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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、右側にチェコ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、チェコ語を学習する
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。　

　本書がチェコ語の活用と修得の、良きパートナーとなりますように。
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はい。 ｳｰﾉ

Yes. Ano.

いいえ。 ﾈ

No. Ne.

お願いします。 ﾌﾟﾛｼｰﾑ

Please. Prosim.

ありがとう。 ﾃﾞｨｴｸｲ

Thank you. Dekuji.

どういたしまして。 ﾌﾟﾛｼｰﾑ

You are welcome. Prosim.

すいません。 ﾌﾟﾛﾐﾝﾃ

Excuse me. Prominte.

ごめんなさい。 ﾌﾟﾛﾐﾝﾃ

Sorry. Prominte.

こんにちは。 ｳｰﾎｲ

Hello.

やあ。 ﾁｮｳ

Hi.

さようなら。 ﾇｰ ｼｭﾚﾄﾞｩﾉｰ

Goodbye.

･･･さん(男性) ﾌﾟｰﾝ

Mr …

･･･さん(既婚女性) ﾌﾟｰﾆｰ

Mrs …

･･･さん(未婚女性) ｽﾚﾁﾇｰ

Miss …

お元気ですか？ ﾕｰｸ ｾ ﾏﾃ/ﾏｼｭ?

How are you?

元気です、あなたは？ ﾄﾞﾌﾞﾘｪ  ｱ ｳﾞｨ/ﾃｨ?

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？ ﾕｰｸ ｾ ﾒﾆｭｴﾃ/ﾒﾆｭｴｼｭ?

What is your name?

私の名前は･･･です。 ﾒﾆｭｲ ｾ …

My name is … 

お会いできて嬉しいです。 ﾃｨｴｼｰ ﾒ

I am pleased to meet you.

こちらは私の･･･です。 ﾄ ｲｪ ﾓｰｲ/ﾓｲｪ …

This is my … 

父 ｵﾃﾂ

father

母 ﾑﾄｸｰ

mother

兄弟 ﾌﾞﾙｰﾄﾙ

brother

姉妹 ｾｽﾄﾙｰ

sister

夫 ﾑｰﾝｾﾞﾙ

husband

妻 ﾑｰﾝｾﾞﾙｸｰ

wife

息子 ｼﾝ

son

娘 ﾄﾞｩﾂｪﾙｰ

daughter

友人 ﾌﾟﾙｽﾞｨﾃﾙ   ﾌﾟﾙｽﾞｨﾃﾙｷﾆｬ

friend

挨拶・自己紹介２

Greeting & Introduction 2
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これが私の･･･です。 ｽﾞﾃﾞｨ ｲｪ ﾓｲｪ …

Here is my … 

あなたの･･･は？ ﾕｰｶｲｰ/ﾕｰｶ ｲｪ ｳﾞｼｪ … ?

What is your … ?

住所 ｳｰﾄﾞﾚｼｭ

address

メールアドレス ｲｰﾒｲﾙ ｳｰﾄﾞﾚｼｭ

email address

携帯番号 ﾃﾚﾌｫﾆｰ ﾁｪｽﾛ

mobile number

電話番号 ﾃﾚﾌｫﾆｰ ﾁｪｽﾛ

phone number

あなたの職業は？ ﾕｰｶｲｰ ｲｪ ｳﾞｼｪ ﾎﾟｳﾞｫﾗﾆｪ?

What is your occupation?

私は･･･です。 ﾕｾﾑ …

I am a …

ビジネスマン ｵﾌﾞｺﾄﾞﾆｰｸ

business person

学生 ｽﾄｩﾃﾞﾝﾄ

student

技術者 ｳﾞｪﾃﾞｯﾂ/ｳﾞｪﾄﾞｷﾆｪ

engineer

芸術家 ｳﾐｪﾚｯﾂ/ｳﾐｪﾙｷﾆｪ

artist

どちらから来ましたか？ ｵﾄｸﾄﾞ ﾕｽﾃ?

Where are you from?

･･･から来ました。 ﾕｾﾑ ｽ …

I am from …

結婚していますか？ ﾕｽﾃ ｾﾞﾇｰﾃｨ/ﾌﾄﾞｩｰﾅ?

Are you married?

結婚しています。 ﾕｾﾑ  ｾﾞﾇｰﾃｨ/ﾌﾄﾞｩｰﾅ

I am married.

独身です。 ﾕｾﾑ ｽｳﾞｫﾎﾞﾄﾞﾆ/ｱ

I am single.

挨拶・自己紹介３

Greeting & Introduction 3



6

お幾つですか？ ｺﾘｸ ｲｪ ｳﾞｧﾑ ﾚｯﾄ?

How old are you?

･･･歳です。 ｲｪ ﾐ … ﾚｯﾄ

I am … years old.

･･･ですか？ ﾕｽﾃ … ?

Are you … ?

･･･です。 ﾕｾﾑ …

I am  …

大丈夫 ｼｭﾄｩｽﾄﾆ

OK

疲れる ｳﾇｰｳﾞｪﾆ

tired

空腹 ﾌﾙｰﾄﾞｳﾞｨ

hungry

喉が渇く ｼﾞｰｽﾞﾆｳﾞｨ

thirsty

暑い ﾎﾙｺ

hot

寒い ｼﾞﾑｰ

cold

天気はどうですか？ ﾕｰｶｲｰ ｲｪ ﾎﾟﾁｭｰｼｰ?

What is the weather like?

暑いです ｲｪ ﾎﾙｺ

hot

寒いです ｲｪ ｸﾙｰﾄﾞﾉ

cold

雨です ﾌﾟﾘｼｰ

rainy

春 ﾕｰﾛ

spring

夏 ﾗｲｰﾄ

summer

秋 ﾎﾟﾄﾞｼﾞﾑ

autumn

冬 ｼﾞﾑｰ

winter

Greeting & Introduction 4

挨拶・自己紹介４
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どこ ｸﾞﾃﾞ

Where

いつ ｸﾞﾃﾞｨ

When

何 ﾂｫ

What

誰 ｸﾞﾄﾞ

Who

なぜ ﾌﾟﾛﾁ

why

どのように ﾕｰｸ

How

これは幾らですか？ ｺﾘｸ ﾄ ｽﾄｲｰ?

How much is it?

･･･できますか？ ﾓﾌ ｼ … ?

Can I … ?

