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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、右側にトル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、トルコ語を学習する
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。　

　本書がトル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。 ｴｳﾞｪﾄ

Yes. Evet.

いいえ。 ﾊﾕｼｭ

No. Hayir.

お願いします。 ﾙﾄﾌｪﾝ

Please. lütfen.

ありがとう。 ﾃｨｼｭｹﾙ ｴﾃﾞﾘﾑ

Thank you. Teşekkür ederim

どういたしまして。 ｻﾝ ｱﾁｸﾀﾙ

You are welcome. Sen açıktır.

すいません。 ﾊﾟﾙﾄﾞﾝ?

Excuse me. Pardon.

ごめんなさい。 ｳｽﾞﾙ ﾃﾞｨﾚﾘﾑ

Sorry. Özür dilerim.

こんにちは。 ﾒﾙﾊﾊﾞ

Hello.

やあ。 ｾﾗﾑ

Hi.

さようなら。 ﾎｯｼｭｶﾘﾝ          ｸﾞﾚｸﾞﾚ

Goodbye.

･･･さん(男性) ﾊﾞｲ

Mr …

･･･さん(既婚女性) ﾊﾞﾔﾝ

Mrs …

･･･さん(未婚女性) ﾊﾞﾔﾝ

Miss …

お元気ですか？ ﾅｼﾙｼｭﾇｽﾞ?

How are you?

元気です、あなたは？ ｲｲｰﾑ ﾔ ｼｽﾞ?

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？ ｱﾃﾞｩﾆｽﾞ ﾈﾃﾞｨﾙ?

What is your name?

私の名前は･･･です。 ﾋﾞﾆﾑ ｱﾄﾞｩﾑ ･･･

My name is … 

お会いできて嬉しいです。 ﾀﾆｭｼｭﾃｨｳﾑｻﾞ ｾｳﾞｨﾝﾃﾞﾑ

I am pleased to meet you.

こちらは私の･･･です。 ﾌﾞ ﾋﾞﾆｰﾝ ･･･

This is my … 

父 ﾊﾞﾊﾞﾑ

father

母 ｱﾝﾈﾑ

mother

兄弟 ｶﾙﾃﾞｼﾑ

brother

姉妹 ｷｽﾞ ｶﾙﾃﾞｼﾑ

sister

夫 ｺｼﾞｬﾑ

husband

妻 ｶﾘﾑ

wife

息子 ｵﾛｰﾑ

son

娘 ｸｽﾞﾑ

daughter

友人 ｱﾙｶﾀﾞｼﾑ

friend

挨拶・自己紹介２

Greeting & Introduction 2
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これが私の･･･です。 ｴｼｭﾃ ﾍﾞﾆﾑ ･･･

Here is my … 

あなたの･･･は？ ｼｼﾞﾝ ･･･ ﾈﾃﾞｨﾙ?

What is your … ?

住所 ｱﾄﾞﾚｼﾑ

address

メールアドレス ｴﾎﾟｽﾀ ｱﾄﾞﾚｼﾑ

email address

携帯番号 ﾃﾚﾌｫﾝ ﾇﾏﾗﾑ

mobile number

電話番号 ﾃﾚﾌｫﾝ ﾇﾏﾗﾑ

phone number

あなたの職業は？ ﾒｽﾚｲﾆｽﾞ ﾈﾃﾞｨﾙ?

What is your occupation?

私は･･･です。 ﾍﾞﾝ ･･･

I am a …

ビジネスマン ｲｼｭ ｱﾀﾞﾐｳﾑ

business person

学生 ｳﾗﾝｼﾞｰ

student

技術者 ﾋﾞﾘﾑ ｱﾀﾞﾐｳﾑ

engineer

芸術家 ｻﾅﾁｭｳﾑ

artist

どちらから来ましたか？ ﾈﾚﾘｼﾆｽﾞ?

Where are you from?

･･･から来ました。 ﾍﾞﾝ ･･･

I am from …

結婚していますか？ ｴｳﾞﾘ ﾐｼﾆｽﾞ?

Are you married?

結婚しています。 ﾍﾞﾝ ｴｳﾞﾘﾑ

I am married.

独身です。 ﾍﾞﾝ ﾍﾞｷｬﾘﾑ

I am single.

挨拶・自己紹介３

Greeting & Introduction 3
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お幾つですか？ ｶﾁ ﾔｼｭﾝﾀﾞｼﾝ?

How old are you?

･･･歳です。 ﾍﾞﾝ ･･･ ﾔｼｭﾝﾀﾞｲﾑ

I am … years old.

･･･です。/ ･･･ですか？
I am  … / Are you … ?

大丈夫 ﾑｯﾄﾙｲﾑ/ﾑｯﾄ ﾑｽﾝ?

OK

疲れる ﾖﾙｺﾞﾇﾑ/ﾖﾙｸﾞﾝ ﾑｽﾝ?

tired

空腹 ｱﾁﾑ/ｱﾁ ﾑｼﾝ?

hungry

喉が渇く ｽｻﾃﾞｨﾑ/ｽｻﾃﾞｨﾝ ﾑ?

thirsty

暑い ｽｼﾞｬｸﾗﾃﾞｨﾑ/ｽｼﾞｬｸﾗﾃﾞｨﾝ ﾑ?

hot

寒い ｳｼｭﾃﾞｨﾑ/ｳｼｭﾃﾞｨﾝ ﾑ?

cold

天気はどうですか？ ﾊｳﾞｧ ﾅｽﾙ?

What is the weather like?

暑いです ｽｼﾞｬｸ

hot

寒いです ｿｰｸ

cold

雨です ﾔﾑｰﾙ

rainy

春 ｲｰｸﾊﾞﾊｰﾙ

spring

夏 ﾔｽﾞ

summer

秋 ｿﾝﾊﾞﾊｰﾙ

autumn

冬 ｸｼｭ

winter

Greeting & Introduction 4

挨拶・自己紹介４
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どこ ﾅﾙﾃﾞ

Where

いつ ﾈ ｻﾞﾏﾝ

When

何 ﾈﾃﾞｨﾙ

What

誰 ｷｰﾑ

Who

なぜ ﾈﾃﾞﾝ

why

どのように ｶﾀﾞﾙ

How

これは幾らですか？ ﾈ ｶﾀﾞﾙ?

