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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、右側にノルウェー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、ノルウェー語を学習する
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。　

　本書がノルウェー語の活用と修得の、良きパートナーとなりますように。
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はい。 ﾔｰ

Yes. Ja.

いいえ。 ﾈｲ

No. Nei.

お願いします。 ｳﾞｧﾙ ｼｬ ｽﾆﾙ

Please. Vær så snill.

ありがとう。 ﾀｸ

Thank you. Takk.

どういたしまして。 ｲﾝｹﾞﾝ ｱｳﾙｻｰｸ

You are welcome. Ingen arsak.

すいません。 ｴｳﾝｼｪｳﾙ

Excuse me. Unnskyld.

ごめんなさい。 ﾍﾞｲｸﾗｹﾞｲﾙ ﾃｨﾘｰ ﾏｲ

Sorry. Beklager, tilgi meg.

こんにちは。 ｺﾞﾀﾞｰｸﾞ

Hello.

やあ。 ﾊｲ

Hi.

さようなら。 ﾊｰ ﾃﾞ

Goodbye.

･･･さん(男性) ﾍｲﾙ

Mr …

･･･さん(既婚女性) ﾌﾛｰ

Mrs …

･･･さん(未婚女性) ﾌﾚｳｹﾝ

Miss …

お元気ですか？ ｳﾞｫﾙﾀﾞﾝ ﾊｰﾙ ﾄﾞｰ ﾃﾞ?

How are you?

元気です、あなたは？ ﾌﾞﾗｰ ﾀｸ ｵｰ ﾄﾞｰ?

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？ ｳﾞｧｰ ﾍｲﾀﾙ ﾄﾞｰ?

What is your name?

私の名前は･･･です。 ﾔｲ ﾍｲﾀﾙ …

My name is … 

お会いできて嬉しいです。 ﾍｳｹﾞﾘｰ ｱｳ ﾄﾚﾌｪ ﾀﾞｳ

I am pleased to meet you.

こちらは私の･･･です。 ﾃﾞｲﾃ ｴｲﾙ ﾐｰﾝ …

This is my … 

父 ﾌｧｰﾙ

father

母 ﾏｳﾙ

mother

兄弟 ﾌﾞﾛﾙ

brother

姉妹 ｾｳｽﾀｰ

sister

夫 ﾏﾝ

husband

妻 ｶｳﾈ

wife

息子 ｾｳﾝ

son

娘 ﾀﾞﾀ

daughter

友人 ｳﾞｪﾝ/ｳﾞｪﾆﾈ

friend

挨拶・自己紹介２

Greeting & Introduction 2
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これが私の･･･です。 ﾍｲﾙ ｴｲﾙ ﾐｰﾝ …

Here is my … 

あなたの･･･は？ ｳﾞｧｰ ｴｲﾙ ﾃﾞｨｰﾝ … ?

What is your … ?

住所 ｱﾄﾞﾚｾ

address

メールアドレス ｴｲﾎﾟｽﾄｱﾄﾞﾚｾ

email address

携帯番号 ﾃﾚﾌｫﾝﾉﾒﾙ

mobile number

電話番号 ﾃﾚﾌｫﾝﾉﾒﾙ

phone number

あなたの職業は？ ｳﾞｧｰ ﾄﾞﾘｳﾞｧ ﾄﾞｰ ﾒｲ?

What is your occupation?

私は･･･です。 ﾔｲ ｱｲﾙ …

I am a …

ビジネスマン ﾌｧｳﾚﾄﾆﾝｸﾞｽﾄﾞﾘｳﾞｪﾝﾃﾞ

business person

学生 ｽﾃｩﾃﾞﾝﾄ

student

技術者 ﾌｧｳﾙｽｶｰ

engineer

芸術家 ｸｰﾝｽﾄﾅｰ

artist

どちらから来ましたか？ ｳﾞｫﾙ ｴｲﾙ ﾄﾞｰ ﾌﾗ?

Where are you from?

･･･から来ました。 ﾔｲ ｴｲﾙ ﾌﾗ …

I am from …

結婚していますか？ ｴｲﾙ ﾄﾞｰ ﾕﾌﾄ?

Are you married?

結婚しています。 ﾔｲ ｴｲﾙ ﾕﾌﾄ

I am married.

独身です。 ﾔｲ ｴｲﾙ ｴﾝｽﾘｰ

I am single.

挨拶・自己紹介３

Greeting & Introduction 3
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お幾つですか？ ｳﾞｫﾙ ｶﾞﾒﾙ ｴﾙ ﾄﾞｰ ?

How old are you?

･･･歳です。 ﾔｲ ｴｳﾙ … ｱｳﾙ ｹﾞﾒﾙ

I am … years old.

･･･ですか？ ｴｲﾙ ﾄﾞｩ … ?

Are you … ?

･･･です。 ﾔｲ …

I am  …

大丈夫 ﾙｹﾚｰ

OK

疲れる ﾄﾚｳﾄ

tired

空腹 ｿｰﾙﾃﾝ

hungry

喉が渇く ﾃｳﾙｽﾄ

thirsty

暑い ｳﾞｧｰﾑ

hot

寒い ﾌﾙｻｰ

cold

天気はどうですか？ ｳﾞｫｰﾀﾞﾝ ｴｲﾙ ｳﾞｪｲﾚ?

What is the weather like?

暑いです ﾃﾞｲ ｴｲﾙ ｳﾞｧﾙﾃﾞｰ ｳﾞｧｰﾑﾄ

hot

寒いです ﾃﾞｲ ｴﾙ ｶﾙﾄ

cold

雨です ﾃｲ ﾗｲﾅｰ

rainy

春 ｳﾞｧｳﾙ

spring

夏 ｻｳﾏｰ

summer

秋 ﾍｳｽﾄ

autumn

冬 ｳﾞｨｰﾝﾀｰ

winter

Greeting & Introduction 4

挨拶・自己紹介４
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どこ ｳﾞｫﾙ

Where

いつ ﾅｳﾙ

When

何 ｳﾞｧ

What

誰 ｳﾞｪﾑ

Who

なぜ ｳﾞｫﾙﾌｧｳﾙ

why

どのように ｳﾞｫﾙ

How

これは幾らですか？ ｳﾞｫﾙ ﾒｳｴ ｶｳｽﾀｰ ﾃﾞ?

How much is it?

･･･できますか？ ｶﾝ ﾔｲ … ?