入口/出口 ｳﾞｺｰﾄﾞ/ｳﾞｨｰｺｰﾄﾞ

Entrance/Exit

開/閉 ｵﾃｳﾞﾚﾉ/ｽﾞｳﾞﾚﾉ

Open/Closed

男性/女性 ﾊﾟﾆ   ｾﾞﾆ

Men/Women

熱/冷 ﾎﾙｶｲﾙ/ｽﾄｩﾃﾞﾅｲﾙ

Hot/Cool

禁止 ｽﾞｰｶｻﾞﾉ

Prohibited

挨拶・自己紹介５

Greeting & Introduction 5
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0  zero

1  one

2  two

3  three

4  four

5  five

6  six

7  seven

8  eight

9  nine

10  ten

11  eleven

12  twelve

13  thirteen

14  fourteen

15  fifteen

16  sixteen

17  seventeen

18  eighteen

19  nineteen

20  twenty

30  thirty

40  forty

50  fifty

60  sixty

70  seventy

80  eighty

90  ninety

100  hundred

1,000  thousand

数字

Number

ﾇﾙｰ

ｲｪﾃﾞﾝ

ﾄﾞｳﾞ

ﾄﾘ

ﾁﾃｨﾘ

ﾋﾟｪﾄ

ｼｪｽﾄ

ｾﾄﾞｩﾑ

ｵｽﾑ

ﾃﾞｳﾞｨｴﾄ

ﾃﾞｾﾄ

ｲｪﾃﾞﾅﾂﾄ

ﾄﾞｳﾞﾅﾂﾄ

ﾄﾘﾅﾂﾄ

ﾁﾄﾙﾅﾂﾄ

ﾌﾟｰﾄﾅﾂﾄ

ｼｪｽﾄﾅﾂﾄ

ｾﾄﾞﾑﾅﾂﾄ

ｵｽﾑﾅﾂﾄ

ﾃﾞｳﾞｨｴﾄﾅﾂﾄ

ﾄﾞｳﾞﾂｪﾄ

ﾄﾘﾂｪﾄ

ﾁﾃｨﾘﾂｪﾄ

ﾌﾟｰﾃﾞｻｯﾄ

ｼｪﾃﾞｻｯﾄ

ｾﾃﾞﾑﾃﾞｻｯﾄ

ｵｽﾑﾃﾞｻｯﾄ

ﾃﾞｳﾞｻｯﾄ

ｽﾄ

ﾃｨｼｰﾂ
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何時ですか？ ｺﾘｸ ｲｪ ﾎﾃﾞｨﾝ?

What time is it?

今日は何日ですか？ ｺﾘｶﾀｲﾙﾎ ｲｪ ﾄﾞｩﾈｽ?

What date is it today?

1月 ﾚﾃﾞﾝ

January

2月 ｵｰﾉﾙ

February

3月 ﾌﾞﾚｾﾞﾝ

March

4月 ﾄﾞｩﾍﾞﾝ

April

5月 ｸｳﾞｪﾃﾝ

May

6月 ﾁｪﾙｳﾞｪﾝ

June

7月 ﾁｪﾙｳﾞｪﾈｯﾂ

July

8月 ｽﾙﾍﾟﾝ

August

9月 ｻﾞﾘｰ

September

10月 ﾘｰｲｪﾝ

October

11月 ﾘｽﾄﾌﾟｰﾄ

November

12月 ﾌﾟﾛｼﾈｯﾂ

December

時間・日付１

Time & Date 1
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月曜日 ﾎﾟﾝﾃﾞｨﾚｰ

Monday

火曜日 ｵﾃﾚｰ

Tuesday

水曜日 ｽﾄﾘｪﾄﾞｩ

Wednesday

木曜日 ﾂﾄｩｳﾞﾙﾃｸ

Thursday

金曜日 ﾊﾟﾃｸ

Friday

土曜日 ｿﾎﾞﾄｩ

Saturday

日曜日 ﾈﾃﾞｨｴﾚ

Sunday

昨日の･･･ ﾌﾁｪﾙ …

yesterday …

翌日の･･･ ｽﾞｨｰﾄﾙｰ …

tomorrow …

朝 ﾗﾉ

morning

昼 ｵﾄﾎﾟﾚﾄﾞﾈ

afternoon

晩 ｳﾞｪﾁｪﾙ

evening

昨夜 ﾌﾁｪﾙ ｳﾞ ﾉｰﾁ

last night

昨･･･ ﾐﾇﾘｰ …

last …

翌･･･ ﾌﾟﾘｰｼｭﾃｨ …

next …

週 ﾃｨｰﾃﾞﾝ

week

月 ﾐｪｼｰﾂ

month

年 ﾛｸ

year

時間・日付２

Time & Date 2
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英語を話せますか？ ﾑﾙｳﾞｨｰﾃ ｳｰﾝｸﾞﾘﾂｷ?

Do you speak English?

わかりましたか？ ﾛｽﾞﾐｰﾃ?

Do you understand?

わかりました。 ﾛｽﾞﾐｰﾑ

I understand.

わかりません。 ﾈﾛｽﾞﾐｰﾑ

I do not understand.

･･･はどういう意味ですか？ ﾂｫ ｽﾞﾇｰﾒﾅ … ?

What does … mean?

･･･頂けますか？ ﾌﾟﾛｼｰﾑ ﾓｰｾﾞﾃ … ?

Please … ?

繰り返して ﾄ ｵﾌﾟｺｳﾞｰﾄ

repeat

ゆっくり話して ﾑﾙｳﾞｨｯﾄ ﾎﾟﾑｰﾚｨ

speak slowly

書いて ﾄ ﾇｰﾌﾟｼｭﾄ

write down

どのように･･･か？ ﾕｰｸ ｾ … ?

How do you … ?

発音します ﾄｰﾄ ｳﾞｨｽﾛｳﾞｭｰｲｪ

pronounce

書きます ﾋﾟｰｼｪ

write

確認

Confirmation
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トイレはどこですか？ ｸﾞﾃﾞ ｼｮｰ ﾄｳﾚﾃｨ?

Where is the toilet?

道に迷いました。 ｽﾞﾌﾞﾛｰﾃﾞｨﾙ/ｽﾞﾌﾞﾛｰﾃﾞｨﾙｳ ﾕｾﾑ

I am lost.

医者を呼んで！ ｽﾞｳﾞｫﾚｲﾃ ﾗｲｸｰﾚ!

Call a doctor!

警察を呼んで！ ｽﾞｳﾞｫﾚｲﾃ ﾎﾟﾘﾂｨ!

Call a police!

助けて頂けませんか？ ﾓｰｾﾞﾃ ﾌﾟﾛｼｰﾑ ﾎﾟﾓﾂｨ?

