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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、右側にハンガリ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、ハンガリー語を学習する
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。　

　本書がハンガリ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。 ｲｹﾞﾝ

Yes. Igen,

いいえ。 ﾈﾑ

No. Nem.

お願いします。 ｹｲﾚﾑ

Please. Kerem.

ありがとう。 ｹｳｾﾈﾑ

Thank you. Köszönöm.

どういたしまして。 ｼｰﾍﾞｼｪﾝ

You are welcome. Szivesen.

すいません。 ｴﾙﾈｲｾﾞｲｼｭﾄ

Excuse me. Elnézést.

ごめんなさい。 ｼｮｲﾅﾗｳﾑ

Sorry. Sajnalom.

こんにちは。 ｾﾙｳﾞｽ

Hello.

やあ。 ｼｵ

Hi.

さようなら。 ｳﾞｨｽﾗｯﾄ

Goodbye.

･･･さん(男性) ｳｰﾙ

Mr …

･･･さん(既婚女性) ｵｽｻｳﾝ

Mrs …

･･･さん(未婚女性) ｷｼｭｵｽｻｳﾝ

Miss …

お元気ですか？ ﾊｳｼﾞ ｳﾞｫﾝ?

How are you?

元気です、あなたは？ ﾔｳﾙ ｴｲｼｭ ｴｳﾝ?

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？ ﾐ ｵ ﾈｳﾞｪ?

What is your name?

私の名前は･･･です。 ｵ ﾈｳﾞｪﾑ …

My name is … 

お会いできて嬉しいです。 ｴｳﾙｳﾞｪﾝﾃﾞｸ

I am pleased to meet you.

こちらは私の･･･です。 ｴｽﾞ …

This is my … 

父 ｵｽﾞ ｵﾊﾟﾑ

father

母 ｵｽﾞ ｵﾆｬﾑ

mother

兄弟 ｵ ﾊﾞﾁｬﾑ

brother

姉妹 ｵ ﾈｳｳﾞｪｲﾚﾑ

sister

夫 ｵ ﾌｪｲﾙｲｪﾑ

husband

妻 ｵ ﾌｪﾚｼｪｲｹﾞﾑ

wife

息子 ｵ ﾌｨｵﾑ

son

娘 ｵ ﾗﾆｬｳﾑ

daughter

友人 ｵ ﾎﾞﾗﾀｳﾑ/ﾎﾞﾗﾄﾈｳﾑ

friend

挨拶・自己紹介２

Greeting & Introduction 2
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これが私の･･･です。 ｲｯﾄ ｳﾞｫﾝ …

Here is my … 

あなたの･･･は？ ﾐ … ?

What is your … ?

住所 ｵ ﾁｰﾒ

address

メールアドレス ｵｽﾞ ｲｰﾒｲﾙﾁｰﾒ

email address

携帯番号 ｵ ﾃﾚﾌｫﾝｻﾏ

mobile number

電話番号 ｵ ﾃﾚﾌｫﾝｻﾏ

phone number

あなたの職業は？ ﾐ ｵ ﾌｧｳｸﾞﾛﾙｶｳｻﾞｼｮｰ?

What is your occupation?

私は･･･です。 … ｳﾞｫﾄﾞﾔｳｸ

I am a …

ビジネスマン ｴｳｽﾞﾚﾃﾑﾊﾞｰ /ｴｳｽﾞﾚﾄｻｳﾝ

business person

学生 ﾃﾞｨｱｸ

student

技術者 ﾃﾙﾒｲｾｯﾂﾀﾞｳｼｭ

engineer

芸術家 ﾒｳｳﾞｪｲｽ

artist

どちらから来ましたか？ ｴｳﾝ ﾊｳﾝﾉﾝ ｴｳﾝ?

Where are you from?

･･･から来ました。 ｴｲﾝ … ｴｳｳﾞｪｳｸ

I am from …

結婚していますか？ ﾈｳｼｭ?/ﾌｪｲﾈｲﾚｲﾙ ｳﾞｫﾝ?

Are you married?

結婚しています。 ﾈｳｼｭ/ﾌｪﾈｲﾚｲﾙ ｳﾞｫﾄﾞﾔｳｸ

I am married.

独身です。 ｴﾃﾞｨﾃﾞｳﾗﾗｳ ｳﾞｫﾄﾞﾔｳｸ

I am single.

挨拶・自己紹介３

Greeting & Introduction 3
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お幾つですか？ ﾊﾝ ｴｲｳﾞｪｼｭ?

How old are you?

･･･歳です。 … ｴｲｳﾞｪｼｭ ｳﾞｫﾄﾞﾔｳｸ

I am … years old.

･･･ですか？ … ｳﾞｫｼﾞ?

Are you … ?

･･･です。 … ｳﾞｫﾄﾞﾔｳｸ

I am  …

大丈夫 ﾊﾞｳﾙﾀﾞｳｸﾞ

OK

疲れる ﾌｧﾛｯﾄ

tired

空腹 ｴｲﾍｯｼｭ

hungry

喉が渇く ｻｳﾑﾖｼｭ

thirsty

暑い ﾒﾚｹﾞﾑ

hot

寒い ﾌｧｻﾞｳﾑ

cold

天気はどうですか？ ﾐｲｪﾝ ｵｽﾞ ｲﾃﾞｳ?

What is the weather like?

暑いです ｵｽﾞ ｲﾃﾞｳ ﾉﾃﾞｨｱｳﾝ ﾒﾚｸﾞ

hot

寒いです ｵｽﾞ ｲﾃﾞｳ ﾋﾃﾞｸﾞ

cold

雨です ｴｼｸ ｵｽﾞ ｴｼｪｳ

rainy

春 ﾄｳﾞｫｽ

spring

夏 ﾆｬﾙ

summer

秋 ｴｳｽ

autumn

冬 ﾃｲﾙ

winter

Greeting & Introduction 4

挨拶・自己紹介４
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どこ ﾊｳﾙ

Where

いつ ﾐｶｳﾙ

When

何 ﾐ

What

誰 ｷ

Who

なぜ ﾐｴｲﾙﾄ

why

どのように ﾊｳﾄﾞｮﾝ

How

これは幾らですか？ ﾒﾝﾆﾍﾞ ｹﾚｳﾙ?

How much is it?

･･･できますか？ ｻﾊﾞﾄﾞ … ?

Can I … ? Szabad...?