Can I … ?

入口/出口 ｲﾝｶﾞﾝｸﾞ/ｵｰﾄｶﾞﾝｸﾞ

Entrance/Exit

開/閉 ｱｳﾍﾟﾝ/ｽﾃﾝﾄ

Open/Closed

男性/女性 ﾍｲﾗｰ/ﾀﾞﾏｰ

Men/Women

熱/冷 ｳﾞｧﾙﾑﾄ/ｶﾙﾄ

Hot/Cool

禁止 ﾌｧｳﾙﾎﾞｰﾄ

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

ﾉｰﾙ

ｴﾝ

ﾀｳ

ﾄﾚｲ

ﾌｨｰﾚ

ﾌｪﾑ

ｾｸｽ

ｼｮｰ

ｱｳﾃ

ﾆｰ

ﾃｨｰ

ｴﾙｳﾞｪ

ﾀｳﾙ

ﾄﾚｲﾃﾝ

ﾋｬｳﾃﾝ

ﾌｪﾑﾃﾝ

ｻｲﾃﾝ

ｾｳﾃﾝ

ｱﾃﾝ

ﾆｰﾃﾝ

ｼｮｰｴ

ﾄﾚｲﾃｨｰ

ﾌｪｳﾙﾃｨｰ

ﾌｪﾑﾃｨｰ

ｾｸｽﾃｨｰ

ｾｳﾃｨｰ

ｱｳﾃｨｰ

ﾆｰﾃｨｰ

ﾌﾝﾄﾞﾚ

ﾄｩｾﾝ
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何時ですか？ ｳﾞｧｰ ｴｲﾙ ｸﾗｳｶ?

What time is it?

今日は何日ですか？ ｳﾞｨｰﾙｹｲﾝ ﾀﾞｰﾀｳ ｴｲﾙ ﾃﾞ ｲｰ ﾀﾞｰｸﾞ?

What date is it today?

1月 ﾔｰﾆｭｱﾙ

January

2月 ﾌｪﾌﾞﾛｱｰﾙ

February

3月 ﾏｰﾙｽ

March

4月 ｱｰﾌﾟﾘｰﾙ

April

5月 ﾏｲ

May

6月 ﾖｰﾆｰ

June

7月 ﾖｰﾘｰ

July

8月 ｵｳｺﾞｰｽﾄ

August

9月 ｾﾌﾟﾃﾑﾊﾞｰ

September

10月 ｱｳｸﾀｳﾊﾞｰ

October

11月 ﾅｳｳﾞｪﾑﾊﾞｰ

November

12月 ﾃﾞｨｾｲﾑﾊﾞｰ

December

時間・日付１

Time & Date 1
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月曜日 ﾏｰﾝﾀﾞｰ

Monday

火曜日 ﾃｨｰｽﾀﾞｰ

Tuesday

水曜日 ｱｳﾝｽﾀﾞｰ

Wednesday

木曜日 ﾀｳﾙｽﾀﾞｰ

Thursday

金曜日 ﾌﾚｲﾀﾞｰ

Friday

土曜日 ﾚｳﾀﾞｰ

Saturday

日曜日 ｾｳﾝﾀﾞｰ

Sunday

昨日の･･･ ｲｰ ｶﾞｳﾙ …

yesterday …

翌日の･･･ ｲｰ ﾏｳﾚﾝ …

tomorrow …

朝 ﾏｳﾚｽ

morning

昼 ｴﾃﾙﾐｰﾀﾞｰ

afternoon

晩 ｸｳﾞｪﾙ

evening

昨夜 ｲｰﾅｯﾄ

last night

昨･･･ ｼｽﾄ …

last …

翌･･･ ﾈｽﾃ …

next …

週 ｵｰｹ

week

月 ﾏｳﾈ

month

年 ｱｳﾙ

year

時間・日付２

Time & Date 2
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英語を話せますか？ ｽﾅｹﾙ ﾄﾞｰ ｴｲﾝｹﾞﾙｽｸ?

Do you speak English?

わかりましたか？ ﾌｧｳﾙｽﾀｳﾙ ﾄﾞｰ?

Do you understand?

わかりました。 ﾔｲ ﾌｧｳﾙｽﾀｳﾙ

I understand.

わかりません。 ﾔｲ ﾌｧｳﾙｽﾀｳﾙ ｲｹｲ

I do not understand.

･･･はどういう意味ですか？ ｳﾞｧｰ ﾍﾞﾃｳﾙ … ?

What does … mean?

･･･頂けますか？ ｶﾝ ﾄﾞｰ … ?

Please … ?

繰り返して ｲｪﾝﾀｰ ﾃﾞ

repeat

ゆっくり話して ｽﾅｹｲ ﾗﾝｿﾒﾚ

speak slowly

書いて ｽｸﾘｰｳﾞｪ ﾃﾞ

write down

どのように･･･か？ ｳﾞｫﾙﾀﾞﾝ … ?

How do you … ?

発音します ｳｯﾀｰﾚｽ ﾃﾞｨﾃｲ

pronounce

書きます ｽｸﾘｰｳﾞｪｽ

write

確認

Confirmation
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トイレはどこですか？ ｳﾞｫﾙ ｴｲﾙ ﾄｱｰﾚﾃﾈ?

Where is the toilet?

道に迷いました。 ﾔｲ ﾊﾙ ｶﾞｳﾄ ﾏｲ ｳﾞｨﾙ

I am lost.

医者を呼んで！ ﾘﾝｸﾞ ｴﾝ ﾚｹﾞ!

Call a doctor!

警察を呼んで！ ﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾘｰﾃｨｰｱｲ!

Call a police!

助けて頂けませんか？ ｶﾝ ﾄﾞｰ ｳﾞｪｲﾚ ｻｳ ｽﾆﾙ ｱｳ ｲｪﾙﾍﾟ ﾏｲ?

Could you help me, please?

助けて！ ｲｪﾙﾌﾟ!

Help!

止まれ！ ｽﾀｳﾌﾟ!

Stop!

離れろ！ ﾌｧｳﾙｽｳﾞｨﾝ!

Go away!

泥棒！ ﾃｨｰｳﾞ!

Thief!

火事だ！ ﾌﾞﾗﾝ!

Fire!