Could you help me, please?

助けて！ ﾎﾟﾓﾂ!

Help!

止まれ！ ｽﾞｽﾄｩﾌ!

Stop!

離れろ！ ﾋﾞｪﾂｪ ﾌﾟﾘｯｸ!

Go away!

泥棒！ ｽﾞﾛﾃﾞｨｴｨ!

Thief!

火事だ！ ﾎﾘｰ!

Fire!

私の荷物が･･･ました。 ﾓｲｪ ｽﾞｳﾞｽﾞﾄﾞﾛ ﾋﾞﾛ …

My luggage has been …

破損し ﾎﾟｼｭｺｾﾞﾉ

damaged

紛失し ｽﾞﾄﾙﾂｪﾉ

lost

盗まれ ｳｸﾙｰﾃﾞﾉ

stolen

緊急事態

Emergency
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･･･目的です。 ﾕｾﾑ ｽﾞﾃﾞ …

I am …

商用 ﾇｰ ｽﾙｾﾞﾌﾞﾆｰ ﾂｪｽﾃｨｴ

on business

観光 ﾇｰ ﾄﾞｳﾞｫﾚﾅｲｰ

on holiday

･･･滞在します。 ﾕｾﾑ ｽﾞﾃﾞ ﾇｰ …

I am here for …

日 ﾄﾞﾆｰ

days

週間 ﾃｨｰﾄﾞﾆ

weeks

月 ﾐｪｼｰﾂｪ

months

･･･に行く予定です。 ｲｪﾄﾞｩ ﾄﾞ …

I am going to …

･･･に滞在します。 ﾕｾﾑ ｳﾋﾞﾄｳﾞﾆｰ/ﾅ ｳﾞ …

I am staying at …

申告するものはありません。 ﾈﾏﾑ ﾆｯﾂ ｸ ﾌﾟﾛﾂﾚﾆｪ

I have nothing to declare.

申告するものがあります。 ﾏﾑ ﾆｪﾂｫ ｸ ﾌﾟﾛﾂﾚﾆｪ

I have something to declare.

それは私のものです。 ﾄ ﾓｲｪ

That is mine.

それは私のものではありません。 ﾄ ﾈﾆｰ ﾓｲｪ

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 ｲｪ ﾎﾃﾙ?

Where is a hotel?

ゲストハウスはどこですか？ ｸﾞﾃﾞ ｲｪ ﾍﾟﾝﾂｨｵﾝ?

Where is a guesthouse?

どこかお奨めの･･･場所はありますか？ ﾑｰｾﾞﾃ ﾐ ﾄﾞﾎﾟﾙﾁｯﾄ ﾆｪﾂｫ … ?

Can you recommend somewhere … ?

安い ﾚｳﾞﾅｲｰﾎ

cheap

良い ﾄﾞﾌﾞﾗｲｰﾎ

good

近い ﾈｲﾌﾞﾘｽﾞｼｰﾎ

nearby

部屋の予約をお願いします。 ｸﾁｪﾙ/ｸﾁｪﾙｰ ﾋﾞｸ ﾚｾﾞﾙｳﾞｨｳﾞｰﾄ ﾎﾟｺｲ ﾌﾟﾛｼｰﾑ

I would like to book a room.

私の名前は･･･です。 ﾏｲ ﾕﾏｲｰﾉ ｲｪ …

My name is …

･･･部屋はありますか？ ﾏﾃ … ﾎﾟｺｲ?

Do you have a … room?

シングル ｲｪﾄﾞﾉﾙｰｽﾞｺｳﾞｨ

single

ダブル ﾑｰﾝｾﾞﾙｽｺ ﾎﾟｽﾃﾚ

double

ツイン ﾄﾞｩｳﾞｫﾙｰｽﾞｺｳﾞｨ

twin

一晩幾らですか？ ｺﾘｸ ﾄ ｽﾄｲｰ ﾇｰ ﾉﾂ?

How much is it per night?

一人幾らですか？ ｺﾘｸ ﾄ ｽﾄｲｰ ｽﾞｰ ｵｿﾌﾞ?

How much is it per person?

クレジットカードで支払えますか？ ﾓﾌ ｽﾞﾌﾟﾙﾃﾞｨｯﾄ ｸﾙﾃﾞｨｯﾄﾆｪ ｸﾙﾄｩ?

Can I pay by credit card?

見せてもらえますか？ ﾓﾌ ｾ ﾅ ﾆｪｲ ﾎﾟﾃﾞｨｳﾞﾄ?

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？ ﾓｰｼﾞｪﾃ ﾐ ﾀﾞｯﾄ ﾓｰｲ ｸﾘｰｸ ﾌﾟﾛｼｰﾑ?

Could I have my room key?

朝食はいつですか？ ﾌ ｺﾘｸ ｾ ﾎﾟﾀﾞｳﾞｧ ｽﾆｰﾄﾞｩﾆｪ?

When is breakfast served?

朝食はどこですか？ ｸﾞﾃﾞ ｾ ﾎﾟﾀﾞｳﾞｧ ｽﾆｰﾄﾞｩﾆｪ?

Where is breakfast served?

･･･時に起こしてください。 ﾌﾟﾛｼｰﾑ ﾌﾟﾛﾌﾞｯﾃ ﾒ ﾌ … ?

Please wake me up at …

･･･過ぎます。 ｲｪ ﾓｯﾂ …

It is too …

高 ﾄﾞﾙｰﾋｰ

expensive

うるさ ﾌﾙｸﾆｰ

noisy

小さ ﾑｰﾘｰ

small

･･･が壊れています。 … ﾈﾌﾝｸﾞｲｪ

The … does not works.

エアコン ｸﾘﾑﾃｨｽﾞｰﾂｪ

air conditioner

扇風機 ｳﾞｪﾄﾗｯｸ

fan

トイレ ﾄｩｰﾚﾀ

toilet

･･･が汚れています。 ﾃﾝﾄ … ﾈﾆ ﾁｽﾃｨ

The … is not clean.

シーツ ﾌﾟﾛｽﾁｪﾙｰﾄﾞﾛ

sheet

タオル ﾙｸﾆｨｰｸ

towel

枕 ﾎﾟﾙｽﾀｰ

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？ ﾌ ｺﾘｸ ﾎﾃﾞｨﾝ ﾏﾒ ｳﾞｨｸﾘﾃﾞｨｯﾄ ﾎﾟｺｲ?

What time is checkout?

荷物を置いてもよいですか？ ﾓﾌ ｼ ｽﾞﾃﾞ ﾈｸｰﾄ ｽﾞｳﾞｽﾞﾄﾞﾙｰ?