入口/出口 ﾍﾞﾔﾛｯﾄ/ｷﾔﾛｯﾄ

Entrance/Exit

開/閉 ﾆﾄｳﾞｫ/ｻﾞﾙｳﾞｫ

Open/Closed

男性/女性 ﾌｪｲﾙﾌｨｵｸ/ﾈｳｸ

Men/Women

熱/冷 ﾒﾚｸﾞ/ﾋﾃﾞｸﾞ

Hot/Cool

禁止 ﾃｨﾗｳｼｭ

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

ﾇﾛ

ｴｼﾞ

ｹｯﾃｳ

ﾊﾗｳﾑ

ﾈｲｼﾞ

ｴｳﾄ

ﾎﾄ

ﾍｲﾄ

ﾆｬｳﾙﾂ

ｷﾚﾝﾂ

ﾃｨｰｽﾞ

ﾃｨｾﾞﾝｴｼﾞ

ﾃｨｾﾞﾝｹｯﾃｳ

ﾃｨｾﾞﾝﾊﾗｳﾑ

ﾃｨｾﾞﾝﾈｲｼﾞ

ﾃｨｾﾞﾝｴｳﾄ

ﾃｨｾﾞﾝﾎﾄ

ﾃｨｾﾞﾝﾍｲﾄ

ﾃｨｾﾞﾝﾆｬｳﾙﾂ

ﾃｨｾﾞﾝｷﾚﾝﾂ

ﾌｽ

ﾎﾙﾐﾝﾂ

ﾈｼﾞｳﾞｪﾝ

ｴｳﾄｳﾞｪﾝ

ﾎﾄｳﾞｫﾝ

ﾍﾄｳﾞｪﾝ

ﾆｬｳﾙﾂｳﾞｫﾝ

ｷﾚﾝﾂｳﾞｪﾝ

ｻｽﾞ

ｴｾﾞﾙ
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何時ですか？ ﾊﾝ ｱｳﾗ?

What time is it?

今日は何日ですか？ ﾊﾆｮﾃﾞｨｺ ｳﾞｫﾝ ﾓ?

What date is it today?

1月 ﾖﾇｱﾙ

January

2月 ﾌｪﾌﾞﾙｱﾙ

February

3月 ﾏﾙﾁｳｼｭ

March

4月 ｱﾌﾟﾘﾘｯｼｭ

April

5月 ﾏﾕｼｭ

May

6月 ﾕﾆｳｼｭ

June

7月 ﾕﾘｳｼｭ

July

8月 ｵｳｸﾞｽﾄｼｭ

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 ﾃﾞｨﾂｪﾑﾊﾞｰ

December

時間・日付１

Time & Date 1
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月曜日 ﾌｪｲﾄﾌｪｳ

Monday

火曜日 ｹｯﾄﾞ

Tuesday

水曜日 ｾﾙﾄﾞ

Wednesday

木曜日 ﾁｳﾃｳﾙﾃｳｸ

Thursday

金曜日 ﾍﾟｲﾝﾃｯｸ

Friday

土曜日 ｻｳﾑﾎﾞｯﾄ

Saturday

日曜日 ｳﾞｫｼｬﾙﾉﾌﾟ

Sunday

昨日の･･･ ﾃｸﾞﾉｯﾌﾟ …

yesterday …

翌日の･･･ ﾊｳﾙﾉｯﾌﾟ …

tomorrow …

朝 ﾚｯｹﾞﾙ

morning

昼 ﾃﾞｲﾙﾀﾝ

afternoon

晩 ｴｼｭﾃ

evening

昨夜 ﾃｸﾞﾉｯﾌﾟ ｴｲﾙ

last night

昨･･･ ｵ ﾑﾙﾄ …

last …

翌･･･ ｵ ｴｳｳﾞｪｳ …

next …

週 ﾍｲﾃﾝ

week

月 ﾊｳﾉﾌﾟﾎﾞﾝ

month

年 ｴｲｳﾞﾍﾞﾝ

year

時間・日付２

Time & Date 2
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英語を話せますか？ ﾋﾞｾｲﾙ ｵﾝｶﾞｳﾙﾙ?

Do you speak English?

わかりましたか？ ｴｲﾙﾃｨ?

Do you understand?

わかりました。 ｴｲﾙﾃﾑ

I understand.

わかりません。 ﾈﾑ ｴｲﾙﾃﾑ

I do not understand.

･･･はどういう意味ですか？ ﾐﾄ ｲｪﾚﾝﾄ ｵｽﾞ ﾊｳｼﾞ … ?

What does … mean?

･･･頂けますか？ … ｹｲﾚﾑ

Please … ?

繰り返して ﾒｷﾞｼｭﾒｲﾃﾙﾈｲ ｴｽﾞﾄ

repeat

ゆっくり話して ﾄｩﾄﾞｩﾉ ﾛｯｼｮﾎﾞﾝ ﾍﾞｾｲﾙﾆ

speak slowly

書いて ﾚｲｰﾙﾅ

write down

どのように･･･か？ ﾊｳﾃﾞｨｵﾝ … ?

How do you … ?

発音します ﾏｳﾝﾄﾞﾖ ｷ ｴｽﾞﾄ

pronounce

書きます ｲｰﾙﾖ ｵｽﾞﾄ ﾊｳｼﾞ

write

確認

Confirmation
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トイレはどこですか？ ﾊｳﾙ ｵ ｳﾞｪｲﾂｪｲ?

Where is the toilet?

道に迷いました。 ｴﾙﾃｲｳﾞｪﾄﾞﾃﾑ

I am lost.

医者を呼んで！ ﾋｰｳﾞﾔｳﾝ ｱｳﾙｳﾞｧｳｼｭﾄ!

Call a doctor!

警察を呼んで！ ﾋｰｳﾞﾖ ｵ ﾚﾝﾃﾞｳﾙｼｪｲｹﾞﾄ!

Call a police!

助けて頂けませんか？ ﾄｩﾄﾞｩﾉ ｼｭｹﾞｰﾃﾆ?

Could you help me, please?

助けて！ ｼｪｹﾞｰﾄｼｪｲｸﾞ!

Help!

止まれ！ ｱﾙﾔｳﾝ ﾒｸﾞ!

Stop!

離れろ！ ﾒﾝｴﾝ ｲﾝﾈﾝ!

Go away!

泥棒！ ﾀｳﾙｳﾞｫｲ!