私の荷物が･･･ました。 ﾊﾞｶﾞｰｼｪﾝ ﾐｰﾝ ｴｲﾙ …

My luggage has been …

破損し ｽｶﾃﾞｯﾄ

damaged

紛失し ﾌﾞﾘｯﾄ ﾊﾞｳﾙﾃ

lost

盗まれ ｽﾄﾔｳﾚｯﾄ

stolen

緊急事態

Emergency
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･･･目的です。 ﾔｲ …

I am …

商用 ｴｲﾙ ﾊﾟｳ ﾌｧｳﾚﾄﾆｰﾝｸﾞｽﾗｲｾ

on business

観光 ｴｲﾙ ﾊﾟｳ ﾌｪﾘｰｴ

on holiday

･･･滞在します。 ﾔｲ ｽｶﾙ ｳﾞｪｲﾚ ﾍｲﾙ ｲｰ …

I am here for …

日 ﾀﾞｰｶﾞﾙ

days

週間 ｵｰｹﾙ

weeks

月 ﾏｳﾅｰ

months

･･･に行く予定です。 ﾔｲ ｽｶﾙ ﾃｨﾙ …

I am going to …

･･･に滞在します。 ﾔｲ ﾎﾞｰﾙ ﾊﾟｳ …

I am staying at …

申告するものはありません。 ﾔｲ ﾊｰﾙ ｲﾝｹﾞﾝﾃｨｰﾝｸﾞ ｱｳ ﾌｧｳﾙﾀｳﾚ

I have nothing to declare.

申告するものがあります。 ﾔｲ ﾊｰﾙ ﾅｳｴ ｱﾙ ﾌｧｳﾙﾀｳﾚ

I have something to declare.

それは私のものです。 ﾃﾞ ｴｲﾙ ﾐｯﾄ

That is mine.

それは私のものではありません。 ﾃﾞ ｴｲﾙ ｲｹｲ ﾐｯﾄ

That is not mine.

出入国・税関

immigration & Customs



14

ホテルはどこですか？ ｳﾞｫﾙ ﾌｨﾈｽ ﾃﾞ ｴﾄ ﾎｰﾃﾙ?

Where is a hotel?

ゲストハウスはどこですか？ ｳﾞｫﾙ ﾌｨﾈｽ ﾃﾞ ｲｪｽﾄｷﾞｳﾞｪﾘｰ?

Where is a guesthouse?

どこかお奨めの･･･場所はありますか？ ｶﾝ ﾄﾞｰ ｱﾝﾍﾞﾌｧｰﾚ ｴﾄ … ｽﾃｲ?

Can you recommend somewhere … ?

安い ﾋﾞﾚｰ

cheap

良い ｶﾞｳﾄ

good

近い ﾈｲﾘｼﾞｪﾝﾃﾞ

nearby

部屋の予約をお願いします。 ﾔｲ ｳﾞｨﾙ ｲｪﾙﾈ ﾍﾞﾂｨﾚ ｴﾄ ﾛﾑ

I would like to book a room.

私の名前は･･･です。 ﾔｲ ﾍﾃﾙ …

My name is …

･･･部屋はありますか？ ﾌｨﾈｽ ﾃﾞ ｴﾄ … ?

Do you have a … room?

シングル ｴｲﾝｹﾙﾄﾛﾑ

single

ダブル ﾀﾞｳﾍﾞﾙﾄﾛﾑ

double

ツイン ﾀｳﾏﾝｽﾛﾑ

twin

一晩幾らですか？ ｳﾞｫﾙ ﾒｳｴ ｶｳｽﾀｰ ﾃﾞ ﾍﾟｲﾙ ﾀﾞｰｸﾞ?

How much is it per night?

一人幾らですか？ ｳﾞｫﾙ ﾒｳｴ ｶｳｽﾀｰ ﾃﾞ ﾍﾟｲﾙ ﾍﾟｲﾙｿﾝ?

How much is it per person?

クレジットカードで支払えますか？ ﾀﾙ ﾄﾞｰ ｲｰﾓｯﾄ ｸﾚﾃﾞｨﾄｶｳﾙﾄ?

Can I pay by credit card?

見せてもらえますか？ ｶﾝ ﾔｲ ﾌｧｳ ｾ ﾃﾞ?

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？ ｶﾝ ﾔｲ ﾌｧｳ ﾈｳｹﾚﾝ ﾀｸ?

Could I have my room key?

朝食はいつですか？ ﾅｳﾙ ｾｲﾙｳﾞｪｲﾚｽ ﾌﾛｺｽﾄ?

When is breakfast served?

朝食はどこですか？ ｳﾞｫﾙ ｾｲﾙｳﾞｪｲﾚｽ ﾌﾛｺｽﾄ?

Where is breakfast served?

･･･時に起こしてください。 ｳﾞｪｲﾙ ｻｳ ｽﾆﾙ ｱｳ ｳﾞｪｲｹ ﾏｲ ｸﾗｳｶ …

Please wake me up at …

･･･過ぎます。 ﾛﾒ ｴｲﾙ ﾌｧｳﾙ …

It is too …

高 ﾃﾞｳﾙﾄ

expensive

うるさ ﾌﾞﾗｳｹﾃ

noisy

小さ ﾘｰﾃ

small

･･･が壊れています。 … ｳﾞｨﾙｹｲﾙ ｲｹｲ

The … does not works.

エアコン ﾙﾌﾄｼｪｳﾘﾝ

air conditioner

扇風機 ｳﾞｨﾌﾃﾝ

fan

トイレ ﾄｱｰﾚﾃ

toilet

･･･が汚れています。 ﾃﾞｨﾃｲ … ｴｲﾙ ｲｹｲ ﾚﾝﾄ

The … is not clean.

シーツ ﾗｹﾈｯﾄ

sheet

タオル ﾊｳﾝｸﾚ

towel

枕 ﾌﾟｰﾀ

pillow pute

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？ ﾅｳﾙ ﾏｳ ﾔｲ ｼｪｲｹ ｵｰﾄ?

What time is checkout?

荷物を置いてもよいですか？ ｶﾝ ﾔｲ ﾗｰ ﾊﾞｶﾞｰｼｪﾝ ｽﾀｳ ﾍｲﾙ?

Can I leave my luggage here?

･･･を返してください。 ｶﾝ ﾔｲ ﾌｧｳ ﾃｨﾙﾊﾞｰｹ … ﾀｸ?