Can I leave my luggage here?

･･･を返してください。 ﾑｰｼﾞｪﾃ ﾐ ｳﾞﾗﾃｨｯﾄ … ﾌﾟﾛｼｰﾑ

Please return my … 

デポジット ｻﾞﾛﾌ

deposit

パスポート ﾌﾟｰｽ

passport

貴重品 ﾁｪﾉｽﾃｨ

valuables

石鹸 ﾐｰﾄﾞﾛ

soap

歯ブラシ ｽﾞﾌﾞﾆｰ ｸﾙﾀﾁｪｸ

toothbrush

歯磨き粉 ｽﾞﾌﾞﾆｰ ﾌﾟｰｽﾄｩ

toothpaste

シャンプー ｼｭﾑﾎﾟﾝ

shampoo

トイレットペーパー ｺｽﾒﾃｨﾂｶｲ ｸｰﾍﾟｽﾆｰﾁｷ

toilet paper

髭剃り ﾌﾞﾘｯﾄｳﾞ

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？ ﾑｰｾﾞﾃ ﾄﾞﾎﾟﾙﾂｨｯﾄ ﾚｽﾄｩﾙｰﾂｨ?

Can you recommend a restaurant?

･･･をお願いします。 ｸﾁｪﾙ/ｸﾁｪﾙｰ ﾋﾞｸ … ﾌﾟﾛｼｰﾑ

I would like… , please.

･･･人テーブル ｽﾄｰﾙ ﾌﾟﾛ …

table for …

禁煙席 ﾈｸﾗﾂｶｰ^ ﾐｰｽﾄﾉｽﾄ

nonsmoking area

メニュー ｲｰﾃﾞﾙﾆｰﾁｪｸ

menu

飲み物リスト ﾅﾎﾟﾖｳﾞｨｰ ﾘｽﾃｯｸ

drink list

その皿 ﾃﾝ ﾎﾟｸﾙﾑ

that dish

会計 ｵｰﾁｪﾄ

bill

朝食 ｽﾆﾄﾞｩﾆｪ

breakfast

昼食 ｵﾋﾞｪﾄﾞ

lunch

夕食 ｳﾞｪﾁｪﾚ

dinner

軽食 ｵﾌﾞﾁｪﾙｽﾄｳﾞｪﾆｪ

snack

ミネラル・ウォーター ﾐﾈﾗﾙﾆｪ ｳﾞｫﾄﾞｰ

mineral water

コーヒー ｶｳﾞｨ

coffee

紅茶 ﾁｭｲｪ

tea

ソフトドリンク ﾈｳﾙｺﾎﾘﾂｷ ﾅﾎﾟｲ

soft drink

ビール ﾋﾟｳﾞｰ

beer

ワイン ｳﾞｨｰﾇｰ

wine

レストラン・食事１

Restaurant & Eating 1
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何がお奨めですか？ ﾂｫ ﾋﾞｽﾃ ﾄﾞﾎﾟﾙﾁﾙ/ﾄﾞﾎﾟﾙﾁﾙｰ?

What would you recommend?

何にしますか？ ﾂｫ ﾋﾞｽﾃ ｼ ﾌﾟﾗﾙ/ﾌﾟﾗﾗ?

What would you like?

私は･･･にします。 ﾀﾞﾑ ｼ …

I will have … 

ヴェジタリアンフードはありますか？ ﾏﾃ ｳﾞｪｾﾞﾀﾘｱﾝｽｶ ｲｰﾄﾞﾙ?

Do you have vegetarian food?

･･･を抜いてもらえますか？ ﾓﾙ/ﾓﾙｰ ﾋﾞ ﾕｽﾃ ﾌﾟﾘﾌﾟﾙｳﾞｨｯﾄ ｲｰﾄﾞﾛ ﾍﾞﾂ … ?

Could you prepare a meal without …?

私は･･･のアレルギーです。 ﾏﾑ ｳﾚﾙｷﾞｰ ﾇｰ …

I am allergic to … 

バター ﾏｽﾛ

butter

玉子 ｳﾞｪｲﾂｪ

eggs

魚 ﾌﾟﾛﾃﾞｨ ﾓﾚ

fish

肉 ﾌﾞﾔｳﾝ

meat

乾杯！ ﾇｰ ｽﾞﾄﾞﾙｰｳﾞｨｰ

Cheers!

これは何ですか？ ﾂｫ ﾄ ｲｪ?

What is that?

幾らですか？ ｺﾘｸ ﾄ ｽﾄｲ?

How much is it?

十分です。 ｽﾄｩｰﾁ

Enough.

もう少し。 ﾄﾛｸ ｳﾞｨｰﾂｪ

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？ ｸﾞﾃﾞ ｺｰﾋﾟｰﾑ ｲｰｽﾞﾃﾞﾝｸ?

Where can I buy a ticket?

予約が必要ですか？ ﾎﾟﾄﾚﾌﾞｲ ﾐｰｽﾃﾝｸ?

Do I need a book?

･･･行きのチケットを一枚ください。 ｽﾞﾊﾟﾃｸﾆ ｲｰｽﾞﾃﾞﾝｸ ﾄﾞ … ﾌﾟﾛｼｰﾑ

One ticket to … , please.

この切符を･･･してください。 ｸﾁｪﾙ/ｸﾁｪﾙｰ ﾋﾞｸ … ﾓｲｰ ｲｰｽﾞﾃﾞﾝｸ ﾌﾟﾛｼｰﾑ

I would like to … my ticket.

キャンセル ｽﾞﾙｼｯﾄ

cancel

変更 ｽﾞﾐｪﾆｯﾄ

change

確認 ﾎﾟﾄｳﾞﾙﾃﾞｨｯﾄ

confirm

禁煙席をお願いします。 ｸﾁｪﾙ/ｸﾁｪﾙｰ ﾋﾞｸ ﾈｸﾚﾂｶｰ ﾐｰｽﾄ

Nonsmoking seat, please.

喫煙席をお願いします。 ｸﾁｪﾙ/ｸﾁｪﾙｰ ﾋﾞｸ ｸﾚﾂｶｰ ﾐｰｽﾄ

Smoking seat, please.

幾らですか？ ｺﾘｸ ﾄ ｽﾄｲｰ?

How much is it?

どれくらい時間が掛かりますか？ ﾕｰｸ ﾄﾞｩﾛﾎ ﾄﾙｳﾞｧ ﾁｪｽﾄｩ?

How long does the trip take?