How much is it?

･･･できますか？ ﾐｲﾑ?

Can I … ?

入口/出口 ｷﾞｼﾘｭ/ﾁｭｸｼｭ

Entrance/Exit

開/閉 ｱﾁｭｸ/ｶﾊﾟﾘ

Open/Closed

男性/女性 ﾊﾞｲ/ﾊﾞﾔﾝ

Men/Women

熱/冷 ｽｼﾞｬｸ/ｿｰｸ

Hot/Cool

禁止 ﾔｻｸ

Prohibited

挨拶・自己紹介５

Greeting & Introduction 5
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0  zero                ｻﾌｼｭ

1  one                ﾋﾞｼｭ

2  two                ｲｷ

3  three                ｳﾁ

4  four                ﾀﾞｰﾄ

5  five                ﾍﾞｼｭ

6  six                ｱﾙﾃ

7  seven                ｲｴﾃﾞｨ

8  eight                ｾｷｽﾞ

9  nine                ﾄﾞｸｽﾞ

10  ten                ｵﾝ

11  eleven                ｵﾝﾋﾞｼｭ

12  twelve                ｵﾆｷ

13  thirteen                ｵﾇﾁ

14  fourteen                ｵﾝﾀﾞｰﾄ

15  fifteen                ｵﾝﾍﾞｼｭ

16  sixteen                ｵﾅﾙﾃ

17  seventeen                ｵﾆｴﾃﾞｨ

18  eighteen                ｵﾝｾｷｽﾞ

19  nineteen                ｵﾝﾄﾞｸｽﾞ

20  twenty                ｲｴﾙﾐ

30  thirty                ｵﾄｩｽﾞ

40  forty                ｹﾙｸ

50  fifty                ｴﾙﾘ

60  sixty                ｱﾙﾄﾑｼｭ

70  seventy                ｲｴﾄﾐｼｭ

80  eighty                ｾｸｻﾝ

90  ninety                ﾄﾞｸｻﾝ

100  hundred                ﾕｽﾞ

1,000  thousand                ﾋﾞﾝ

数字

Number
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何時ですか？ ｻｰﾄ ｶﾁ?

What time is it?

今日は何日ですか？ ﾌﾞｹﾞﾝ ｱﾕﾝ ｶﾁ?

What date is it today?

1月 ｵｼﾞｬｸ

January

2月 ｼｭﾊﾞﾄ

February

3月 ﾏﾙﾄ

March

4月 ﾆｰｻﾝ

April

5月 ﾏﾕｽ

May

6月 ﾊｼﾞｰﾗﾝ

June

7月 ﾃﾑﾑｰｽﾞ

July

8月 ｱｵｰｽﾄｽ

August

9月 ｴｲﾚｳﾙ

September

10月 ｴｷﾑ

October

11月 ｶｼﾑ

November

12月 ｱﾗﾚｸ

December

時間・日付１

Time & Date 1
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月曜日 ﾊﾟｻﾞﾙﾃｼ

Monday

火曜日 ｻﾘ

Tuesday

水曜日 ﾁｬｼｬﾑﾊﾞ

Wednesday

木曜日 ﾊﾟｰｼｬﾝﾍﾞ

Thursday

金曜日 ｼﾞｭﾏ

Friday

土曜日 ｼﾞｭﾏﾙﾃｼ

Saturday

日曜日 ﾊﾟｻﾞﾙ

Sunday

昨日の･･･ ﾃﾞｩﾝ･･･

yesterday …

翌日の･･･ ﾔﾙﾝ･･･

tomorrow …

朝 ｻﾊﾞ

morning

昼 ｳﾚﾀﾞﾝ ｿﾝﾗ

afternoon

晩 ｱｸｼｬﾑ

evening

昨夜 ｹﾞﾁｬﾝ ｹﾞﾁｪ

last night

昨･･･ ｹﾞﾁｬﾝ ･･･

last …

翌･･･ ｹﾞﾚﾁｪｸ ･･･

next …

週 ﾊﾌﾀ

week

月 ｱｲ

month

年 ﾕﾙ

year

時間・日付２

Time & Date 2
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英語を話せますか？ ｲﾝｸﾞﾘｰｼﾞｪ ｺﾉｼｮﾖﾙ ﾑｿﾇｽﾞ?

Do you speak English?

わかりましたか？ ｱﾝﾘﾖﾙ ﾑｿﾇｽﾞ?

Do you understand?

わかりました。 ｱﾝﾘﾖﾙﾑ

I understand.

わかりません。 ｱﾝﾗﾑﾖﾙﾑ

I do not understand.

･･･はどういう意味ですか？ ･･･ ﾈ ﾃﾞﾒｷﾃｨﾙ?

What does … mean?

･･･頂けますか？ ﾙﾄﾌｪﾝ ･･･?

Please … ?

繰り返して ﾃｸﾗﾗ ﾑｿﾇｽﾞ

repeat

ゆっくり話して ﾀﾞﾊ ﾔｳﾞｧｼｭ ｺﾉｼｭﾙ ﾑｿﾇｽﾞ

speak slowly

書いて ﾔｻﾞﾙ ﾑｿﾇｽﾞ

write down

どのように･･･か？
How do you … ?

発音します ﾌﾞﾉ ﾅｻﾙ ﾃﾗﾌｽﾞ ｴﾃﾞﾙｼﾆｽﾞ?

pronounce

書きます ･･･ ｹﾚﾒｾﾆ ﾅｼｭﾙ ﾔｻﾞﾙｼｭﾇｽﾞ?

write

確認

Confirmation
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トイレはどこですか？ ﾄｳﾞｧﾚﾀ ﾅﾙﾃﾞ?

Where is the toilet?

道に迷いました。 ｶｲﾎﾞｳﾙﾄﾞﾑ

I am lost.