Thief!

火事だ！ ﾃｳｽﾞ!

Fire!

私の荷物が･･･ました。 ｵ ﾊﾟｳﾃﾞｨﾔｻｳﾑ …

My luggage has been …

破損し ﾒｸﾞｼｪｲﾚｳﾙﾄ

damaged

紛失し ｴﾙｳﾞｪｾｯﾄ

lost

盗まれ ｴﾗｳﾌﾟﾀｸ

stolen

緊急事態

Emergency
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･･･目的です。 … ｳﾞｫﾃﾞｨﾔｳｸ

I am …

商用 ｴｳｽﾞﾚﾃｨ ｳｰﾀｳﾝ

on business

観光 ｿﾎﾞﾄﾞｼｬｶﾞｳﾝ

on holiday

･･･滞在します。 … ｳﾞｫﾃﾞｨﾔｳｸ ｲｯﾄ

I am here for …

日 ﾉﾋﾟｸﾞ

days

週間 ﾊｳﾉﾋﾟｸﾞ

weeks

月 ﾍｲﾃｨｸﾞ

months

･･･に行く予定です。 … ﾚ ﾒﾃﾞｨｴｸ

I am going to …

･･･に滞在します。 ｵ … ﾍﾞﾝ ﾌｧｳｶﾞｳｸ ﾛｸﾆ

I am staying at …

申告するものはありません。 ﾆﾝﾁ ｴﾙｳﾞｧﾏｳﾙﾆｳﾞｫﾗｳﾑ

I have nothing to declare.

申告するものがあります。 ｳﾞｫﾝ ｳﾞｫﾛﾐ ｴﾙｳﾞｧﾏｳﾙﾆｳﾞｫﾗｳﾑ

I have something to declare.

それは私のものです。 ｵｽﾞ ｵｽﾞ ｴﾆｴｲﾑ

That is mine.

それは私のものではありません。 ｵｽﾞ ﾈﾑ ｵｽﾞ ｴﾆｴｲﾑ

That is not mine.

出入国・税関

immigration & Customs
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ホテルはどこですか？ ﾊｳﾙ ｳﾞｫﾝ ｴｼﾞ ｻﾗｳﾄﾞ?

Where is a hotel?

ゲストハウスはどこですか？ ﾊｳﾙ ｳﾞｫﾝ ｴｼﾞ ﾎﾟﾝｼﾞｱｳ?

Where is a guesthouse?

どこかお奨めの･･･場所はありますか？ ﾄｩﾄﾞ ｵﾔﾝﾛﾆ ｴｼﾞ … ﾍｲｪﾄ?

Can you recommend somewhere … ?

安い ｱｳﾙﾁｬｳ

cheap

良い ﾔｳ

good

近い ｹｳｾﾞﾘ

nearby

部屋の予約をお願いします。 ｾﾚﾄﾈｲｸ ｴｼﾞ ｻｳﾊﾞﾄ ﾌｧｳｸﾞﾛﾙﾆ

I would like to book a room.

私の名前は･･･です。 ｵ ﾈｳﾞｪﾑ …

My name is …

･･･部屋はありますか？ ｳﾞｫﾝ ｴｳﾝﾈｸ ｷｵﾀﾞｳ ｴﾄﾞ … ｻｳﾊﾞﾖ?

Do you have a … room?

シングル ｴｼﾞｬﾃﾞｨｵｼｭ

single

ダブル ﾄﾞｩﾌﾟﾛｱﾃﾞｨｵｼｭ

double

ツイン ｹｲﾀﾃﾞｨｵｼｭ

twin

一晩幾らですか？ ﾒﾝﾆﾍﾞ ｹﾚｳﾙ ｴｼﾞ ｴｲｿｶﾛ?

How much is it per night?

一人幾らですか？ ﾒﾝﾆﾍﾞ ｹﾚｳﾙ ｴｼﾞ ﾌｪｳﾚ?

How much is it per person?

クレジットカードで支払えますか？ ﾌｨｾﾞﾄﾌｪﾃｸ ﾋﾃﾙｶﾙﾁｬｳﾞｫﾙ?

Can I pay by credit card?

見せてもらえますか？ ﾒｸﾞﾈｲｽﾞﾍﾃﾑ?

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？ ﾒｸﾞｺﾌﾟﾎﾄﾅﾑ ｵ ｸﾙﾁｬｳﾓﾄ ｹｲﾚﾑ?

Could I have my room key?

朝食はいつですか？ ﾐｶｳﾙ ｳﾞｫﾝ ｵ ﾚｯｹﾞﾘ?

When is breakfast served?

朝食はどこですか？ ﾊｳﾙ ｳﾞｫﾝ ｵ ﾚｯｹﾞﾘ?

Where is breakfast served?

･･･時に起こしてください。 ｹｲﾚﾑ ｴｲﾌﾞﾚｯｾﾝ ﾌｪﾙ … ｶｳﾙ

Please wake me up at …

･･･過ぎます。 ﾄｩｰﾙ …

It is too …

高 ﾄﾞﾗｺﾞ

expensive

うるさ ｿﾞﾔｳｼｭ

noisy

小さ ｷﾁ

small

･･･が壊れています。 ｵ … ﾈﾑ ﾒｳｹｳﾃﾞｨｸ

The … does not works.

エアコン ﾚｲｸﾞｶｳﾝﾃﾞｨﾂｨｱｳﾅﾗｳ

air conditioner

扇風機 ｳﾞｪﾝﾃｨﾗﾀｳﾙ

fan

トイレ ｳﾞｪｲﾂｪｲ

toilet

･･･が汚れています。 ｴｽﾞ ｵ … ﾈﾑ ﾃｨｽﾄ

The … is not clean.

シーツ ﾚﾍﾟﾃﾞｳ

sheet

タオル ﾃｳﾚｳﾙｹｳｾﾞｳ

towel

枕 ﾊﾟﾙﾅ

pillow párna

ホテル・宿泊２

Hotel & Accommodation 2



16

チェックアウトは何時ですか？ ﾐｶｳﾙ ｹﾙ ｷｴﾚﾝﾄｹｽﾞﾆ?

What time is checkout?

荷物を置いてもよいですか？ ｲｯﾄ ﾎｼﾞｮﾀｳﾑ ｵ ﾁｬｳﾓｷﾞｮｲﾓﾄ?

Can I leave my luggage here?