直行便ですか？ ｲｪ ﾄ ﾌﾟﾘｰﾏ ﾁｪｽﾄｩ?

Is it a direct route?

エアコンは付いていますか？ ｲｪ ﾀﾑ ｸﾘﾑﾃｨｽﾞｰﾁｪ?

Is there air conditioning?

トイレは付いていますか？ ｲｪ ﾀﾑ ﾄｩｰﾚﾀ?

Is there toilet?

私の荷物が･･･ました。 ﾓｲｪ ｽﾞｳﾞｽﾞﾄﾞﾛ ﾋﾞﾛ …

My luggage has been …

破損し ﾎﾟｼｭｺｾﾞﾉ

damaged

紛失し ｽﾞﾄﾙﾂｪﾉ

lost

盗まれ ｳｸﾙｰﾃﾞﾉ

stolen

移動・交通１

Transport 1
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･･･はどこですか？ ｸﾞﾃﾞ ｲｪ … ?

Where is the … ?

到着ゲート ﾌﾟﾘｰﾚﾄｳﾞｧ ﾌｰﾙｰ

arrivals gate

出発ゲート ｵﾄﾞﾚﾄｳﾞｧ ﾌｰﾙｰ

departure gate

この･･･は(　　　)行きですか？ ｲｪﾃﾞ ﾃﾝﾄ/ﾄｩｰﾄ … ﾄﾞ (          )?

Is this … to (      ) ?

列車 ｳﾞﾙｰｸ

train

バス ｵｳﾄﾌﾞｽ

bus

飛行機 ﾛｳﾞｨﾅ

plane rovina

船 ﾛｯﾁﾞ

boat lod'

･･･のバスはいつですか？ ﾌ ｺﾘｸ ｲｪﾃﾞ … ｵｳﾄﾌﾞｽ?

When the … bus?

始発 ﾌﾟﾙｳﾞﾆｰ

first

最終 ﾎﾟｽﾚﾄﾞﾆｰ

last

次 ﾌﾟﾘｰｼｭﾃｨｰ

next

出発時間はいつですか？ ﾌ ｺﾘｸ ﾎﾃﾞｨﾝ ｵﾄﾞｼﾞﾃﾞｨ?

What time does it leave?

これは何駅ですか？ ｸﾄﾗ ｲｪ ｽﾞﾃﾞ ｽﾃｭｰﾆﾂｪ?

What station is this?

･･･には停まりますか？ ﾂｽﾄｩｳﾞｨｰ ﾄ ﾌ … ?

Does it stop at …?

ここにどれくらい停まりますか？ ﾕｰｸ ﾄﾞｩﾛｰﾎ ｽﾞﾃﾞ ﾌﾞﾃﾞﾒ ｽﾀｯﾄ?

How long do we stop here?

この座席は空いていますか？ ｲｪ ﾄﾄ ﾐｰｽﾄ ｳﾞｫﾙﾅｲｰ?

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？ ｺﾘｸ ｽﾄｲｰ ｲｰｽﾞﾃﾞﾝｸ ﾄﾞ … ?

How much is it to … ?

メーターを使ってください。 ﾌﾟﾛｼｰﾑ ｽﾞﾌﾟﾆｪﾃ ﾄｩｰｸｼｭﾒﾄﾙ

Please put the meter on.

この住所まで行ってください。 ﾌﾟﾛｼｰﾑ ｵﾄﾞｳﾞｪｽﾃ ﾐｪ ﾅ ﾄｩﾄ ｳｰﾄﾞﾚｽ

Please take me to this address.

スピードを落としてください。 ﾌﾟﾛｼｰﾑ ｽﾎﾟﾑﾙﾃ

Please slow down.

ここで停まってください。 ﾌﾟﾛｼｰﾑ ｽﾞｽﾄｩﾌｽﾃ ｽﾞﾃﾞ

Please stop here.

ここで待っていてください。 ﾌﾟﾛｼｰﾑ ﾎﾟｯｹｲﾃ ｽﾞﾃﾞ

Please wait here.

■街角で･･･

この道は･･･行きですか？ ｳﾞｪﾃﾞ ﾄｩﾄ ｼﾙﾆﾂｪ ﾄﾞ … ?

Is this the road to …?

地図で示していただけますか？ ﾑｰﾂｪﾃ ﾐ ﾄ ｳｶｽﾞﾄ ﾇｰ ﾐｰﾋﾟｪ?

Can you show me on the map?

住所はどこですか？ ﾕｰｶ ｲｪ ｳｰﾄﾞﾚｽｰ?

What is the address?

距離はどれくらいですか？ ﾕｰｸ ｲｪ ﾄ ﾄﾞｩﾚｺ?

How far is it?

どうやって行くのですか？ ﾕｰｸ ｾ ﾄｩﾑ ﾄﾞｽﾄｩﾇ?

How do I get there?

東 ｳﾞｨｰｺﾄﾞ

east

西 ｻﾞﾌﾟﾄﾞ

west

南 ﾕｨ

south

北 ｾｳﾞｪﾙ

north

移動・交通３

Transport 3
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･･･です。 ｲｪ ﾄ …

It is … 

ここ ｽﾞﾃﾞ

here

あそこ ﾄｩｰﾑ

there

近い ﾌﾞﾘｰｽﾞｺ

near

遠い ﾄﾞｩﾚｺ

far

･･･の前 ﾌﾟﾚﾄﾞ …

in front of… 

･･･の後 ｽﾞｩ …

behind…

･･･の隣り ｳﾞｪﾄﾞﾚ …

next to…

･･･の反対 ﾇｰﾌﾟﾛﾃｨ …

opposite…

･･･に曲がって ｵﾄﾞﾎﾞｸﾃ …

Turn…

右 ﾄﾞ ﾌﾟﾙｰｳﾞ

right

左 ﾄﾞ ﾚｳﾞ

left

･･･で
By…

バス ｵｳﾄﾌﾞｾﾑ

bus

電車 ｳﾞﾙｰｹﾑ

train

タクシー ﾄｩｰｸｼｹﾑ

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 ｲｪ ﾐｰｽﾄﾆｪ ｲﾝﾃﾙﾈﾄｳﾞｧ ｸｳﾞｧﾙﾇ?

Where is the local internet cafe?

一時間で幾らですか？ ｺﾘｸ ﾄ ｽﾄｲｰ ﾇｰ ﾎﾃﾞｨﾇｰ?

How much is it per hour?