医者を呼んで！ ﾄﾞｸﾄﾙ ﾁｬｳﾚﾝ!

Call a doctor!

警察を呼んで！ ﾎﾟﾘｽ ﾁｬｳﾚﾝ!

Call a police!

助けて頂けませんか？ ﾔﾙﾃﾞｨﾑ ｴﾃﾞﾋﾞﾘﾙ ﾐｼﾆｽﾞ ﾙﾄﾌｪﾝ?

Could you help me, please?

助けて！ ｲﾑﾀﾞｯﾄ!

Help!

止まれ！ ﾄﾞｩﾙ!

Stop!

離れろ！ ｷﾞﾂ ﾎﾞﾙﾀﾞﾝ!

Go away!

泥棒！ ﾊﾙｾｽﾞ ｳﾞｧｼﾞｭ!

Thief!

火事だ！ ﾔﾝｹﾞﾝ ｳﾞｧｼﾞｭ!

Fire!

私の荷物が･･･ました。 ﾊﾞｶﾞｼﾞｭﾑ ･･･

My luggage has been …

破損し ｻﾞﾗ ｷﾞｮﾙﾄﾞｩ

damaged

紛失し ｶｲﾎﾞﾄﾞｩ

lost

盗まれ ﾁｬﾚﾝﾃﾞ

stolen

緊急事態

Emergency
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･･･目的です。 ﾍﾞﾝ ･･･

I am …

商用 ｲｼｭ ｹﾞｾﾞｼﾝﾃﾞｨﾑ

on business

観光 ﾀﾃｨﾙﾃﾞｨﾑ

on holiday

･･･滞在します。 ﾍﾞﾝ ･･･ ﾎﾞﾗﾀﾞﾕﾑ

I am here for …

日 ｸﾞﾝﾇｳﾈ

days

週間 ﾊﾌﾀﾗﾅ

weeks

月 ｱｲｳﾅ

months

･･･に行く予定です。 ･･･ ｷﾞﾃﾞｨﾖﾙﾑ

I am going to …

･･･に滞在します。 ･･･ ｶﾙﾖﾙﾑ

I am staying at …

申告するものはありません。 ﾍﾞﾔﾝ ｴﾃﾞｨｼﾞｪｸ ｲｸﾋﾞ ｼｳﾑ ﾖｸ

I have nothing to declare.

申告するものがあります。 ﾍﾞﾔﾝ ｴﾃﾞｨｼﾞｪｸ ﾋﾞﾙ ｼｳﾑ ｳﾞｧｼﾞｭ

I have something to declare.

それは私のものです。 ﾌﾞ ﾍﾞﾆﾑ

That is mine.

それは私のものではありません。 ﾌﾞ ﾍﾞﾆﾑ ﾃﾞｨﾘ

That is not mine.

出入国・税関

immigration & Customs
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ホテルはどこですか？ ﾌﾞﾗﾗﾙﾀﾞ ﾅﾙﾃﾞ ｵﾃﾙ ｳﾞｧﾙ?

Where is a hotel?

ゲストハウスはどこですか？ ﾌﾞﾗﾗﾙﾀﾞ ﾅﾙﾃﾞ ﾐｻﾌｨﾗﾈ ｳﾞｧﾙ?

Where is a guesthouse?

どこかお奨めの･･･場所はありますか？ ･･･ ﾋﾞﾙ ｴﾙ ﾀｳﾞｼｰｴ ｴﾃﾞﾋﾞﾘｰﾙ ﾒｼﾆｽﾞ?

Can you recommend somewhere … ?

安い ｳｼﾞｭｰｽﾞ

cheap

良い ｲﾕｨ

good

近い ﾔｶﾝ

nearby

部屋の予約をお願いします。 ﾋﾞﾙ ｵﾀﾞ ｱﾕﾙﾄﾏｸ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ ﾙﾄﾌｪﾝ

I would like to book a room.

私の名前は･･･です。 ﾍﾞﾆﾑ ｲｽﾐﾑ ･･･

My name is …

･･･部屋はありますか？ ｵﾀﾞﾇｽﾞ ｳﾞｧﾙ ﾑ?

Do you have a … room?

シングル ﾃｸ ｷｼﾘｸ

single

ダブル ｲｷ ｷｼﾘｸ

double

ツイン ﾁﾌﾄ ﾔﾀｸﾘ

twin

一晩幾らですか？ ｹﾞｼﾞｪﾘｰ ﾈ ｶﾀﾞﾙ?

How much is it per night?

一人幾らですか？ ｷｼ ﾊﾞｼﾅ ﾈ ｶﾀﾞﾙ?

How much is it per person?

クレジットカードで支払えますか？ ｸﾚﾃﾞｨ ｶﾙﾃｨ ｲﾚ ｳﾃﾞｲｪﾋﾞﾘﾙ ﾐｲﾑ?

Can I pay by credit card?

見せてもらえますか？ ｸﾞﾚﾋﾞｲﾙ ﾐｲﾑ?

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？ ｱﾅﾃﾙﾑ ｱﾗﾋﾞﾘﾙ ﾐｲﾑ?

Could I have my room key?

朝食はいつですか？ ｶｳﾞｧﾙﾃｨ ﾈ ｻﾞﾏﾝ ｳﾞｪﾘﾘｵﾙ?

When is breakfast served?

朝食はどこですか？ ｶｳﾞｧﾙﾃｨ ﾈ ﾅﾙﾃﾞ ｳﾞｪﾘﾘｵﾙ?

Where is breakfast served?

･･･時に起こしてください。 ﾙﾄﾌｪﾝ ﾍﾞﾆ ･･･ ｶﾙﾃﾞｨﾚﾝ

Please wake me up at …

･･･過ぎます。 ﾁｮｯｸ ･･･

It is too …

高 ﾊﾟﾊﾘ

expensive

うるさ ｷﾞｭﾙﾁｭﾙ

noisy

小さ ｸﾁｭｸ

small

･･･が壊れています。 ･･･ ﾁｬﾙｼｭﾐﾖﾙ

The … does not works.