･･･を返してください。 ｳﾞｨｯｿｺﾌﾟﾎﾄﾅﾑ … ｹｲﾚﾑ?

Please return my … 

デポジット ｵ ﾚﾃｲﾃﾒｯﾄ

deposit

パスポート ｵｽﾞ ｳﾄﾚｳﾞｪﾚﾒｯﾄ

passport

貴重品 ｵｽﾞ ｴｲﾙﾃｲｹｲﾒｯﾄ

valuables

石鹸 ｿｯﾎﾟﾝ

soap

歯ブラシ ﾌｧｳｸﾞｹﾌｪ

toothbrush

歯磨き粉 ﾌｧｳｸﾞｸﾚｲﾑ

toothpaste

シャンプー ｼｮﾑﾊﾟｳﾝ

shampoo

トイレットペーパー ｾｳｳﾞｪﾃｸ

toilet paper

髭剃り ﾊﾞｳﾗｳﾄｳﾞｫ

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？ ﾄｩﾄﾞ ｵﾔﾝﾛﾆ ｴｼﾞ ｴｲﾃﾙﾒｯﾄ?

Can you recommend a restaurant?

･･･をお願いします。 ｾﾚﾄﾈｲｸ …

I would like… , please.

･･･人テーブル ｴｼﾞ ｵｽﾄﾙﾄ … ｾﾒｲﾚ

table for …

禁煙席 ﾈﾑﾀﾞｳﾊﾝｻﾞｵ ﾍｲｴﾄ

nonsmoking area

メニュー ｴｲﾄﾛﾊﾟｳﾄ

menu

飲み物リスト ｲﾄﾙﾛﾊﾟｳﾄ

drink list

その皿 ｵｽﾞ ｴｲﾃﾙﾄ

that dish

会計 ｻﾑﾗﾄ

bill

朝食 ﾚｯｹﾞﾘ

breakfast

昼食 ｲﾍﾞｲﾄﾞ

lunch

夕食 ｳﾞｫﾁｬｳﾛ

dinner

軽食 ｽﾈｯｸ

snack

ミネラル・ウォーター ｱｼｭｳﾞｧﾝｳﾞｨｰｽﾞ

mineral water

コーヒー ｶｳﾞｪｲ

coffee

紅茶 ﾃｵ

tea

ソフトドリンク ｴｳﾃﾞｨﾃｳｲﾀﾙ

soft drink

ビール ｼｪｳﾙ

beer

ワイン ﾊﾞｳﾙ

wine

レストラン・食事１

Restaurant & Eating 1



18

何がお奨めですか？ ﾐﾄ ｵﾔﾝﾛﾉ?

What would you recommend?

何にしますか？ ﾐﾄ ｹｲﾙｽ?

What would you like?

私は･･･にします。 … ｹｲﾚｸ

I will have … 

ヴェジタリアンフードはありますか？ ｳﾞｫﾝﾉｸ ｴｳﾈｳｸﾈｲﾙ ｳﾞｪｾﾞﾀﾘｳﾇｼｭ ｴｲﾃﾚｸ?

Do you have vegetarian food?

･･･を抜いてもらえますか？ ﾄｩﾄﾞｩﾉ ｹｲｼｰﾃﾆ ｴｼﾞ ｴｲﾃﾙﾄ … ﾈｲﾙｹｳﾙ?

Could you prepare a meal without …?

私は･･･のアレルギーです。 ｵﾚﾙｷﾞｱｼｭ ｳﾞｫﾃﾞｨｱｳｸ ｵ …

I am allergic to … 

バター ｳﾞｫｲ

butter

玉子 ﾀｳﾔｯｼｭ

eggs

魚 ﾃﾝｶﾞｰ ｴｳﾒｳﾙﾁｪｲﾚ

fish

肉 ﾌｼｭﾚｳﾞｪｼｭｶｳﾂｺ

meat

乾杯！ ｴｼﾞｪｲｼｪｲｹﾞﾃｸﾚ!

Cheers!

これは何ですか？ ｵｽﾞ ﾐ?

What is that?

幾らですか？ ﾒﾝﾆﾍﾞ ｹﾚｳﾙ?

How much is it?

十分です。 ｴﾚｲｸﾞ

Enough.

もう少し。 ﾃｳﾌﾞ

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？ ﾊｳﾙ ｺﾊﾟｳｸ ｲｪﾃﾞｯﾄ?

Where can I buy a ticket?

予約が必要ですか？ ｹﾙ ﾍﾔﾃﾞｯﾄ ｳﾞｧﾙﾀﾅｳﾑ?

Do I need a book?

･･･行きのチケットを一枚ください。 ｴｼﾞ ｱｳﾄﾞ ｲｪｼﾞ … ﾍﾞ

One ticket to … , please.

この切符を･･･してください。 ｾﾚﾄﾈｲﾑ … ｵ ｲｪﾃﾞﾒﾄ

I would like to … my ticket.

キャンセル ﾃｳﾚｳﾙﾆ

cancel

変更 ﾒｸﾞｳﾞｧﾙﾀｳｽﾞﾄﾄﾆ

change

確認 ﾒｹﾞﾚｳｼｪｰﾃﾆ

confirm

禁煙席をお願いします。 ﾈﾑﾀﾞｳﾊﾝｻﾞｵ ﾍｲｴﾄ ｾﾚﾄﾈｲｸ

Nonsmoking seat, please.

喫煙席をお願いします。 ﾀﾞｳﾊﾝｻﾞｵ ﾍｲｴﾄ ｾﾚﾄﾈｲｸ

Smoking seat, please.

幾らですか？ ﾒﾝﾆﾍﾞ ｹﾚｳﾙ?

How much is it?

どれくらい時間が掛かりますか？ ﾒﾝﾆ ｲﾃﾞｲｸﾞ ﾄﾙﾄ ｵｽﾞ ｳｰﾄ?

How long does the trip take?

直行便ですか？ ｴｽﾞ ｹｳｽﾞｳﾞｪﾄﾚﾝ ﾔﾛﾄ?

Is it a direct route?

エアコンは付いていますか？ ｳﾞｫﾝ ﾚｲｸﾞｶｳﾝﾃﾞｨﾂｨｱｳﾅﾗｳ?

Is there air conditioning?

トイレは付いていますか？ ｳﾞｫﾝ ｳﾞｪｲﾂｪｲ?

Is there toilet?