･･･したい。 ｸﾁｪﾙ/ｸﾁｪﾙｰ ﾋﾞｸ …

I would like to…

メールの確認 ｽｺﾝﾄﾛﾛｳﾞｰﾄ ﾓｰｲ ｲﾒｲﾙ

check my email

インターネットに接続 ﾌﾟﾘｰｽﾄｩﾌﾟ ﾇｰ ｲﾝﾃﾙﾈｯﾄ

get internet access

プリンタを使用 ﾎﾟｳｽﾞｨｰﾄ ﾃｨｽｶﾙﾇ

use a printer

スキャナを使用 ﾎﾟｳｽﾞｨｰﾄ ｽｹﾈﾙ

use a scanner

携帯電話をレンタルしてください。 ｸﾁｪﾙ/ｸﾁｪﾙｰ ﾋﾞｸ ｼ ﾎﾟｰｲﾁｯﾄ ﾓﾋﾞﾙ

I would like a mobile phone for hire.

SIMカードをください。 ｸﾁｪﾙ/ｸﾁｪﾙｰ ﾋﾞｸ ｼﾑ ｸﾙﾄ ﾌﾟﾛ ｳﾞｼ ｼｰﾄ

I would like a SIM card.

料金はいくらですか？ ﾕｰｶｲｰ ｿｳ ﾄｩﾘﾌｨ?

What are the rate?

あなたの電話番号は？ ﾕｰｶｲｰ ｲｪ ｳﾞｼ ﾃﾚﾌｫﾆｪ ﾁｪｽﾛ?

What is your phone number?

番号は･･･です。 ﾁｪｽﾛ ｲｪ …

The number is …

最寄りの公衆電話はどこですか？ ｸﾞﾃﾞ ｲｪ ﾈｨﾌﾞﾘｽﾞｼｪ ｳﾞｪﾚｨﾆ ﾃﾚﾌｫﾝ?

Where is the nearest public phone?

テレフォンカードをください。 ｸﾁｪﾙ/ｸﾁｪﾙｰ ﾋﾞｸ ｺｰﾋﾟﾄ ﾃﾚﾌｫﾆｪ ｸﾙﾄｩ

I would like to buy a phone card.

･･･に電話したい。 ｸﾁｪﾙ/ｸﾁｪﾙｰ ﾋﾞｸ ﾃﾚﾌｫﾉｳﾞｰﾄ ﾄﾞ …

I want to call …

一分で幾らですか？ ｺﾘｸ ｽﾄｲｰ ﾐﾇﾄｳﾞｪ ﾎｳﾞｫﾙ?

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 ｲｪ … ?

Where is a/an…?

自動支払機 ﾌﾞﾝｺﾑｰﾄ

ATM

外貨両替所 ｽﾐｪﾅﾙﾇｰ

foreign exchange

銀行はいつ開きますか？ ﾕｰｶｲｰ ｿｰ ｵｰﾚﾄﾞﾆｪ ﾎﾃﾞｨﾆ?

What time does the bank open?

･･･したい。 ｸﾁｪﾙ/ｸﾁｪﾙｰ ﾋﾞｸ …

I would like to …

･･･はどこでできますか？ ｸﾞﾃﾞ ﾓｳ … ?

Where can I … ?

現金の両替 ｳﾞｨﾐｪﾆｯﾄ ﾍﾟﾆｰｾﾞ

change money

トラベラーズチェックの両替 ﾌﾟﾛﾒﾆｪﾄ ﾁｪｽﾄｳﾞﾆｪ ｼｪｸ

change T/C

現金引出し ｳﾞｨﾌﾞﾙｰﾄ ﾍﾟﾆｰｾﾞ

withdraw money

振込手続き ﾌﾟﾚｳﾞｧｲｽﾄ ﾍﾟﾆｰｾﾞ

arrange a transfer

･･･は幾らですか？ ﾕｰｹ ｲｪ … ?

What is the … ?

両替レート ﾃﾞｳﾞｨｿﾞｳﾞｨｰ ｸﾙﾂ

exchange rate

手数料 ﾎﾟﾌﾟﾙｰﾃｸ ｽﾞｰﾄ

charge for that

私宛にお金は届いていますか？ ﾌﾟﾘｽﾘｰ ｳｽﾞ ﾓｲｪ ﾍﾟﾆｰｾﾞ?

Has my money arrived?

Bank

銀行
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･･･を送りたい。 ｸﾁ ﾎﾟｽﾙｰﾄ …

I want to send a …

絵葉書 ﾎﾟｰﾚﾄﾞ

postcard

手紙 ﾄﾞﾋﾟｽ

letter

小包 ﾌﾞｰﾘｰｸ

parcel

ファックス ﾌｰｸｽ

fax

船便 ｵﾋﾞﾁｪｲﾉｰ ﾎﾟｼｭﾄｩ

sea mail

特急便 ｴｸｽﾌﾟﾚｽﾆｪ ﾎﾟｼｭﾄｩ

express mail

･･･を買いたい。 ｸﾁ ｺｰﾋﾟﾄ …

I want to buy a …

封筒 ｵﾊﾞﾙｸ

envelope

切手 ｽﾞﾅﾑｸ

stamp

･･･宛に航空便で送ってください。 ﾌﾟﾛｼｰﾑ ｳﾞｧｽ ﾎﾟｼｭﾚﾃ ﾄ ﾚﾃﾂｷ ﾎﾟｼｭﾄｩ ﾄﾞ … ?

Please send it by airmail to …

私宛に郵便は届いていますか？ ﾏﾑ ｽﾞﾃﾞ ﾆｪﾕｰｺｩ ﾎﾟｼｭﾄｩ?

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 ｲｪ … ?

Where is a … ?

銀行 ﾌﾞｰﾝｸｰ

bank

スーパーマーケット ｽｰﾓｵﾌﾟｽﾙﾌ

supermarket

デパート ｵﾌﾟｺﾄﾞﾆｪ ﾄﾞｰﾑ

department store

書店 ｸﾆｯｸﾍﾟｯﾂｳﾞｨ

book store

･･･はどこで買えますか？ ｸﾞﾃﾞ ｼ ﾓｳ ｺｰﾋﾟﾄ … ?

Where can I buy … ?

･･･を買いたい。 ﾌﾚﾀﾞﾑ …

I would like to buy …

他にはありませんか？ ﾏﾃ ｲｪｽﾁｪ ｲﾅｲ?

Do you have any others?

保証は付きますか？ ｲｪ ﾇｰ ﾄ ｻﾞﾙｸｰ?

Does it have a guarantee?

不良品です。 ｲｪ ﾄ ｳﾞｰﾄﾞﾅｲ

It is faulty.