エアコン ｸﾘﾏ

air conditioner

扇風機 ﾌｧﾝ

fan

トイレ ﾄｳﾞｧﾚﾄ

toilet

･･･が汚れています。 ﾌﾞ ･･･ ﾃﾐｽﾞ ﾃﾞｨﾙ

The … is not clean.

シーツ ﾁｬｻﾌ

sheet

タオル ﾊｳﾞﾙ

towel

枕 ﾔｽﾃｨｸ

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？ ﾁｭｸｼｭ ﾈ ｻﾞﾏﾝ?

What time is checkout?

荷物を置いてもよいですか？ ｴｼｭｱﾗﾙﾑ ﾌﾞﾗﾀﾞ ﾌﾞﾗｶﾋﾞﾚﾙ ﾐｲﾑ?

Can I leave my luggage here?

･･･を返してください。 ･･･ ｱﾗﾋﾞﾘﾙ ﾐｲﾑ ﾙﾄﾌｪﾝ?

Please return my …

デポジット ﾃﾞﾎﾟｼﾞﾄﾑ

deposit

パスポート ﾊﾟｻﾎﾟﾙﾄｩﾑ

passport

貴重品 ﾃﾞｱﾘ ｴｼｭﾔﾗﾙﾑ

valuables

石鹸 ｻﾎﾞﾝ

soap

歯ブラシ ﾃﾞｨｼｭ ﾌﾙﾁｬｼｭ

toothbrush

歯磨き粉 ﾃﾞｨｼｭ ﾏｼﾞｭﾇ

toothpaste

シャンプー ｼｬﾑﾌﾟｱﾝ

shampoo

トイレットペーパー ｶｳﾄ ﾒﾝﾃﾞｨﾙ

toilet paper

髭剃り ﾄﾗｼｭ ﾏｷﾈｼ

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？ ｲﾕｨ ﾋﾞﾙ ﾚｽﾄﾗﾝ ﾀｳﾞｼｴ ｴﾃﾞﾋﾞﾘﾙ ﾐｼﾆｽﾞ?

Can you recommend a restaurant?

･･･をお願いします。 ･･･ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ

I would like… , please.

･･･人テーブル ･･･ ｷｼﾘｸ ﾋﾞﾙ ﾏｻ

table for …

禁煙席 ｼｶﾞﾗ ｲﾁﾙﾐｱﾝ ﾋﾞﾙ ｲﾙ

nonsmoking area

メニュー ﾐﾆｭｰ

menu

飲み物リスト ｲﾁｪｼﾞｪｸ ﾘｽﾃｼﾆ

drink list

その皿 ｼｭ ｲｪﾒｲ

that dish

会計 ﾍｻﾌﾞ

bill

朝食 ｶｳﾞｧﾙﾃｨ

breakfast

昼食 ｳﾚ ｲｪﾐｲ

lunch

夕食 ｱｸｼｬﾑ ｲｪﾐｲ

dinner

軽食 ﾊﾌｨﾌ ｲｪﾒｸ

snack

ミネラル・ウォーター ﾏﾃﾞﾝ ｽﾕ

mineral water

コーヒー ｶｳﾞｪ

coffee

紅茶 ﾁｬｲ

tea

ソフトドリンク ｱﾙｺﾙｼｭｽﾞ ｲﾁｪｼﾞｪｸ

soft drink

ビール ﾋﾞﾗ

beer

ワイン ｼｬﾗﾌﾟ

wine

レストラン・食事１

Restaurant & Eating 1
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何がお奨めですか？ ﾈ ﾀｳﾞｼｴ ｴﾀﾞｼﾆｽﾞ?

What would you recommend?

何にしますか？ ﾈ ｱﾙｽﾇｽﾞ?

What would you like?

私は･･･にします。 ･･･ ｱﾗﾕﾑ

I will have … 

ヴェジタリアンフードはありますか？ ｳﾞｪｼﾞｪﾀﾚｱﾝ ｲｴｼﾞｪｸﾚﾘﾆｽﾞ ｳﾞｧ ﾑ?

Do you have vegetarian food?

･･･を抜いてもらえますか？ ﾋﾞﾙ ｲｪﾒｸ ﾊｽﾞﾙﾗﾔﾋﾞﾚﾙ ﾒｾﾆｽﾞ?

Could you prepare a meal without …? ･･･bir yemek hazrilayabilir misiniz?

私は･･･のアレルギーです。 ･･･ ｱﾚﾙｼﾞﾑ ｳﾞｧﾙ

I am allergic to … 

バター ﾃﾚﾔｽ

butter

玉子 ﾕﾑﾙﾀ

eggs

魚 ﾃﾞﾆｽﾞ ｳﾙﾝﾚﾘﾈ

fish

肉 ｴﾂ ｽﾕ

meat

乾杯！ ｼｪﾚﾌｪ!

Cheers!

これは何ですか？ ﾌﾞ ﾈﾃﾞｨﾙ?

What is that?

幾らですか？ ﾈ ｶﾀﾞﾙ?

How much is it?

十分です。 ｲｪﾀﾘ

Enough.

もう少し。 ﾀﾞﾊ ﾌｧｽﾞﾀﾞ

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？ ﾈﾚﾀﾞﾝ ﾋﾞﾚﾄ ｱﾗﾋﾞﾘﾘﾑ?

Where can I buy a ticket?

予約が必要ですか？ ｲｪﾙ ｱﾕﾙﾄﾏﾑ ｹﾞﾚｸﾘ ﾐ?

Do I need a book?

･･･行きのチケットを一枚ください。 ･･･ ﾋﾞﾙ ｷﾞﾃﾞｨｼｭ ﾋﾞﾚﾃｨ ﾙﾄﾌｪﾝ

One ticket to … , please.

この切符を･･･してください。 ﾋﾞﾘﾃﾐ ･･･ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ

I would like to … my ticket.