Please return my … 

デポジット ﾃﾞﾎﾟｼｰﾄｩﾒ  ﾐｯﾄ

deposit

パスポート ﾊﾟｾ ﾐｯﾄ

passport

貴重品 ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｰｻｹﾈ ﾐｰﾈ

valuables

石鹸 ｻｳﾍﾟ

soap

歯ブラシ ﾀﾝﾍﾞｳﾙｽﾃ

toothbrush

歯磨き粉 ﾀﾝｸﾚﾑ

toothpaste

シャンプー ｼｬﾑﾎﾟ

shampoo

トイレットペーパー ﾊﾟﾋﾟｰﾙｾﾙｳﾞｪｰｴﾄ

toilet paper

髭剃り ﾊﾞﾙﾊﾞﾍｳｳﾞｪﾙ

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？ ｶﾝ ﾄﾞｰ ｱﾝﾍﾞﾌｧｰﾚ ｴﾝ ﾚｽﾄｩﾗﾝ?

Can you recommend a restaurant?

･･･をお願いします。 ﾔｲ ｳﾞｨﾙ ｲｪﾙﾈ ﾊ … ﾀｸ

I would like… , please.

･･･人テーブル ｴﾄ ﾊﾞｳﾙ ﾃｨﾙ …

table for …

禁煙席 ｲｹｲﾛｲｹ

nonsmoking area

メニュー ﾒﾆｳｴﾝ

menu

飲み物リスト ｳﾞｨﾝﾘｽﾃﾝ

drink list

その皿 ﾃﾞﾝ ﾘﾃﾝ

that dish

会計 ﾗｲﾆﾝｹﾞﾝ

bill

朝食 ﾌﾛｺｽﾄ

breakfast

昼食 ﾛｰﾝｼｭ

lunch

夕食 ﾐﾀﾞ

dinner

軽食 ﾅｳｴ ｶﾞｳﾄ

snack

ミネラル・ウォーター ﾐﾈﾗﾙｳﾞｧﾝ

mineral water

コーヒー ｶｰﾌｪ

coffee

紅茶 ﾃ

tea

ソフトドリンク ﾌﾞﾛｰｽ

soft drink

ビール ｴｳﾙ

beer

ワイン ｳﾞｪｰﾝ

wine

レストラン・食事１

Restaurant & Eating 1
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何がお奨めですか？ ｳﾞｧ ｳﾞｨﾙ ﾄﾞｰ ｱﾝﾍﾞﾌｧｰﾚ?

What would you recommend?

何にしますか？ ｳﾞｧ ｳﾞｨﾙ ﾄﾞｰ ﾊ?

What would you like?

私は･･･にします。 ﾔｲ ｳﾞｨﾙ ﾊｰ …

I will have … 

ヴェジタリアンフードはありますか？ ﾊｰ ﾄﾞｰ ｳﾞｪｼﾞﾀﾘｱﾝｽｸ ﾏｰﾄ ﾍｲﾙ?

Do you have vegetarian food?

･･･を抜いてもらえますか？ ｶﾝ ﾄﾞｰ ﾗｰｹﾞ ﾏｰﾃﾝ ｵｰﾃﾝ … ?

Could you prepare a meal without …?

私は･･･のアレルギーです。 ﾔｲ ｴｲﾙ ｱﾚﾙｼﾞｽｸ ﾓﾄ …

I am allergic to … 

バター ｽﾒｳﾙ

butter

玉子 ｴｸﾞ

eggs

魚 ｼｪｳﾏｰﾄ

fish

肉 ｼｪｳﾄﾌﾞﾙﾖﾝ

meat

乾杯！ ｽｶｳﾙ!

Cheers!

これは何ですか？ ｳﾞｧ ｴｲﾙ ﾃﾞ?

What is that?

幾らですか？ ｳﾞｫﾙ ﾒｳｴ ｶｳｽﾀｰ ﾃﾞ?

How much is it?

十分です。 ﾅｳｸ

Enough.

もう少し。 ﾒｲﾙ

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？ ｳﾞｫﾙ ｶﾝ ﾔｲ ｼｪｳﾍﾟ ﾋﾞｰﾚｯﾄ?

Where can I buy a ticket?

予約が必要ですか？ ｴｲﾙ ﾃﾞ ﾈｳｳﾞｪﾝﾃﾞｨｰ ｱｳ ﾍﾞｽﾃｨﾙ ｼｰﾃﾌﾟﾗｽ?

Do I need a book?

･･･行きのチケットを一枚ください。 ﾔｲ ｳﾞｨﾙ ｲｪﾙﾈ ﾊｰ ﾋﾞｰﾚｯﾄ ﾃｨﾙ … ﾀｸ

One ticket to … , please.

この切符を･･･してください。 ﾔｲ ｳﾞｨﾙ ｲｪﾙﾈ … ﾐｰﾝ ﾋﾞｰﾚｯﾄ ﾀｸ

I would like to … my ticket.

キャンセル ｱｳﾞﾍﾞｽﾃｨﾚ

cancel

変更 ｴﾝﾄﾞﾚ

change

確認 ﾍﾞｸﾚﾌﾃ

confirm

禁煙席をお願いします。 ﾔｲ ｳﾞｨﾙ ｲｪﾙﾈ ﾊｰ ｲｹｲﾛｲｹ ﾌﾟﾗｽ ﾀｸ

Nonsmoking seat, please.

喫煙席をお願いします。 ﾔｲ ｳﾞｨﾙ ｲｪﾙﾈ ﾊｰ ﾛｲｹ ﾌﾟﾗｽ ﾀｸ

Smoking seat, please.

幾らですか？ ｳﾞｫﾙ ﾒｳｴ ｶｳｽﾀｰ ﾃﾞ?

How much is it?

どれくらい時間が掛かりますか？ ｳﾞｫﾙ ﾚﾝｹﾞ ﾀｰﾙ ﾗｲｾﾝ?

How long does the trip take?

直行便ですか？ ｴｲﾙ ﾃﾞ ｴﾝ ﾃﾞｨｰﾚｸﾃﾛｰﾃ?

Is it a direct route?

エアコンは付いていますか？ ｴｲﾙ ﾃﾞ ﾙﾌﾄｼｪｳﾘﾝ?

Is there air conditioning?

トイレは付いていますか？ ｴｲﾙ ﾃﾞ ﾄｱｰﾚｯﾄ?

Is there toilet?