私の荷物が･･･ました。 ｵ ﾊﾟｳﾃﾞｨﾔｻｳﾑ …

My luggage has been …

破損し ﾒｸﾞｼｪｲﾚｳﾙﾄ

damaged

紛失し ｴﾙｳﾞｪｾｯﾄ

lost

盗まれ ｴﾗｳﾌﾟﾀｸ

stolen

移動・交通１

Transport 1
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･･･はどこですか？ ﾊｳﾙ ｳﾞｫﾝ … ?

Where is the … ?

到着ゲート ｵｽﾞ ｴｲﾙｹｾﾞｲｼ ﾁｮﾙﾅｳｸ

arrivals gate

出発ゲート ｵｽﾞ ｲﾝﾄﾞｳﾗｼ ﾁｮﾙﾅｳｸ

departure gate

この･･･は(　　　)行きですか？ ﾒｲｸ … ﾒｼﾞ (            ) ﾚ?

Is this … to (      ) ?

列車 ｳﾞｧｳﾉﾄ

train

バス ﾌﾞｽ

bus

飛行機 ﾚﾍﾟｳﾚｳｹﾞｲﾌﾟ

plane

船 ﾎﾔｳ

boat

･･･のバスはいつですか？ ﾐｶｳﾙ ﾒｼﾞ … ﾌﾞｽ?

When the … bus?

始発 ｵｽﾞ ｴﾙｼｪｳ

first

最終 ｵｽﾞ ｳﾀｳﾙｼｬｳ

last

次 ｵ ｹｳｳﾞｪﾄｹｾﾞｳ

next

出発時間はいつですか？ ﾐｶｳﾙ ｲﾝﾄﾞｩﾙ?

What time does it leave?

これは何駅ですか？ ｴｽﾞ ﾐｴﾝ ｱﾗｳﾏｼｭ?

What station is this?

･･･には停まりますか？ ﾒｶﾞﾙ … ?

Does it stop at …?

ここにどれくらい停まりますか？ ﾒﾆｭｲ ｲﾃﾞｲｸﾞ ｱﾙﾝｸ ｲｯﾄ?

How long do we stop here?

この座席は空いていますか？ ｿﾎﾞﾄﾞ ｴｽﾞ ｵ ﾍｲ?

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？ ﾒﾝﾆﾍﾞ ｹﾚｳﾙ … ﾎﾞ?

How much is it to … ?

メーターを使ってください。 ｹｲﾚﾑ ｺﾌﾟﾁｬｳﾘｮ ﾍﾞ ｵｽﾞ ｱｳﾗﾄ

Please put the meter on.

この住所まで行ってください。 ｹｲﾚﾑ ｳﾞｨﾃﾞｨｴﾝ ｴﾙ ｴﾚ ｵ ﾁｰﾑﾚ

Please take me to this address.

スピードを落としてください。 ｹｲﾚﾑ ﾛｼｭｼｰﾄｼｬｳﾝ

Please slow down.

ここで停まってください。 ｹｲﾚﾑ ｵﾙﾔｳﾝ ﾒｸﾞ ｲｯﾄ

Please stop here.

ここで待っていてください。 ｹｲﾚﾑ ｳﾞｧﾙﾔｳﾝ ｲｯﾄ

Please wait here.

■街角で･･･

この道は･･･行きですか？ ｴｽﾞ ｵｽﾞ ｳｰﾄ ｳﾞｪｾﾞｯﾄ … ﾎﾞ?

Is this the road to …?

地図で示していただけますか？ ﾒｸﾞ ﾄｩﾄﾞｮ ﾑﾄﾄﾆ ﾈｹﾑ ｵ ﾃｲﾙｹｲﾍﾟﾝ?

Can you show me on the map?

住所はどこですか？ ﾐ ｵ ﾁｰﾑ?

What is the address?

距離はどれくらいですか？ ﾐｴﾝ ﾒｯｾ ｳﾞｫﾝ?

How far is it?

どうやって行くのですか？ ﾊｳﾄﾞｮﾝ ﾕﾀｳｸ ｱｳﾄﾞ?

How do I get there?

東 ｹﾚﾄ

east

西 ﾆｭｺﾞﾄ

west

南 ﾃﾞｲﾙ

south

北 ｴｲｿｸ

north

移動・交通３

Transport 3
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･･･です。 … ｳﾞｫﾝ

It is … 

ここ ｲｯﾄ

here

あそこ ｵｯﾄ

there

近い … ｹｳｾﾞﾚｲﾍﾞﾝ

near

遠い ﾒｯｾ

far

･･･の前 … ｴﾚｳｯﾄ

in front of… 

･･･の後 … ﾒｳｹﾞｳｯﾄ

behind…

･･･の隣り … ﾒﾙﾚｯﾄ

next to…

･･･の反対 … ｳﾞｫﾙ ｾﾑﾍﾞﾝ

opposite…

･･･に曲がって ﾌｧｳﾙﾃﾞﾙﾔｳﾝ …

Turn…

右 ﾔｳﾌﾞﾛ

right

左 ﾎﾞﾙﾛ

left

･･･で
By…

バス ﾌﾞｯｿﾙ

bus

電車 ｳﾞｧｳﾉｯﾄﾙ

train

タクシー ﾄｸｼｳﾞｫﾙ

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？ ﾊｳﾙ ｳﾞｫﾝ ｵ ﾚｸﾞｹｳｾﾞﾚｯﾋﾞ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ｶｳﾞｪｲｿﾞｳ?

Where is the local internet cafe?

一時間で幾らですか？ ﾒﾝﾆﾍﾞ ｹﾚｳﾙ ｱｳﾗﾝｹｲﾝﾄ?

How much is it per hour?

･･･したい。 ｾﾚﾄﾈｲｸ …

I would like to…

メールの確認 ﾒｸﾞﾈｲｽﾞﾆ ｵｽﾞ ｲｰﾒｲﾙｴｲﾒﾄ

check my email

インターネットに接続 ﾗﾒﾝﾆ ｵｽﾞ ｲﾝﾀｰﾈﾄﾚ

get internet access

プリンタを使用 ﾎｽﾅﾙﾆ ｴｽﾞ ﾆｬｳﾑﾄﾀｳﾄ

use a printer

スキャナを使用 ﾎｽﾅﾙﾆ ｴｽﾞ ｽｹﾝﾈﾙﾄ

use a scanner

携帯電話をレンタルしてください。 ｾﾙﾄﾈｲｸ ｴｽﾞ ﾏｳﾋﾞﾙﾃﾚﾌｧｳﾝﾄ ﾍﾞﾚﾙﾆ

I would like a mobile phone for hire.