キャンセル ｲﾌﾟﾀﾙ ｲｯﾀﾙﾒｸ

cancel

変更 ﾃﾞｨｼｭﾃﾙﾒｸ

change

確認 ｵﾅｲﾗﾄﾏｸ

confirm

禁煙席をお願いします。 ｼｶﾞﾗ ｲﾁﾘﾐｴﾝ ｸｼﾑﾀﾞ ﾋﾞｱ ｲﾙ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ

Nonsmoking seat, please.

喫煙席をお願いします。 ｼｶﾞﾗ ｲﾁﾚﾝ ｸｼﾑﾀﾞ ﾋﾞｱ ｲﾙ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ

Smoking seat, please.

幾らですか？ ｼｭ ﾈ ｶﾀﾞﾙ?

How much is it?

どれくらい時間が掛かりますか？ ﾖﾙｼﾞｮﾙｯｸ ﾈ ｶﾀﾞﾙ ｼｭﾚﾙ?

How long does the trip take?

直行便ですか？ ﾃﾞｨﾚｸ ｸﾞｻﾞﾙｶﾞ ﾑ?

Is it a direct route?

エアコンは付いていますか？ ｸﾘﾏ ｳﾞｧﾙ ﾑ?

Is there air conditioning?

トイレは付いていますか？ ﾄｳﾞｧﾚﾄ ｳﾞｧﾙ ﾑ?

Is there toilet?

私の荷物が･･･ました。 ﾊﾞｶﾞｼﾞｭﾑ ･･･

My luggage has been …

破損し ｻﾞﾗ ｷﾞｮﾙﾄﾞｩ

damaged

紛失し ｶｲﾎﾞﾄﾞｩ

lost

盗まれ ﾁｬﾚﾝﾃﾞ

stolen

移動・交通１

Transport 1
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･･･はどこですか？ ･･･ ﾅﾙﾃﾞ?

Where is the … ?

到着ゲート ｹﾞﾚﾝ ﾖﾙｼﾞｭ ﾌﾞﾙﾑ

arrivals gate

出発ゲート ｹﾞﾃﾞﾝ ﾖﾙｼﾞｭ ﾌﾞﾙﾑ

departure gate

この･･･は(　　　)行きですか？ (          ) ｷﾞﾃﾞﾝ ･･･ ﾌﾞ ﾑ?

Is this … to (      ) ?

列車 ﾄﾚﾝ

train

バス ｵﾄﾌﾞｽ

bus

飛行機 ｳﾁｬｸ

plane

船 ｳﾞｧﾌﾟﾙ

boat

･･･のバスはいつですか？ ･･･ ｵﾄﾌﾞｽ ﾈ ｻﾞﾏﾝ?

When the … bus?

始発 ｲﾙｸ

first

最終 ｿﾝ

last

次 ｿﾝﾗｷ

next

出発時間はいつですか？ ﾈ ｻﾞﾏﾝ ｶﾙｸｼﾞｬｸ?

What time does it leave?

これは何駅ですか？ ﾌﾞ ﾊﾝｷﾞ ｲｽﾀｼｵﾝ/ﾄﾞﾗｸ?

What station is this?

･･･には停まりますか？ ･･･ ﾄﾞﾛﾙ ﾑ?

Does it stop at …?

ここにどれくらい停まりますか？ ﾌﾞﾙﾀﾞ ﾈ ｶﾀﾞﾙ ﾄﾞﾗｼﾞｬｽﾞ?

How long do we stop here?

この座席は空いていますか？ ﾌﾞ ｺﾙﾄｯｸ ﾎﾞｼｭ ﾑ?

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？ ･･･ ﾈ ｶﾀﾞﾙ?

How much is it to … ?

メーターを使ってください。 ﾙﾄﾌｪﾝ ﾀｸｼﾒﾄﾘ ﾁｬﾘｼｭﾄｩﾙﾝ

Please put the meter on.

この住所まで行ってください。 ﾙﾄﾌｪﾝ ﾍﾞﾆ ﾌﾞ ｱﾄﾞﾚｾ ｺﾞﾄｩﾚﾝ

Please take me to this address.

スピードを落としてください。 ﾙﾄﾌｪﾝ ﾔｳﾞｧｼｭﾗﾕﾝ

Please slow down.

ここで停まってください。 ﾙﾄﾌｪﾝ ﾎﾞﾗﾀﾞ ﾄﾞﾙﾝ

Please stop here.

ここで待っていてください。 ﾙﾄﾌｪﾝ ﾎﾞﾗﾀﾞ ﾍﾞｸﾘｲﾝ

Please wait here.

■街角で･･･

この道は･･･行きですか？ ･･･ ｷﾞﾃﾞﾝ ﾖﾙ ﾌﾞ ﾑ?

Is this the road to …?

地図で示していただけますか？ ﾊﾞﾅ ﾊﾘﾀﾀﾞ ｷﾞｮｽﾃﾚﾋﾞﾘﾙ ﾐｼﾆｽﾞ?

Can you show me on the map?

住所はどこですか？ ｱﾄﾞﾚｾ ﾈﾃﾞｨﾙ?

What is the address?

距離はどれくらいですか？ ﾈ ｶﾀﾞﾙ ｳｻﾞｸﾀ?

How far is it?

どうやって行くのですか？ ｵﾗﾔ ﾅｽﾙ ｷﾞﾃﾞﾋﾞﾚﾘﾑ?

How do I get there?

東 ﾄﾞｳ

east

西 ﾊﾞﾃｨ

west

南 ｷﾞｭﾈｲ

south

北 ｺｾﾞｲ

north

移動・交通３

Transport 3
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･･･です。
It is … 

ここ ﾎﾞﾗﾀﾞ

here

あそこ ｵﾗﾀﾞ

there

近い ･･･ﾔｸﾆﾀﾞ

near

遠い ･･･ｳｻﾞｸ

far ･･･

･･･の前 ･･･ ｵﾇﾝﾃﾞ

in front of… 

･･･の後 ･･･ ｱﾙｶｽﾝﾀﾞ

behind…

･･･の隣り ･･･ ﾔﾇﾝﾀﾞ

next to…

･･･の反対 ･･･ ｷｮｾﾆﾀﾞ

opposite…

･･･に曲がって ･･･ ﾄﾞﾝ

Turn…

右 ｻｱ

right

左 ｿﾗ

left

･･･で
By…

バス ｵﾄﾌﾞｽﾚ

bus

電車 ﾄﾚﾝﾚ

train

タクシー ﾀｸｼｰﾚ

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？ ｴﾝ ﾔｸﾝ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ｶﾌｪ ﾅﾙﾃﾞ?