私の荷物が･･･ました。 ﾊﾞｶﾞｰｼｪﾝ ﾐｰﾝ ｴｲﾙ …

My luggage has been …

破損し ｽｶﾃﾞｯﾄ

damaged

紛失し ﾌﾞﾘｯﾄ ﾊﾞｳﾙﾃ

lost

盗まれ ｽﾄﾔｳﾚｯﾄ

stolen

移動・交通１

Transport 1
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･･･はどこですか？ ｳﾞｫﾙ ｴｲﾙ … ?

Where is the … ?

到着ゲート ｱﾝｶｳﾑｽﾄﾊﾚﾝ

arrivals gate

出発ゲート ｱｳﾞｶﾞﾝｸﾞｽﾊﾚﾝ

departure gate

この･･･は(　　　)行きですか？ ｴﾙ ﾃﾞｨﾃｲ … ﾃｨﾙ (     )?

Is this … to (      ) ?

列車 ﾀｳｹﾞ

train

バス ﾌﾞｾﾝ

bus

飛行機 ﾌﾚｳｴ

plane

船 ﾊﾞｳﾃﾝ

boat

･･･のバスはいつですか？ ﾅｳﾙ ｶﾞｳﾙ … ﾌﾞｽ?

When the … bus?

始発 ﾌｪｳﾙｽﾃ

first

最終 ｼｽﾃ

last

次 ﾈｽﾃ

next

出発時間はいつですか？ ﾅｳﾙ ｶﾞｳﾙ ﾃﾞﾝ?

What time does it leave?

これは何駅ですか？ ｳﾞｨｰﾙｹ ｽﾀｰｼｬｳﾝ ｴｲﾙ ﾃﾞｨﾃｲ?

What station is this?

･･･には停まりますか？ ｽﾀｳﾊﾟｰ ﾃﾞｲﾈ ﾊﾟｳ … ?

Does it stop at …?

ここにどれくらい停まりますか？ ｳﾞｫﾙ ﾚﾝｹﾞ ｽﾀｳﾊﾟｰ ｳﾞｨｰ ﾍｲﾙ?

How long do we stop here?

この座席は空いていますか？ ｴｲﾙ ﾃﾞｲﾈ ﾌﾟﾗｾﾝ ﾚﾃﾞｨｰ?

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？ ｳﾞｫﾙ ﾒｳｴ ｶｳｽﾀｰ ﾃﾞ ｱｳ ｼｪｳﾚ ﾃｨﾙ … ?

How much is it to … ?

メーターを使ってください。 ｶﾝ ﾄﾞｰ ｳﾞｪｲﾚ ｻｳ ｽﾆﾙ ｱｳ ｽｸﾛｰ ﾊﾟｳ ﾀｸｻｰﾒﾃﾚ?

Please put the meter on.

この住所まで行ってください。 ｶﾝ ﾄﾞｰ ｼｪｳﾚ ﾏｲ ﾃｨﾙ ﾃﾞｲﾈ ｱﾄﾞﾚｾﾝ?

Please take me to this address.

スピードを落としてください。 ｳﾞｪｲﾙ ｻｳ ｽﾆﾙ ｱｳ ｼｪｳﾙ ﾘｯﾄ ｻｸﾃﾚ

Please slow down.

ここで停まってください。 ｳﾞｪｲﾙ ｻｳ ｽﾆﾙ ｱｳ ｽﾄﾍﾟ ﾍｲﾙ

Please stop here.

ここで待っていてください。 ｳﾞｪｲﾙ ｻｳ ｽﾆﾙ ｱｳ ｳﾞｪﾝﾃ ﾍｲﾙ

Please wait here.

■街角で･･･

この道は･･･行きですか？ ｴｲﾙ ﾃﾞｨﾃ ｳﾞｧｲｴﾝ ﾃｨﾙ … ?

Is this the road to …?

地図で示していただけますか？ ｶﾝ ﾄﾞｰ ｳﾞｨｰｾｲ ﾏｲ ﾊﾟｳ ｶﾙﾃ?

Can you show me on the map?

住所はどこですか？ ｳﾞｧ ｴｲﾙ ｱｰﾄﾞﾚｯｾﾝ?

What is the address?

距離はどれくらいですか？ ｳﾞｫﾙ ﾗﾝｸﾞﾄ ｴｲﾙ ﾃﾞ?

How far is it?

どうやって行くのですか？ ｳﾞｫﾙﾀﾞﾝ ｶｳﾒﾙ ﾔｲ ﾏｲ ﾃﾞｨｰﾄ?

How do I get there?

東 ｴｳｽﾄ

east

西 ｳﾞｪｽﾄ

west

南 ｾｳﾙ

south

北 ﾉｰﾙ

north

移動・交通３

Transport 3
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･･･です。 ﾃﾞ ｴｲﾙ …

It is … 

ここ ﾍｲﾙ

here

あそこ ﾃﾞｲﾙ

there

近い ﾈｲﾙ …

near

遠い ﾗｰﾝｸﾞﾄ

far

･･･の前 ﾌｧｳﾗﾝ …

in front of… 

･･･の後 ﾊﾞｰｸ …

behind…

･･･の隣り ｳﾞｪｲ ｼｰﾃﾞﾝ ｱｰｳﾞ …

next to…

･･･の反対 ｱｳｳﾞｪﾝﾌｧｳﾙ …

opposite…

･･･に曲がって ﾀｰ ｱｳﾞ …

Turn…

右 ﾎｲﾚｲ

right

左 ｳﾞｪﾝｽﾄﾚｲ

left

･･･で ﾒｲ …

By…

バス ﾌﾞｽ

bus

電車 ﾀｳｸﾞ

train

タクシー ﾄﾞﾗｳｼｪｲ

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？ ﾌｨﾈｽ ﾃﾞ ｴﾝ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｶﾌｪ ﾍｲﾙ?

Where is the local internet cafe?

一時間で幾らですか？ ｳﾞｫﾙ ﾒｳｴ ｶｳｽﾀｰ ﾃﾞ ﾍﾟｲﾙ ﾃｨｰﾒ?

How much is it per hour?