SIMカードをください。 ｾﾙﾄﾈｲｸ ｴｽﾞ ｼﾑｶﾙﾁｬﾄ ｴﾝﾈｸ ｵ ﾊﾗｳｿﾞﾄﾉｸ

I would like a SIM card.

料金はいくらですか？ ﾐｴﾝ ﾃﾞｨﾖｸ ｳﾞｫﾝﾉｸ?

What are the rate?

あなたの電話番号は？ ﾐ ｵ ﾃﾚﾌｧｳﾝｻﾏ?

What is your phone number?

番号は･･･です。 ｵ ｻﾑ …

The number is …

最寄りの公衆電話はどこですか？ ﾊｳﾙ ｵ ﾚｸﾞｹｳｾﾞﾚｯﾋﾞ ﾆﾙｳﾞｧﾅｳｼｭ ﾃﾚﾌｧｳﾝ?

Where is the nearest public phone?

テレフォンカードをください。 ｾﾙﾄﾈｲｸ ﾃﾚﾌｧｳﾝｶﾙﾁｬﾄ ｳﾞｪﾝﾆ

I would like to buy a phone card.

･･･に電話したい。 ｾﾚﾄﾈｲｸ … ﾎﾞ ﾃﾚﾌｧｳﾅﾙﾆ

I want to call …

一分で幾らですか？ ﾒﾝﾆﾍﾞ ｹﾚｳﾙ ｴｼﾞ ﾍﾟﾙﾂｪｼｭ ﾋﾞｾｲﾙｹﾞﾃｲｼｭ?

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？ ﾊｳﾙ ｳﾞｫﾝ ｴｼﾞ … ?

Where is a/an…?

自動支払機 ﾎﾞﾝｸｵｳﾀｳﾓﾄ

ATM

外貨両替所 ｳﾞｫﾙﾄｳﾞｧﾙﾀｳ ｴｳｼﾞﾈｳｸｼｪｲｸﾞ

foreign exchange

銀行はいつ開きますか？ ﾐｶｳﾙ ﾆｯﾄ ｵ ﾎﾞﾝｸ?

What time does the bank open?

･･･したい。 ｾﾚﾄﾈｲｸ …

I would like to …

･･･はどこでできますか？ ﾊｳﾙ ﾄｩﾀﾞｳｸ … ?

Where can I … ?

現金の両替 ﾍﾟｲﾝｽﾞﾄ ｳﾞｧﾙﾄﾆ

change money

トラベラーズチェックの両替 ﾍﾞｳﾞｧﾙﾄﾆ ｴｼﾞ ｳﾄｻﾞｼ ﾁｪｹｯﾄ

change T/C

現金引出し ﾍﾟｲﾝｽﾞﾄ ｷｳﾞｪﾝﾆ

withdraw money

振込手続き ﾍﾟｲﾝｽﾞﾄ ｱﾄｩﾄﾙﾆ

arrange a transfer

･･･は幾らですか？ ﾒﾝﾆ … ?

What is the … ?

両替レート ｵ ｳﾞｫﾙﾄｱﾙﾌｧｳﾖﾑ

exchange rate

手数料 ｵ ﾃﾞｰｲ

charge for that

私宛にお金は届いていますか？ ﾒｹﾞｲﾙｹｾﾞｯﾄ ﾏﾙ ｵ ﾍﾟｲﾝｾﾞﾑ?

Has my money arrived?

Bank

銀行
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･･･を送りたい。 … ｾﾚﾄﾈｲｸ ｹｳﾙﾃﾞﾆ

I want to send a …

絵葉書 ｹｲﾍﾟｼｭﾛﾊﾟｳﾄ

postcard

手紙 ﾚｳﾞｪﾚﾄ

letter

小包 ﾁｬｳﾓｶﾞｳﾄ

parcel

ファックス ﾌｫｸｻｳﾄ

fax

船便 ｼﾏﾝ

sea mail

特急便 ｴｸｽﾌﾟﾚｽｾﾞﾙ

express mail

･･･を買いたい。 … ｾﾚﾄﾈｲｸ ｳﾞｪﾝﾆ

I want to buy a …

封筒 ﾊﾞｳﾘｰﾃｲｶｳﾄ

envelope

切手 ﾍﾞｲｪｹﾞﾄ

stamp

･･･宛に航空便で送ってください。 ｹｲﾚﾑ ｹｳﾙﾃﾞｨｴ ﾚｲｷﾞﾊﾟｳｼｭﾀﾝ … ﾎﾞ

Please send it by airmail to …

私宛に郵便は届いていますか？ ｳﾞｫﾝ ﾚｳﾞｪﾚﾑ?

Is there any mail for me?

郵便局

Post office
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･･･はどこですか？ ﾊｳﾙ ｳﾞｫﾝ ｴｼﾞ … ?

Where is a … ?

銀行 ﾎﾞﾝｸ

bank

スーパーマーケット ｴｲﾚﾙﾐｾﾗﾙﾊｽﾞ

supermarket

デパート ｱﾙﾊｽﾞ

department store

書店 ｹｳﾝｳﾞｪｼｭﾊﾞｳﾙﾄ

book store

･･･はどこで買えますか？ ﾊｳﾙ ﾄｩﾀﾞｳｸ ｳﾞｪﾝﾆ … ?

Where can I buy … ?

･･･を買いたい。 ｹﾚｼｪﾑ ｵ …

I would like to buy …

他にはありませんか？ ｳﾞｫﾝ ﾏｼｭﾐｴﾝ ｲｼｭ?

Do you have any others?

保証は付きますか？ ｳﾞｫﾝ ﾛｲﾄ ｺﾞﾛﾝﾂｨｵ?

Does it have a guarantee?

不良品です。 ﾋﾊﾞｼｭ

It is faulty.

･･･をお願いします。 … ｹｲﾚﾑ

I would like … , please.

返金 ｳﾞｨｯｿ ｾﾚﾄﾈｲﾑ ｺﾌﾟﾆ ｵ ﾍﾟｲﾝｾﾞﾒﾄ

to refund

返品 ｾﾚﾄﾈｲﾑ ｳﾞｨｯｿﾄﾞﾆ ｴｽﾞﾄ

to return

袋 ｺﾎﾟｯﾄﾈｲｸ ｴｼﾞ ｿﾞｯｶｳﾄ

a bag

買物１

Shopping 1
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試着していいですか？ ﾌｪﾙﾌﾟﾗｳﾊﾞﾙﾎﾀｳﾑ?