･･･をお願いします。 ｸﾁｪﾙ/ｸﾁｪﾙｰ ﾋﾞｸ … ﾌﾟﾛｼｰﾑ

I would like … , please.

返金 ﾌﾞﾗﾃｨﾄ ﾍﾟﾆｰｾﾞ

to refund

返品 ﾄﾄ ｳﾞﾗﾃｨﾄ

to return

袋 ﾄｩｰｼｭｸ

a bag

買物１

Shopping 1
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試着していいですか？ ﾓﾌ ｼ ﾄ ｽｸｼｯﾄ?

Can I try it on?

サイズが合いません。 ﾈﾌﾟﾄﾞｩﾈ ﾐ ﾄ

It does not fit.

小 ﾑｰﾚ

small

中 ｽﾄﾚﾄﾞﾆｰ

medium

大 ｳﾞｪﾙｷｰ

large

幾らですか？ ｺﾘｸ ﾄ ｽﾄｲｰ?

How much is it?

値段を書いてもらえますか？ ﾓｰｾﾞﾃ ﾐ ﾇｰﾌﾟｽｰﾄ ﾂｪﾇ?

Can you write down the price?

高すぎます。 ﾄ ｲｪ ﾓｯﾂ ﾄﾞﾙｰﾊｲ

That is too expensive.

勘定に間違いがあります。 ﾇｰ ｵｰｸﾄｩ ｲｪ ｷﾌﾞｰ

There is mistake in the bill.

･･･で支払えますか？ ﾓﾌ ﾌﾟﾙﾃｨﾄ … ?

Do you accept … ?

クレジットカード ｸﾚﾃﾞｨﾄﾆﾐ ｸﾙﾄｩﾐ

credit card

キャッシュカード ﾌﾟﾙｰﾃﾌﾞﾆﾐ ｸﾙﾄｩﾐ

debit card

トラベラーズチェック ﾂｪｽﾄｳﾞﾆﾐ ｼｪｷ

T/C

･･･をください。 ﾓｰｾﾞﾃ ﾐ ﾀﾞｯﾄ … ﾌﾟﾛｼｰﾑ

I would like … , please.

お釣り ﾏｲ ﾄﾞﾛﾌﾞﾅｲ

my change

領収書 ｳｰﾁｪﾄ

receipt

買物２

Shopping 2
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･･･は好きですか？ ﾏﾃ ﾗﾄﾞ/ﾗﾄﾞｩｰ … ?

Do you like …?

･･･が好きです。 ﾏﾑ ﾗﾄﾞ/ﾗﾄﾞｩ …

I like …

芸術 ｳﾐｪﾆｪ

art

スポーツ ｽﾎﾟﾙﾄ

sports

ダンス ﾄｩｰﾝﾂｨｴﾃ

dance

映画 ﾌｨﾙﾐ

movies

旅行 ﾂｪｽﾄｳﾞｧﾆｪ

travel

料理 ｳﾞｰﾚﾆｨ

cooking

読書 ﾂﾃﾆｨ

reading

･･･はどこですか？ ｸﾞﾃﾞ ﾓｳ ﾇｲｰﾄ … ?

Where can I find … ?

クラブ ｸﾙﾋﾞ

clubs

パブ ﾎｽﾎﾟﾃﾞｨ

pubs

カフェ ｸｳﾞｧｰﾇ

cafe

･･･に行きたい。 ﾗﾄﾞ ﾋﾞｸ ｼｪﾙ …

I feel like going to … 

パーティ ﾇｰ ﾒｲﾄﾞｩﾝ

party

コンサート ﾇｰ ｺﾝﾂｪﾙﾄ

concert

映画 ﾄﾞ ｷﾇｰ

movie

舞台 ﾇｰ ﾌﾙ

stage

博物館 ﾇ ﾑｾﾞｳﾑ

museum

観光１

Sightseeing 1
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開館は何時ですか？ ﾌ ｺﾘｸ ﾎﾃﾞｨﾝ ｵﾃｳﾞｨｰﾙｲｰ?

What time does it open? 

閉館は何時ですか？ ﾌ ｺﾘｸ ﾎﾃﾞｨﾝ ｽﾞｳﾞｨﾙｰｲｰ?

What time does it close? 

入場料は幾らですか？ ｺﾘｸ ｽﾄｲｰ ｳﾞﾂﾌﾟﾅｲ?

What is the admission charge?

･･･割引はありますか？ ﾏﾃ ｽﾚｳﾞ ﾌﾟﾛ … ?

Is there discount for … ?

学生 ｽﾄｩﾃﾞﾝﾃｨ

students

子供 ﾃﾞｨｴﾃｨ

children

･･･が欲しい。 ｸﾁｪﾙ/ｸﾁｪﾙｰ ﾋﾞｸ …

I would like to …

ガイド ﾌﾟﾛｰｳﾞｫﾄﾞﾂｪ

guide

地図 ﾏﾌﾟ ｵｺﾚｰ

map

カタログ ｸｰﾄｩﾛｸﾞ

catalogue

･･･を観たい。 ｸﾁｪﾙ/ｸﾁｪﾙｰ ﾋﾞｸ ｳﾞｨﾃﾞｨｴﾄ

I would like to see …

あれは何ですか？ ﾂｫ ｲｪ ﾄ?

What is that?

写真を撮ってもいいですか？ ﾓﾌ ﾄﾄ ﾌｫﾄｸﾞﾙｰﾌｫｳﾞｰﾄ?

Can we take photos?

観光２

Sightseeing 2
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次のツアーはいつですか？ ｸﾞﾃﾞｨ ｲｪ ﾌﾟﾘｰｼｭﾃｨ ｵｸﾙｽﾞﾆｨ ｲｰｽﾞﾄﾞｩ?

When is the next tour?

･･･は含まれていますか？ ｲｪ ｽﾞﾙﾇｰﾄ/ﾀ … ?

Is … included?

入場料 ｳﾞﾂﾌﾟﾅｲｰ

admission

交通費 ﾄﾞﾌﾟﾙｰｳﾞｰ

transport

食費 ｽﾄﾙｰｳﾞｰ

food

宿泊費 ｳﾋﾞﾄｳﾞｧﾆｰ

accommodation

ツアーはどれくらいの長さですか？ ﾕｰｸ ﾄﾞｩﾛｰﾎ ﾌﾞﾃﾞ ﾄﾙｳﾞｰﾄ ﾃﾝﾄ ｻﾞｲｪｽﾞﾄﾞ?

How long is the tour?