･･･したい。 ﾔｲ ｳﾞｨﾙ ｲｪﾙﾈ …

I would like to…

メールの確認 ｼｪｲｹ ｲｰﾊﾟｳｽﾄ

check my email

インターネットに接続 ﾌﾞﾛｰｹ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

get internet access

プリンタを使用 ﾀｰ ｳﾄｽｸﾘﾌﾄ

use a printer

スキャナを使用 ﾌﾞﾛｰｹ ｽｶﾅｰ

use a scanner

携帯電話をレンタルしてください。 ﾔｲ ｳﾞｨﾙ ｲｪﾙﾈ ﾚｲｴ ｴﾝ ﾓﾋﾞｰﾙﾃﾚﾌｫﾝ

I would like a mobile phone for hire.

SIMカードをください。 ﾔｲ ｳﾞｨﾙ ｲｪﾙﾈ ﾊｰ ｴﾄ ﾅｳﾙｽｸ ｼｰﾑｶｳﾙﾄ

I would like a SIM card.

料金はいくらですか？ ｳﾞｧ ｶｳｽﾀｰ ﾃﾞ?

What are the rate?

あなたの電話番号は？ ｳﾞｧ ｴｲﾙ ﾃﾞｲｯﾄ ﾃﾚﾌｫﾝﾉﾒﾙ?

What is your phone number?

番号は･･･です。 ﾉﾒﾚ ｴｲﾙ …

The number is …

最寄りの公衆電話はどこですか？ ｳﾞｫﾙ ｴｲﾙ ﾈｲﾙﾒｽﾃ ﾃﾚﾌｫﾝｼｮｽｸ?

Where is the nearest public phone?

テレフォンカードをください。 ﾔｲ ｴｳﾝｽｶｰ ｱｳ ｼｬｳﾍﾟ ｴﾄ ﾃﾚﾌｫﾝｶｳﾄ

I would like to buy a phone card.

･･･に電話したい。 ﾔｲ ｳﾞｨﾙ ﾘﾝｹﾞ ﾃｨﾙ …

I want to call …

一分で幾らですか？ ｳﾞｫﾙ ﾒｳｴ ｶｳｽﾀｰ ｴﾝ ﾒﾇｰﾃﾙｽ?

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？ ｴｲﾙ ﾃﾞ … ?

Where is a/an…?

自動支払機 ｴﾝ ﾐﾆｰﾊﾞﾝｸ

ATM

外貨両替所 ｳﾞｧﾙﾀｳﾞｪｸｽﾘﾝｸﾞ

foreign exchange

銀行はいつ開きますか？ ﾅｳﾙ ｱｳﾌﾟﾅｰ ﾊﾞﾝｹﾝ?

What time does the bank open?

･･･したい。 ﾔｲ ｳﾞｨﾙ ｲｪﾙﾈ …

I would like to …

･･･はどこでできますか？ ｳﾞｫﾙ ｶﾝ ﾔｲ … ?

Where can I … ?

現金の両替 ｳﾞｪｸｽﾙ ﾍﾟｲﾝｶﾞｰ

change money

トラベラーズチェックの両替 ﾍｲｳﾞｪ ｴﾝ ﾗｲｾｼｪｲｸ

change T/C

現金引出し ﾀ ｵｰﾄ ﾍﾟｲﾝｶﾞｰ

withdraw money

振込手続き ｱｳｳﾞｧｰﾌｪｳﾚ

arrange a transfer

･･･は幾らですか？ ｳﾞｧ … ?

What is the … ?

両替レート ｴｲﾙ ｳﾞｧﾘｭｰﾀｸﾙｾﾝ

exchange rate

手数料 ｶｳｽﾀｰ ﾃﾞ

charge for that

私宛にお金は届いていますか？ ﾊｰ ﾍﾟﾝｹﾞﾈ ﾐｰﾈ ｶｳﾒﾄ ｲﾅｳ?

Has my money arrived?

Bank

銀行
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･･･を送りたい。 ﾔｲ ｳﾞｨﾙ ｾﾈ …

I want to send a …

絵葉書 ｴﾄ ﾊﾟｳｽﾄｶｳﾙﾄ

postcard

手紙 ｴﾄ ﾌﾞﾚｳﾞ

letter

小包 ｴﾝ ﾊﾟｹ

parcel

ファックス ｴﾝ ﾌｧｸｽ

fax

船便 ｱｳｳﾞｧﾌﾟﾗﾃﾊﾟｳｽﾄ

sea mail

特急便 ｴｸｽﾌﾟﾚｽﾊﾟｳｽﾄ

express mail

･･･を買いたい。 ｶﾝ ﾔｲ ﾌｧｳ …

I want to buy a …

封筒 ｴﾝ ｶｳﾝｳﾞｧｳﾙｯﾄ

envelope

切手 ﾌﾘｰﾒﾙｹﾙ

stamp

･･･宛に航空便で送ってください。 ｳﾞｪﾝﾘｽﾄ ｾﾝ ﾃｨﾙ … ﾒｲ ﾙﾌﾄﾊﾟｳｽﾄ

Please send it by airmail to …

私宛に郵便は届いていますか？ ｴｲﾙ ﾃﾞ ﾊﾟｳｽﾄ ﾃｨﾙ ﾏｲ?

Is there any mail for me?

郵便局

Post office
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･･･はどこですか？ ｳﾞｫﾙ ｴｲﾙ ﾃﾞ … ?

Where is a … ?

銀行 ﾊﾞﾝｸ

bank

スーパーマーケット ﾏｰﾄﾎﾞｰﾃｨｸ

supermarket

デパート ｳﾞｧﾚﾏｶﾞｼﾝ

department store

書店 ﾎﾞｸﾊﾝﾃﾞﾙ

book store

･･･はどこで買えますか？ ｳﾞｫﾙ ｶﾝ ﾔｲ ｼｬｳﾍﾟ … ?

Where can I buy … ?

･･･を買いたい。 ﾔｲ ﾚｲﾀｰ ｴﾃﾙ …

I would like to buy …

他にはありませんか？ ﾊｰ ﾄﾞｰ ｱﾝﾃﾞﾚ?

Do you have any others?

保証は付きますか？ ｴｲﾙ ﾃﾞ ﾒｲ ｶﾞﾗﾝﾃｰ?

Does it have a guarantee?

不良品です。 ﾃﾞﾝ ｴｲﾙ ｴｳﾄﾞﾗｸﾞﾄ

It is faulty.

･･･をお願いします。 ﾔｲ ｳﾞｨﾙ ｲｪﾙﾈ … ﾀｸ

I would like … , please.

