﾐｮﾝｼﾞｪ

sleeping tablets 수면제 

痛み止め ﾁﾝﾄﾝｼﾞｪ

painkillers 진통제 

包帯 ﾌﾟﾝﾃﾞｨｴ

bandage 붕대

消毒薬 ｿﾄﾞﾝﾆｬ

antiseptic 소독약

コンドーム ｺﾝﾄﾞﾑ

condoms 콘돔

経口避妊薬 ﾋﾟｲﾑ

contraceptive 피임

ぜん息 ﾁｮﾝｼｷﾞ

asthma 천식 

気管支炎 ｷｶﾞﾝｼﾞﾖﾝ

bronchitis 기관지염 

便秘 ﾋﾟｮﾝﾋﾞ

constipation 변비 

吐き気 ﾒｽｯｸ

nauseous 구역질 

病院３

Hospital 3