Can I try it on?

サイズが合いません。 ﾈﾑ ﾔｳ

It does not fit.

小 ｷﾁ

small

中 ｹｳｾﾞﾍﾟｼｭ

medium

大 ﾉｼﾞ

large

幾らですか？ ﾒﾝﾆﾍﾞ ｹﾚｳﾙ?

How much is it?

値段を書いてもらえますか？ ﾚ ﾄｩﾄﾞﾅ ｲｰﾙﾆ ｵｽﾞ ｱﾛﾄ?

Can you write down the price?

高すぎます。 ｴｽﾞ ﾄｩﾙ ﾄﾞﾗｺﾞ

That is too expensive.

勘定に間違いがあります。 ｳﾞｫﾛﾐ ﾈﾑ ｼｭﾃｨﾒﾙ ｵ ｻﾑﾗｳﾞｫﾙ

There is mistake in the bill.

･･･で支払えますか？ ｴﾙﾌｧｳｺﾞﾄﾞﾉｸ … ?

Do you accept … ?

クレジットカード ﾋﾃﾙｶﾙﾁｬﾄ

credit card

キャッシュカード ﾎﾞﾝｸｶﾙﾁｬﾄ

debit card

トラベラーズチェック ｳﾄｻﾞｼ ﾁｪｹｯﾄ

T/C

･･･をください。 … ｹｲﾚﾑ

I would like … , please.

お釣り ｾﾚﾄﾈｳﾑ ﾒｸﾞｺﾌﾟﾆ ｵ ｳﾞｨｯｿﾔﾗｳ ﾍﾟｲﾝｽﾞﾄ

my change

領収書 ｺﾎﾟｯﾄﾈｲｸ ｴｼﾞ ﾆｭｸﾞﾀﾄ

receipt

買物２

Shopping 2
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･･･は好きですか？ ｾﾚﾃﾄﾞ … ?

Do you like …?

･･･が好きです。 ｾﾚﾃﾑ …

I like …

芸術 ｵ ﾒｳｳﾞｪｲｾﾃﾄ

art

スポーツ ｵ ｼｭﾊﾟｳﾙﾀｳﾄ

sports

ダンス ﾀﾝﾂｧｳﾙｽ

dance

映画 ｵ ﾌｨﾙﾒｹﾄ

movies

旅行 ｳﾄｽﾞﾆ

travel

料理 ﾌｪｳｽﾞﾆ

cooking

読書 ｱｳﾙｳﾞｫｼｭﾆ

reading

･･･はどこですか？ ﾊｳﾙ ﾄﾗﾗｳｸ … ?

Where can I find … ?

クラブ ｸﾙﾊﾞｳｺﾄ

clubs

パブ ﾎﾟﾊﾞｳｺﾄ

pubs

カフェ ｶｳﾞｪｲｻﾞｳﾄ

cafe

･･･に行きたい。 ｾﾚﾄﾈｲｸ ｴﾙﾒﾝﾆ ｴｼﾞ …

I feel like going to … 

パーティ ﾎﾟﾙﾃｨﾛ

party

コンサート ｶｳﾝﾂｪﾙﾄﾚ

concert

映画 ﾏｳｼﾞﾎﾞ

movie

舞台 ｼｰﾝﾊｽﾞﾎﾞ

stage

博物館 ﾑｰｾﾞｳﾑ

museum

観光１

Sightseeing 1
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開館は何時ですか？ ﾐｶｳﾙ ﾆﾄ?

What time does it open? 

閉館は何時ですか？ ﾐｶｳﾙ ｻﾞﾙ?

What time does it close? 

入場料は幾らですか？ ﾒﾝﾆﾍﾞ ｹﾚｳﾙ ｵ ﾍﾞﾚｲﾍﾟｳｴｼﾞ?

What is the admission charge?

･･･割引はありますか？ ｳﾞｫﾝ ｹﾄﾞｳﾞｪｽﾞﾒｲﾝ … ｻﾏﾛ?

Is there discount for … ?

学生 ﾃﾞｨｱｶｳｸ

students

子供 ﾃﾞｨｴﾚｹｸ

children

･･･が欲しい。 ｾﾚﾄﾈｲｸ ｴｼﾞ …

I would like to …

ガイド ｲﾃﾞｹﾞﾝｳﾞｪｾﾞﾃｳﾄ

guide

地図 ｲｯﾃﾆ ﾃｲﾙｹｲﾍﾟﾄ

map

カタログ ｺﾄﾗｳｸﾞｼｭﾄ

catalogue

･･･を観たい。 ｾﾚﾄﾈｲｸ ﾗﾄﾆ …

I would like to see …

あれは何ですか？ ｵｽﾞ ﾐ?

What is that?

写真を撮ってもいいですか？ ﾌｪﾝｹｲﾍﾟｾﾞｸ?

Can we take photos?

観光２

Sightseeing 2
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次のツアーはいつですか？ ﾐｶｳﾙ ｳﾞｫﾝ ｵ ｹｳｳﾞｪﾄｹｾﾞｳ ﾄｩｰﾛ?

When is the next tour?

･･･は含まれていますか？ ﾍﾞﾝﾈ ｳﾞｫﾝ ｵｽﾞ ｱﾙﾎﾞﾝ … ?

Is … included?

入場料 ｵ ﾍﾞﾚｲﾍﾟｳｴｼﾞ

admission

交通費 ｵ ｹｳｽﾞﾚｹﾃﾞｲｼｭ

transport

食費 ｵｽﾞ ｴﾝﾆｳﾞｫﾗｳ

food

宿泊費 ｵ ｻﾗｼｭ

accommodation

ツアーはどれくらいの長さですか？ ﾒﾝﾆ ｲﾃﾞｲｸﾞ ﾄﾙﾄ ｵ ﾄｩｰﾛ?

How long is the tour?

何時ごろ戻りますか？ ﾐｶｳﾛ ｴｲﾚｳﾝｸ ｳﾞｨｯｿ?

What time should we be back?

観光３

Sightseeing 3
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警察署はどこですか？ ﾊｳﾙ ｵ ﾚﾝﾃﾞｳﾙｼｪｳｸﾞ?