返金 ﾊｰ ﾘﾌｫｰｼｬｳﾝ

to refund

返品 ﾘﾄｰﾙﾈﾚ ﾃﾞｲﾃ

to return

袋 ﾊｰ ｴﾝ ｳﾞｪｲｽｹ

a bag

買物１

Shopping 1
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試着していいですか？ ｶﾝ ﾔｲ ﾌﾟﾗｳｳﾞｪ ﾃﾞｲﾈ?

Can I try it on?

サイズが合いません。 ﾃﾞﾝ ﾊﾟｰｾﾙ ｲｹｲ

It does not fit.

小 ﾘｰﾃﾝ

small

中 ﾒｲﾃﾞｨｳﾑ

medium

大 ｽﾄﾙ

large

幾らですか？ ｳﾞｫﾙ ﾒｳｴ ｶｳｽﾀｰ ﾃﾞ?

How much is it?

値段を書いてもらえますか？ ｶﾝ ﾄﾞｰ ｽｸﾘｰｳﾞｪ ﾈﾄﾞ ﾌﾟﾘｰｾﾝ?

Can you write down the price?

高すぎます。 ﾃﾞ ｴｲﾙ ﾌｧｳﾙ ﾃﾞｳﾙﾄ

That is too expensive.

勘定に間違いがあります。 ﾃﾞ ｴｲﾙ ｴﾝ ﾌｧｲﾙ ﾊﾟｳ ﾗｲﾆﾝｹﾞﾝ

There is mistake in the bill.

･･･で支払えますか？ ﾀｰﾙ ﾄﾞｰ ｲｰﾓｯﾄ … ?

Do you accept … ?

クレジットカード ｸﾚﾃﾞｨｯﾄｶｳﾙﾄ

credit card

キャッシュカード ﾃﾞｲﾍﾞﾄｶｳﾙﾄ

debit card

トラベラーズチェック ﾗｲｾｼｪｲｹﾙ

T/C

･･･をください。 ﾔｲ ｳﾞｨﾙ ｲｪﾙﾈ ﾊｰ ｲｰｴﾝ … ﾀｸ

I would like … , please.

お釣り ｳﾞｪｸｽﾚﾍﾟｲﾝｶﾞｰ

my change

領収書 ｸｳﾞｨｰﾃﾘﾝｸﾞ

receipt

買物２

Shopping 2
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･･･は好きですか？ ﾘｰｶｰ ﾄﾞｰ … ?

Do you like …?

･･･が好きです。 ﾔｲ ﾘｰｶｰ …

I like …

芸術 ｺｰﾝｽﾄ

art

スポーツ ｽﾊﾟｳﾙﾄ

sports

ダンス ﾀﾞﾝｾ

dance

映画 ｱｳ ｶﾞｳ ﾊﾟｳ ｼｰﾅｳ

movies

旅行 ｱｳ ﾗｲｾ

travel

料理 ﾏｰﾄﾗｼﾞﾝ

cooking

読書 ｱｳ ﾚｲｾ

reading

･･･はどこですか？ ｳﾞｫﾙ ｴｲﾙ ﾃﾞ … ?

Where can I find … ?

クラブ ｸﾛｰﾊﾞｰ

clubs

パブ ﾊﾞﾚﾙ

pubs

カフェ ｶﾌｪｰ

cafe

･･･に行きたい。 ﾔｲ ｳﾞｨﾙ ｲｪﾙﾈ ｶﾞｳ ﾊﾟｳ …

I feel like going to … 

パーティ ﾌｪｽﾄ

party

コンサート ｶｳﾝｾﾙﾄ

concert

映画 ｼｰﾅｳ

movie

舞台 ﾃｨｱﾀｰ

stage

博物館 ﾓｰｾｳﾑ

museum

観光１

Sightseeing 1
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開館は何時ですか？ ﾅｳﾙ ｱｳﾌﾟﾅｰ ﾃﾞ?

What time does it open? 

閉館は何時ですか？ ﾅｳﾙ ｽﾃﾝｶﾞｰ ﾃﾞ?

What time does it close? 

入場料は幾らですか？ ｳﾞｫﾙ ﾒｳｴ ｶｳｽﾀｰ ﾃﾞ ｱｳ ｶｳﾒ ｲﾝ?

What is the admission charge?

･･･割引はありますか？ ｴｲﾙ ﾃﾞ … ?

Is there discount for … ?

学生 ｽﾃｩﾃﾞﾝﾄﾗﾊﾞﾄ

students

子供 ﾊﾞﾙﾈｲﾗﾊﾞﾄ

children

･･･が欲しい。 ﾔｲ ｳﾞｨﾙ ｲｪﾙﾈ ﾊｰ …

I would like to …

ガイド ｴﾝ ｶﾞｲﾄﾞ

guide

地図 ｴﾄ ﾛｶﾙｶﾙﾄ

map

カタログ ｴﾝ ｶﾀﾗｳｸﾞ

catalogue

･･･を観たい。 ﾔｲ ｳﾞｨﾙ ｲｪﾙﾈ ｾ …

I would like to see …

あれは何ですか？ ｳﾞｧ ｴｲﾙ ﾃﾞ?

What is that?

写真を撮ってもいいですか？ ｶﾝ ﾔｲ ﾀ ﾋﾞﾙﾃﾞｲ?

Can we take photos?

観光２

Sightseeing 2
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次のツアーはいつですか？ ﾅｳﾙ ｶﾞｳﾙ ﾈｽﾃ ﾄｰﾙ?

When is the next tour?

･･･は含まれていますか？ ｴｲﾙ … ｲﾝｸﾛｰﾃﾞｨﾙﾄ?

Is … included?

入場料 ｲﾝｶﾞﾝｸﾞｽﾋﾞｰﾚｯﾄ

admission

交通費 ﾄﾗﾝｽﾊﾟｳﾙﾄ

transport

食費 ﾏｰﾄ

food

宿泊費 ﾛｼｪｰ

accommodation

ツアーはどれくらいの長さですか？ ｳﾞｫﾙ ﾗﾝ ﾃｰ ﾀﾙ ﾄｰﾚﾝ?

How long is the tour?

何時ごろ戻りますか？ ﾅｳﾙ ｳﾞｨﾙ ｳﾞｨｰ ｳﾞｪｲﾚ ﾃｨﾙﾊﾞｰｹ?

What time should we be back?