Where is the local internet cafe?

一時間で幾らですか？ ｻｱﾃｨ ﾈ ｶﾀﾞﾙ?

How much is it per hour?

･･･したい。 ･･･ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ

I would like to…

メールの確認 ｴﾎﾟｽﾀﾏ ﾊﾞｸﾏｸ

check my email

インターネットに接続 ｲﾝﾀｰﾈﾃ ｷﾞﾙﾒｸ

get internet access

プリンタを使用 ﾌﾟﾘﾝﾃﾘ ｸﾙﾗﾝﾏｸ

use a printer

スキャナを使用 ﾀﾗﾕｼﾞｭﾕ

use a scanner

携帯電話をレンタルしてください。 ｼﾞｪﾌﾟ ﾃﾚﾌｫﾇ ｷﾗﾗﾏｸ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ

I would like a mobile phone for hire.

SIMカードをください。 ﾌﾞﾙﾀﾞｷ ｼｪﾍﾞｹ ｲﾁﾝ ｼﾑ ｶﾙﾄ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ

I would like a SIM card.

料金はいくらですか？ ｼｭ ﾈ ｶﾀﾞﾙ?

What are the rate?

あなたの電話番号は？ ﾃﾚﾌｫﾝ ﾇﾏﾗﾇｽﾞ ﾈﾃﾞｨﾙ?

What is your phone number?

番号は･･･です。 ﾃﾚﾌｫﾝ ﾇﾏﾗｼｭ ･･･

The number is …

最寄りの公衆電話はどこですか？ ｴﾝ ﾔｸﾝ ﾃﾚﾌｫﾝ ｺﾘｭﾍﾞｼ ﾅﾙﾃﾞ?

Where is the nearest public phone?

テレフォンカードをください。 ﾃﾚﾌｫﾝ ｶﾙﾃｨ ｱﾙﾏｸ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ

I would like to buy a phone card.

･･･に電話したい。 ･･･ ｱﾗﾏｸ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ

I want to call …

一分で幾らですか？ ﾀﾞｹｶﾙｸ ｺﾇｼｭﾏ ﾈ ｶﾀﾞﾙ ｴﾃﾞﾙ?

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？ ･･･ ﾅﾙﾃﾞ ｳﾞｧﾙ?

Where is a/an…?

自動支払機 ﾊﾞﾝｶﾏﾃｨｸ

ATM

外貨両替所 ﾄﾞｩｳﾞｨｽﾞ ﾋﾞｭﾛｿ

foreign exchange

銀行はいつ開きますか？ ﾊﾞﾝｶ ﾈ ｻﾞﾏﾝ ｱﾁｭﾘﾖﾙ?

What time does the bank open?

･･･したい。 ･･･ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ

I would like to …

･･･はどこでできますか？ ﾅﾙﾃﾞﾝ ･･･

Where can I … ?

現金の両替 ﾊﾟﾗ ﾎﾞｽﾞﾄﾞﾙﾏｸ

change money

トラベラーズチェックの両替 ｾﾔﾊｯﾄ ﾁｪｷ ﾎﾞｽﾞﾄﾞﾙﾏｸ

change T/C

現金引出し ﾊﾟﾗ ﾁｪｸﾒｸ

withdraw money

振込み手続き ﾊｳﾞｧﾚ ﾔﾌﾟﾃｨﾙﾏｸ

arrange a transfer Havale yaptirmak

･･･は幾らですか？ ･･･ ﾈﾃﾞｨﾙ?

What is the … ?

両替レート ﾄﾞｨｳﾞｨｽﾞ ｸﾙ

exchange rate

手数料 ｳｼﾞｭﾚﾃｨ

charge for that

私宛にお金は届いていますか？ ﾊﾟﾗﾑ ｹﾞﾙﾃﾞｨ ﾐ?

Has my money arrived?

Bank

銀行
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･･･を送りたい。 ﾋﾞﾙ ･･･ ｷﾞｮﾝﾃﾞﾙﾒｸ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ

I want to send a …

絵葉書 ｶﾙﾄﾎﾟｽﾀﾙ

postcard

手紙 ﾒｸﾄｩﾌﾟ

letter

小包 ﾊﾟｹｯﾄ

parcel

ファックス ﾌｧｸｽ

fax

船便 ﾃﾞﾆｽﾞ ﾖﾙｲﾗ

sea mail

特急便 ｲｸｽﾌﾟﾚｽ ﾎﾟｽﾀ

express mail

･･･を買いたい。 ･･･ ｱﾄｩﾝ ｱﾙﾏｸ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ

I want to buy a …

封筒 ｻﾞｰﾌ

envelope

切手 ﾌﾟﾙ

stamp

･･･宛に航空便で送ってください。 ﾙﾄﾌｪﾝ ﾊｳﾞｧ ﾖﾙｲﾗ ･･･ ｷﾞｮﾝﾃﾞﾘﾝ

Please send it by airmail to …

私宛に郵便は届いていますか？ ﾊﾞﾅ ﾎﾟｽﾀ ｳﾞｧﾙ ﾑ?

Is there any mail for me?

郵便局

Post office
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･･･はどこですか？ ･･･ ﾅﾙﾃﾞ?

Where is a … ?

銀行 ﾊﾞﾝｶ

bank

スーパーマーケット ｽﾊﾟﾙﾏﾙｹｯﾄ

supermarket

デパート ﾋﾞｭﾕｯｸ ﾏｰｻﾞ

department store

書店 ｷﾀﾌﾟﾁｪ

book store

･･･はどこで買えますか？ ﾅﾙﾃﾞﾝ ･･･ ｱﾗﾋﾞﾚﾚﾑ?