何時ごろ戻りますか？ ﾌ ｺﾘｸ ﾎﾃﾞｨﾝ ｾ ﾏﾒ ｳﾞﾗﾃｨﾄ?

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 ｲｪ ﾎﾟﾘﾂｪｲﾆｪ ｽﾄｩﾆｰﾂｪ?

Where is the police station?

被害届を出したい。 ｸﾁ ﾇｰﾗｼｯﾄ ﾄﾚｽﾄﾆｰ ﾁﾝ

I want to report an offense.

･･･を紛失しました。 ｽﾞﾄﾙｰﾃｨﾙ/ｽﾞﾄﾙｰﾃｨﾙｰ ｾﾑ …

I have lost my …

･･･を盗まれました。 ｳｸﾙｰﾄﾞｩﾘ ﾐｪ …

My … was stolen.

鞄 ｽﾞｳﾞｽﾞﾄﾞｩﾛ

bag

財布 ﾋﾟｪﾈｾﾞﾝｸ

wallet

お金 ﾍﾟﾆｰｾﾞ

money

パスポート ﾌﾟｰｽ

passport

クレジットカード ｸﾚﾃﾞｨﾄﾆｰ ｸﾙﾄｩ

credit card

トラベラーズチェック ﾁｪｽﾄｳﾞﾆｰ ｼｪｷ

T/C

･･･されました。 … ﾐｪ

I have been …

暴行 ﾌﾟﾚﾌﾟｰﾄﾞﾘ

assaulted

強盗 ｵｸﾙｰﾄﾞﾘ

robbed

大使館と連絡を取りたい。 ﾎﾟﾄﾚﾌﾞｲ ｾ ｵﾌﾞﾗﾃｨﾄ ﾇｰ ﾏｲｰ ｳﾞｪﾙｳﾞｨｼｭﾈﾂﾄｳﾞｨｰ

I want to contact my embassy.

領事館と連絡を取りたい。 ﾎﾟﾄﾚﾌﾞｲ ｾ ｵﾌﾞﾗﾃｨﾄ ﾇｰ ﾓｰｲ ｺﾝﾂﾗｯﾄ

I want to contact my consulate.

保険に入っています。 ﾕｾﾑ ﾎﾟｲｼｭﾁｪﾆｰ/ﾎﾟｲｼｭﾁｪﾅ

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 ｲｪ ﾈｲﾌﾞﾘｽﾞｼｪ … ?

Where is the nearest … ?

病院 ﾈﾓﾂﾆｰﾂｪ

hospital

医者 ﾗｲｸｰﾙ

doctor

歯医者 ｽﾞﾌﾞｰﾙ

dentist

薬局 ﾗｲｶﾙﾆｰｸ

pharmacist

医者にかかりたい。 ﾎﾟﾄﾚﾌﾞｲ ﾄﾞｸﾄﾙｰ

I need a doctor.

女性の医師に診てほしい。 ﾓﾌﾙｰ ﾋﾞｸ ﾋﾞｰﾄ ｳﾞｨｼｪﾄﾚﾅ ﾗｲｸﾙｺｰ?

Could I see a female doctor?

薬を切らしてしまいました。 ﾄﾞｼｭﾘ ﾐ ﾗｲｷ

I have run out of my medication.

具合が悪いです。 ﾕｾﾑ ﾈﾓﾂﾆｰ/ﾈﾓﾂﾅ

I am sick.

ここが痛いです。 ﾄｩｰﾃﾞｨ ﾄ ﾎﾞﾘｰ

It hurts here.

･･･があります。 ﾏﾑ …

I have a …

咳 ｸｰｼｪﾙ

cough

痰 ﾎﾞﾚｽﾄ ﾌ ｸﾙｸ

sore throat

熱 ﾎﾚｯｸｰ

fever

頭痛 ﾎﾞﾚｽﾃｨ ﾌﾙｰｳﾞｨ

headache

痛み ﾎﾞﾚｽﾄ

pain

･･･にアレルギーがあります。 ﾕｾﾑ ｳｰﾚﾙｷﾞﾂｷｰ/ｳｰﾚﾙｷﾞﾂｶ ﾇｰ …

I am allergic to …

病院１

Hospital 1
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頭 ﾌﾙｰｳﾞｰ

head

目 ｵｺ

eye

耳 ｳｺｰ

ear

鼻 ﾉｽ

nose

口 ｵｰｽﾄｩ

mouth

歯 ｽﾞﾋﾞ

teeth

喉 ﾌﾙﾄﾞﾛ

throat

首 ｸﾙｸ

neck

腕 ﾌﾟｰｾﾞ

arm

手 ﾙｸｰ

hand

指 ﾌﾟﾙｽﾄ

finger

足 ﾉﾌｰ

leg

胸 ﾌﾙﾄﾞ

chest

背中 ｻﾞﾄﾞｩ

back

胃 ｽﾞｰﾙﾃﾞｯｸ

stomach

肌 ｺｰｾﾞ

skin

病院２

Hospital 2
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解熱鎮痛剤 ｳｰｽﾋﾟﾘﾝ

aspirin

抗生物質 ｳｰﾝﾃｨﾋﾞｵﾃｨｸｰ

antibiotics

下痢止め ﾗｲｰｸ ﾇｰ ﾌﾟﾛｰｲｪﾑ

diarrhea medicine

緩下剤 ﾌﾟﾛｲｰﾑﾄﾞﾗ

laxatives

睡眠薬 ﾌﾟﾗｼｭｷ ﾇｰ ｽﾌﾟｰﾆｰ

sleeping tablets

痛み止め ﾌﾟﾗｼｭｷ ﾌﾟﾛﾃｨ ﾎﾞﾚｽﾃｨ

painkillers

包帯 ｵﾌﾞｳﾞｰｽﾞ

bandage

消毒薬 ｳｰﾝﾃｨｾﾌﾟﾃｨﾂｷｰ ﾌﾟﾛｽﾄｩﾚﾃﾞｨｸ

antiseptic

コンドーム ﾌﾟﾘｾﾞﾙｳﾞｰﾃｨｳﾞｨ

condoms

経口避妊薬 ｳｰﾝﾃｨｺﾝﾂｪﾌﾟﾂｪ

contraceptive

ぜん息 ｳｰﾂﾑｰ

asthma

気管支炎 ｻﾞﾆｪﾄ ﾌﾟﾙｰﾄﾞｩｼｪｸ

bronchitis

便秘 ｻﾞﾂﾌﾟｰ

constipation

吐き気 ﾈｳﾞｫﾙﾉｽﾄ

nauseous

病院３

Hospital 3