観光３

Sightseeing 3
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警察署はどこですか？ ｳﾞｫﾙ ｴｲﾙ ﾎﾟﾘｰﾃｨｰｽﾀｼｬｳﾈﾝ?

Where is the police station?

被害届を出したい。 ﾔｲ ｴｳﾝｽｶｰ ｱｳ ﾗﾊﾟｳﾙﾃﾚ ﾅｳｴ ｵｰﾛｳﾞﾘｰ

I want to report an offense.

･･･を紛失しました。 ﾔｲ ﾊﾙ ﾐｽﾃｯﾄ …

I have lost my …

･･･を盗まれました。 … ｴｲﾙ ｽﾄﾔｳﾚｯﾄ

My … was stolen.

鞄 ﾊﾞｶﾞｰｼｪﾝ ﾐｰﾝ

bag

財布 ﾛﾒﾎﾞｹﾝ ﾐｰﾝ

wallet

お金 ﾍﾟﾝｹﾞﾈ ﾐｰﾈ

money

パスポート ﾊﾟｾ ﾐｯﾄ

passport

クレジットカード ｸﾚﾃﾞｨﾄｶｳﾙﾃ ﾐｯﾄ

credit card

トラベラーズチェック ﾗｲｾｼｪｲｹﾈ ﾐｰﾈ

T/C

･･･されました。 ﾔｲ ｴｲﾙ ﾌﾞﾘﾄ …

I have been …

暴行 ｱｳｳﾞｪﾙﾌｧｳﾙﾄ

assaulted

強盗 ﾗﾅ

robbed

大使館と連絡を取りたい。 ｳﾞｪｲﾙ ｻｳ ｽﾆﾙ ｱｳ ﾗ ﾏｲ ﾌｧｳ ｺﾝﾀｸﾃ ﾐｰﾝ ｱﾑﾊﾞｻﾃﾞ

I want to contact my embassy.

領事館と連絡を取りたい。 ｳﾞｪｲﾙ ｻｳ ｽﾆﾙ ｱｳ ﾗ ﾏｲ ﾌｧｳ ｺﾝﾀｸﾃ ﾐｯﾄ ｺﾝｽﾗﾄ

I want to contact my consulate.

保険に入っています。 ﾔｲ ﾊﾙ ﾌｧｳﾙｼｸﾘﾝ

I have an insurance.

警察

Police
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最寄りの･･･はどこですか？ ｳﾞｫﾙ ｴｲﾙ ﾈｲﾙﾒｽﾃ … ?

Where is the nearest … ?

病院 ｾｳｹﾌｽ

hospital

医者 ﾚｹﾞ

doctor

歯医者 ﾀﾝﾚｹﾞ

dentist

薬局 ｱﾎﾟﾃｸ

pharmacist

医者にかかりたい。 ﾔｲ ﾄﾚﾝｶﾞｰ ｴﾝ ﾚｹﾞ

I need a doctor.

女性の医師に診てほしい。 ｶﾝ ﾔｲ ﾌｧｳ ｽﾅｹ ﾒｲ ｴﾝ ｸｳﾞｨﾈﾘｰ  ﾚｹﾞ?

Could I see a female doctor?

薬を切らしてしまいました。 ﾔｲ ﾊﾙ ｽﾙﾍﾟｯﾄ ｱｳﾌﾟ ﾌｧｳﾙ ﾒﾃﾞｨｼｰﾅ

I have run out of my medication.

具合が悪いです。 ﾔｲ ｴﾙ ｾｳｸ

I am sick.

ここが痛いです。 ﾃﾞ ｲｪｳﾙ ｳﾞｫﾝﾄ ﾍｲﾙ

It hurts here.

･･･があります。 ﾔｲ ﾊﾙ …

I have a …

咳 ﾎｽﾃ

cough

痰 ｳﾞｫﾝﾄ ｲｰ ﾊﾙｾﾝ

sore throat

熱 ﾌｨﾊﾞｰ

fever

頭痛 ｳﾞｫﾝﾄ ｲｰ ﾎﾃﾞ

headache

痛み ｽﾒﾙﾃ

pain

･･･にアレルギーがあります。 ﾔｲ ｴｲﾙ ｱﾚﾙｷﾞｽｸ ﾓﾄ …

I am allergic to …

病院１

Hospital 1
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頭 ﾎﾃﾞ

head

目 ｵｲｴ

eye

耳 ｴｳﾚ

ear

鼻 ﾈｲｾ

nose

口 ﾑﾝ

mouth

歯 ﾃﾈﾙ

teeth

喉 ﾊﾙｾﾝ

throat

首 ﾊﾙｽ

neck

腕 ｱｰﾑ

arm

手 ﾊｳﾝ

hand

指 ﾌｨﾝｶﾞｰ

finger

足 ﾊﾞｲﾝ

leg

胸 ﾌﾞﾚｳｽﾄ

chest

背中 ﾚｳｸﾞ

back

胃 ﾏｹﾞ

stomach

肌 ﾌｰﾄﾞ

skin

病院２

Hospital 2
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解熱鎮痛剤 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾘﾙ

aspirin

抗生物質 ｱﾝﾃｨﾋﾞｵﾃｨｶ

antibiotics

下痢止め ﾐﾃﾞﾙ ﾓｯﾄ ﾃﾞｨｰｱﾚ

diarrhea medicine

緩下剤 ｱｳﾞﾌｪｳﾚﾝﾃﾞ ﾐﾃﾞﾙ

laxatives

睡眠薬 ｻｳｳﾞｪﾀﾍﾞﾚﾀ

sleeping tablets

痛み止め ｽﾒﾙﾃｽﾃｨﾚﾝﾃﾞ

painkillers

包帯 ﾊﾞﾝﾀﾞｼｪ

bandage

消毒薬 ﾃﾞｽｲﾝﾌｪｸｼｬｳﾝｽﾐﾃﾞﾙ

antiseptic

コンドーム ｶｳﾝﾄﾞﾑ

condoms

経口避妊薬 ﾌﾟﾘｳﾞｧﾝｼｬｳﾝｽﾐﾃﾞﾙ

contraceptive

ぜん息 ｱｽﾏ

asthma

気管支炎 ﾌﾞﾛﾝｷｯﾄ

bronchitis

便秘 ﾌｧｳﾙｽﾀｳﾍﾟﾙｾ

constipation

吐き気 ｸｳﾞｧﾙﾑ

nauseous

病院３

Hospital 3