Where can I buy … ?

･･･を買いたい。 ･･･ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ

I would like to buy …

他にはありませんか？ ﾊﾞｼｭｶ ｳﾞｧﾙ ﾑ?

Do you have any others?

保証は付きますか？ ｶﾞﾗﾝﾃｨｼ ｳﾞｧﾙ ﾑ?

Does it have a guarantee?

不良品です。 ｱﾙｻﾞﾙ

It is faulty.

･･･をお願いします。 ･･･ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ ﾙﾄﾌｪﾝ

I would like … , please.

返金 ﾊﾟﾗ ｲｱﾃﾞｼ

to refund

返品 ﾌﾞﾉ ｲｱﾃﾞ ｴﾄﾒｸ

to return

袋 ﾁｬﾝﾀ

a bag

買物１

Shopping 1
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試着していいですか？ ﾃﾞﾆｴﾋﾞﾚﾙ ﾐｲﾑ?

Can I try it on?

サイズが合いません。 ｵﾙﾐｭﾖﾙ

It does not fit.

小 ｷｭﾁｭｯｸ

small

中 ｵﾙﾀ

medium

大 ﾋﾞｭﾕｯｸ

large

幾らですか？ ﾈ ｶﾀﾞﾙ?

How much is it?

値段を書いてもらえますか？ ﾌｨﾔﾃｨ ﾔｻﾞﾋﾞﾚﾙ ﾐｼﾆｽﾞ?

Can you write down the price?

高すぎます。 ﾌﾞ ﾁｮｯｸ ﾊﾟﾊﾙ

That is too expensive.

勘定に間違いがあります。 ﾍｻﾌﾟﾀ ﾋﾞﾙ ﾔﾝﾙｼｭﾙｸ ｳﾞｧﾙ

There is mistake in the bill.

･･･で支払えますか？ ･･･ ｶﾌﾞﾙ ｴﾃﾞｨﾖﾙ ﾑｽﾇｽﾞ?

Do you accept … ?

クレジットカード ｸﾚﾃﾞｨ ｶﾙﾃｨ

credit card

キャッシュカード ﾊﾞﾝｶ ｶﾙﾃｨ

debit card

トラベラーズチェック ｾﾔﾊｯﾄ ﾁｪｷ

T/C

･･･をください。 ･･･ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ ﾙﾄﾌｪﾝ

I would like … , please.

お釣り ﾊﾟﾗﾑﾝ ﾕｽﾄｩﾆｭ

my change

領収書 ﾏｸﾌﾞｽﾞ

receipt

買物２

Shopping 2
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･･･は好きですか？ ･･･ ｾｳﾞｧﾙ ﾐｼﾝ?

Do you like …?

･･･が好きです。 ･･･ ｾｳﾞｨﾖﾙﾑ

I like …

芸術 ｻﾅﾄ

art

スポーツ ｽﾎﾟﾙ

sports

ダンス ﾀﾞﾝｽ ｴﾃﾞﾙ

dance

映画 ｼﾈﾏﾔ ｷﾞｯﾄﾐｲ

movies

旅行 ｾﾔﾊｯﾄ ｴﾄﾐｲ

travel

料理 ﾋﾟｼｭｲﾒｸ

cooking

読書 ｵｺﾏﾕ

reading

･･･はどこですか？ ･･･ ﾅﾙﾃﾞ?

Where can I find … ?

クラブ ｸﾘｭﾌﾟﾚﾘ

clubs

パブ ﾋﾞﾗﾊﾈﾚﾘ

pubs

カフェ ｶﾌｪ

cafe

･･･に行きたい。 ･･･ ｹﾞﾄﾒｸ ｲｽﾃｨﾖﾙ

I feel like going to … 

パーティ ﾊﾟﾙﾃｨｴ

party

コンサート ｺﾝｾﾚ

concert

映画 ｼﾈﾏﾔ

movie

舞台 ｵﾕﾅ

stage

博物館 ﾐｭｾﾞ

museum

観光１

Sightseeing 1
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開館は何時ですか？ ｻｰﾄ ｶﾁﾀ ｱﾁｭﾘﾙ?

What time does it open? 

閉館は何時ですか？ ｻｰﾄ ｶﾁﾀ ｶﾊﾟﾇﾙ?

What time does it close? 

入場料は幾らですか？ ｷﾞﾘｼｭ ﾕｼﾞｭﾚﾃｨ ﾈﾃﾞｨﾙ?

What is the admission charge?

･･･割引はありますか？ ･･･ ｲﾝﾃﾞｨﾙﾐ ｳﾞｧﾙ ﾑ?

Is there discount for … ?

学生 ｳｰﾗﾝｼﾞ

students

子供 ﾁｮｼﾞｩｸ

children

･･･が欲しい。 ･･･ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ

I would like to …

ガイド ﾚｯﾊﾞ

guide

地図 ｲｪﾘﾙ ﾊﾘﾀ

map

カタログ ｶﾀﾛｸﾞ

catalogue

･･･を観たい。 ･･･ ｷﾞｮﾙﾒｸ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ

I would like to see …

あれは何ですか？ ﾌﾞ ﾈﾃﾞｨﾙ?

What is that?

写真を撮ってもいいですか？ ﾋﾞﾙ ﾌｫﾄｸﾞﾗﾌｨﾆｼﾞ ﾁｪｹﾋﾞﾘﾙ ﾐｲﾑ?

Can we take photos?

観光２

Sightseeing 2
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次のツアーはいつですか？ ｿﾝﾗｷ ﾄｩｱ ﾈ ｻﾞﾏﾝ?

When is the next tour?

･･･は含まれていますか？ ･･･ ﾀﾞﾋﾙ ﾐ?

Is … included?

入場料 ｷﾞﾘｼｭ

admission

交通費 ｳﾗｼｭﾑ

transport

食費 ｲｪﾒｸ

food

宿泊費 ｶﾗｼﾞｬｸ ﾔﾙ

accommodation

ツアーはどれくらいの長さですか？ ﾄｩﾙ ﾈ ｶﾀﾞﾙ ｼｭﾚﾙ?