Where is the police station?

被害届を出したい。 ﾍﾞｳﾝﾁｪﾚｸﾒｲﾆﾄ ｾﾚﾄﾈｲｸ ﾍﾞｲｪﾚﾝﾃﾆ

I want to report an offense.

･･･を紛失しました。 ｴﾙｳﾞｪｽﾃｯﾃﾑ …

I have lost my …

･･･を盗まれました。 ｴﾗｳﾌﾟﾀｸ …

My … was stolen.

鞄 ｵ ﾁｬｳﾓｸﾞﾖｲﾓﾄ

bag

財布 ｵ ﾀﾙﾂｧﾓﾄ

wallet

お金 ｵ ﾍﾟｲﾝｾﾞﾒﾄ

money

パスポート ｵｽﾞ ｳﾄﾚｳﾞｪﾚﾒﾄ

passport

クレジットカード ｵ ﾋﾃﾙｶﾙﾁｬﾓﾄ

credit card

トラベラーズチェック ｵｽﾞ ｳﾄｻﾞｼ ﾁｪｯｹｲﾒﾄ

T/C

･･･されました。
I have been …

暴行 ﾒｸﾞﾀﾓﾄﾞﾄｸ

assaulted

強盗 ｷﾛﾊﾞｳﾙﾄｸ

robbed

大使館と連絡を取りたい。 ｺﾌﾟﾁｬｳﾛﾄﾎﾞ ｵｺﾗｳｸ ﾚｲﾌﾟﾆ ｵ ｹｳｳﾞｪﾂｪｲｹﾞﾒﾙ

I want to contact my embassy.

領事館と連絡を取りたい。 ｺﾌﾟﾁｬｳﾛﾄﾎﾞ ｵｺﾗｳｸ ﾚｲﾌﾟﾆ ｵ ｶｳﾝｽﾞﾗﾂｼｬｳﾓﾙ

I want to contact my consulate.

保険に入っています。 ｳﾞｫﾝ ﾋﾞｽﾞﾀｳｼｪﾀｼｬｳﾑ

I have an insurance.

警察

Police
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最寄りの･･･はどこですか？ ﾊｳﾙ ｵ ﾚｸﾞｹｳｾﾞﾚﾋﾞ … ?

Where is the nearest … ?

病院 ｶｳﾙﾊｽﾞ

hospital

医者 ｱｳﾙｳﾞｧｳｼｭ

doctor

歯医者 ﾌｧｳｸﾞｱｳﾙｳﾞｧｳｼｭ

dentist

薬局 ﾃﾞｬｳｼﾞｾﾙﾀｰ

pharmacist

医者にかかりたい。 ｱｳﾙｳﾞｧｳｼｭﾛ ｳﾞｫﾝ ｼｪｳｸｼｪｲｹﾞﾑ

I need a doctor.

女性の医師に診てほしい。 ﾍﾞｾｲﾙﾍﾄﾈｲｸ ｴｼﾞ ｱｳﾙｳﾞｧｳｼｭﾈｲｳﾞｪﾙ?

Could I see a female doctor?

薬を切らしてしまいました。 ｴﾙﾌｧｳﾃﾞｬｳﾄ ｵｽﾞ ｱｳﾙｳﾞｧｳｼｭｼｬｶﾞｳﾑ

I have run out of my medication.

具合が悪いです。 ﾗｳｽﾙ ｳﾞｫﾃﾞｬｳｸ

I am sick.

ここが痛いです。 ｲｯﾄ ﾌｧｲ

It hurts here.

･･･があります。 … ｳﾞｫﾝ

I have a …

咳 ｹｳﾍｳｹﾞｳｸ

cough

痰 ﾌｧｲ ｵ ﾀｳﾙｶｳﾑ

sore throat

熱 ﾗｿﾞﾑ

fever

頭痛 ﾌｧｲ ｵ ﾌｪｲｴﾑ

headache

痛み ﾌｧｲﾄﾞﾙﾓﾑ

pain

･･･にアレルギーがあります。 ｵﾚｷﾞｱｼｭ ｳﾞｫﾃﾞｬｳｸ …

I am allergic to …

病院１

Hospital 1
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頭 ﾌｪｲ

head

目 ｾﾑ

eye

耳 ﾌｪｳﾙ

ear

鼻 ｱｳﾙ

nose

口 ｻｲ

mouth

歯 ﾌｧｳｺﾞｸ

teeth

喉 ﾀｳﾗｳｸ

throat

首 ﾆｵｸ

neck

腕 ｺﾙ

arm

手 ｹｽﾞ

hand

指 ｳｲ

finger

足 ﾗﾌﾞ

leg

胸 ﾒﾙｺｼｭ

chest

背中 ﾊﾄ

back

胃 ﾃﾞｬｳﾏｳﾙ

stomach

肌 ﾍﾞｳﾙ

skin

病院２

Hospital 2
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解熱鎮痛剤 ｵｽﾞ ｵｽﾋﾟﾘﾝﾚ

aspirin

抗生物質 ｵｽﾞ ｵﾝﾃｨﾋﾞｱｳﾃｨｸﾏｳｸﾛ

antibiotics

下痢止め ﾎｼｭﾒﾝｴｲｼｭ ﾃﾞｬｳﾄﾞｾﾙ

diarrhea medicine

緩下剤 ﾎｼｭﾎｲﾀｳ

laxatives

睡眠薬 ｵﾙﾄﾀｳ

sleeping tablets

痛み止め ﾌｧｲﾄﾞﾗｳﾑﾁﾙﾛﾋﾟｰﾀｳ

painkillers

包帯 ｹｳﾃｲｼｭ

bandage

消毒薬 ﾌｪﾙﾃｳｾﾞｲｼｭｶﾞﾄﾗｳ

antiseptic

コンドーム ｱｳｳﾞｾﾙ

condoms

経口避妊薬 ﾌｧｳｺﾞﾑｻﾞｼｭｶﾞﾄﾗｳ

contraceptive

ぜん息 ｵｽﾄﾏﾑ

asthma

気管支炎 ﾍｳﾙｸﾞﾌﾙﾄｱｳﾑ

bronchitis

便秘 ｾｲｸﾚｹﾃﾞｲｼｪﾑ

constipation

吐き気 ﾊﾆﾝｹﾞﾚﾑ

nauseous

病院３

Hospital 3