How long is the tour?

何時ごろ戻りますか？ ｻｰﾄ ｶﾁﾀ ﾄﾞﾝﾒﾘｲｽﾞ?

What time should we be back?

観光３

Sightseeing 3
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警察署はどこですか？ ﾎﾟﾘｽ ｶﾗｺﾛ ﾅﾙﾃﾞ?

Where is the police station?

被害届を出したい。 ｼｶｲｴﾃ ﾌﾞﾙﾏｸ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ

I want to report an offense.

･･･を紛失しました。 ･･･ ｶｲｰﾌﾟ

I have lost my …

･･･を盗まれました。 ･･･ ﾁｬﾄﾞｩﾝﾃﾞｨ

My … was stolen.

鞄 ﾁｬﾝﾀﾗﾙ

bag

財布 ｼﾞｭｽﾞﾀﾞﾝ

wallet

お金 ﾊﾟﾗ

money

パスポート ﾊﾟｻﾎﾟﾙﾄ

passport

クレジットカード ｸﾚﾃﾞｨ ｶﾙﾃｨ

credit card

トラベラーズチェック ｾﾔﾊﾄ ﾁｪｷﾘ

T/C

･･･されました。 ﾍﾞﾝ ･･･

I have been …

暴行 ｻﾙﾃﾞｨﾘｱ ｳﾗﾃﾞｨﾑ

assaulted

強盗 ｿﾖﾙﾄﾞｩﾑ

robbed

大使館と連絡を取りたい。 ｲﾙﾁｪﾘｸﾙ ｷﾞｮﾙｼｭﾒｸ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ

I want to contact my embassy.

領事館と連絡を取りたい。 ｺﾝｿﾙｽﾙｸﾗ ｷﾞｮﾙｼｭﾒｸ ｲｽﾃｨﾖﾙﾑ

I want to contact my consulate.

保険に入っています。 ｼｺﾞﾙﾀﾑ ｳﾞｧﾙ

I have an insurance.

警察

Police
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最寄りの･･･はどこですか？ ｴﾝ ﾔｷﾝ ･･･ ﾅﾙﾃﾞ?

Where is the nearest … ?

病院 ﾊｽﾀﾈ

hospital

医者 ﾄﾞｸﾄﾙ

doctor

歯医者 ﾃﾞｨｼｭﾁ

dentist

薬局 ｴｸｻﾞﾈ

pharmacist

医者にかかりたい。 ﾋﾞﾙ ﾄﾞｸﾄﾗ ｲﾃｨｱｼﾞﾑ ｳﾞｧﾙ

I need a doctor.

女性の医師に診てほしい。 ﾊﾞﾔﾝ ﾄﾞｸﾄﾗ ｷﾞｮﾘｭﾈﾋﾞﾘﾙ ﾐｲﾑ?

Could I see a female doctor?

薬を切らしてしまいました。 ｲﾗｼﾞｭﾝ ﾋﾞｯﾃ

I have run out of my medication.

具合が悪いです。 ﾊｽﾀﾕﾑ

I am sick.

ここが痛いです。 ﾌﾞﾗｼｭ ｱﾘｭﾖﾙ

It hurts here.

･･･があります。 ﾍﾞﾝﾃﾞ ･･･ ｳﾞｧﾙ

I have a …

咳 ｳｸｼｭﾘｭｸ

cough

痰 ﾎﾞｱｽﾞ ｱﾘｭｼ

sore throat

熱 ｱﾃｨｼｭ

fever

頭痛 ﾊﾞｼｭ ｱﾘｭｼ

headache

痛み ｱﾘ

pain

･･･にアレルギーがあります。 ･･･ ｱﾚｼﾞﾑ ｳﾞｧﾙ

I am allergic to …

病院１

Hospital 1
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頭 ﾊﾞｼｭ

head

目 ｷﾞｮｽﾞ

eye

耳 ｸﾗｸ

ear

鼻 ﾌﾞﾙﾝ

nose

口 ｱｰｽﾞ

mouth

歯 ﾃﾞｨｼｭﾗﾙ

teeth

喉 ﾎﾞｱｽﾞ

throat

首 ﾎﾞﾕﾝ

neck

腕 ｺﾙ

arm

手 ｴﾙ

hand

指 ﾊﾟﾙﾏｸ

finger

足 ﾊﾞｼﾞｬｸ

leg

胸 ｷﾞｭｳｽﾞ

chest

背中 ｽｨﾙﾄ

back

胃 ﾐﾃﾞ

stomach

肌 ｼﾞﾙﾄ

skin

病院２

Hospital 2
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解熱鎮痛剤 ｱｽﾋﾟﾘﾈ

aspirin

抗生物質 ｱﾝﾃｨﾋﾞﾄﾃｨｹﾚ

antibiotics

下痢止め ｲｻﾙ ｲﾗｼﾞｭ

diarrhea medicine

緩下剤 ﾑｼﾙ ｲﾗｼﾞｭ

laxatives

睡眠薬 ｵｲｺ ﾊﾋﾟ

sleeping tablets

痛み止め ｱｰﾙ ｷｼｼﾞ

painkillers

包帯 ﾊﾞﾝﾀﾞｼﾞｭ

bandage

消毒薬 ｱﾝﾃｨｾﾌﾟﾃｨｸ

antiseptic

コンドーム ﾌﾟﾚｻﾞﾙｳﾞｧﾃｨﾌ

condoms

経口避妊薬 ﾄﾞｵﾑ ｺﾝﾄﾗﾙ ﾊﾋﾟ

contraceptive

ぜん息 ｱｽﾄｩﾑ

asthma

気管支炎 ﾌﾞﾛﾝｽｨﾄ

bronchitis

便秘 ｶﾌﾞｽﾞﾘｯｸ

constipation

吐き気 ﾌﾞﾗﾝﾄｩ

nauseous

病院３

Hospital 3


