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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、右側に中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、中国語を学習する
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。　

　本書が中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 ©
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はい。 ｼｰ

Yes. 是

いいえ。 ﾌﾞｩｼｰ

No. 不是

お願いします。 ﾁﾝ･･･

Please. 请･･･

ありがとう。 ｼｴｼｴﾆｰ

Thank you. 谢谢你

どういたしまして。 ﾌﾞｳｶｰﾁｰ

You are welcome. 不客气

すいません。 ﾄﾞｩｲﾌﾞｰﾁｰ

Excuse me. 対不起

ごめんなさい。 ﾄﾞｩｲﾌﾞｰﾁｰ

Sorry. 対不起

こんにちは。 ﾆｨﾊｵ

Hello.

やあ。 ﾆｨﾊｵ

Hi.

さようなら。 ﾂｧｲﾁｪﾝ

Goodbye.

･･･さん(男性) ｼｧﾝｼｪﾝ

Mr …

･･･さん(既婚女性) ﾆｭｼｰ

Mrs …

･･･さん(未婚女性) ｼｬｵｼﾞｴ

Miss …

お元気ですか？ ﾆｰﾊｵﾏ?

How are you?

元気です、あなたは？ ﾊｵ    ﾆﾅ?

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？ ﾆｰｼﾞｬｵｼｪﾝﾏﾐﾝﾂｰ?

What is your name?

私の名前は･･･です。 ｳｫｼﾞｬｵ･･･

My name is … 

お会いできて嬉しいです。 ｼﾝﾌｲ

I am pleased to meet you.

こちらは私の･･･です。 ｼﾞｪｲｼｰｳｫﾀﾞ･･･

This is my … 

父 ﾌｰﾁﾝ

father

母 ﾑｰﾁﾝ

mother

兄弟 ｶﾞｩｸﾞ

brother

姉妹 ｼﾞｴｼﾞｴ

sister

夫 ｼﾞｬﾝﾌ

husband

妻 ﾀｲﾀｲ

wife

息子 ｱｰﾙﾂﾞ

son

娘 ﾆｭｰｱｰ

daughter

友人 ﾊﾟﾝﾖｳ

friend

挨拶・自己紹介２

Greeting & Introduction 2
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これが私の･･･です。 ｹﾞｲﾆｰｳｫﾀﾞ･･･

Here is my … 

あなたの･･･は？ ﾆｰﾀﾞ ･･･ ｼｰｼｪﾝﾏ?

What is your … ?

住所 ﾃﾞｨｰｽﾞｨ

address

メールアドレス ﾜﾝｽﾞｨ (ﾃﾞｨｴﾝﾕｳﾃﾞｨｰｽﾞｨ)

email address

携帯番号 ﾃﾞｨｴﾝﾎｱﾊｵﾏ

mobile number

電話番号 ﾃﾞｨｴﾝﾎｱﾊｵﾏ

phone number

あなたの職業は？ ﾆｰﾂﾞｫｼｪﾝﾏｸﾞﾝﾂﾞｫ?

What is your occupation?

私は･･･です。 ｳｫｼｰ･･･

I am a … 我是･･･

ビジネスマン ｼｬﾝﾚﾝ

business person

学生 ｼｭｴｼｬﾝ

student 学生

作家 ｽﾞｫｼﾞｬ

writer 作家

芸術家 ｲｰｽｰｼﾞｧ

artist 　 　家

どちらから来ましたか？ ﾆｰﾂｫﾝﾅｰﾗｲ?

Where are you from?

･･･から来ました。 ｳｫﾂｫﾝ ･･･ ﾗｲ

I am from …

結婚していますか？ ﾆｰｼﾞｪｰﾌﾝﾗﾏ?

Are you married? 　結婚了

結婚しています。 ｳｫｼﾞｪｰﾌﾝﾗ

I am married. 我結婚了。

独身です。 ｳｫﾀﾞﾝｼｪﾝﾗ

I am single. 我単身了。

挨拶・自己紹介３

Greeting & Introduction 3
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お幾つですか？ ﾆｰﾄﾞｩﾀﾞｰﾗ?

How old are you? 　多大了？

･･･歳です。 ｳｫ ･･･ ｽｲ

I am … years old. 我 　岁

･･･ですか？ ﾆｰ ･･･ ﾏ?

Are you … ?

･･･です。 ｳｫ ･･･

I am  … 我

大丈夫 ﾊｵ

OK 好

疲れる ﾚｲ

tired

空腹 ｳｩ

hungry 饿

喉が渇く ｶｧ

thirsty

暑い ﾚｩ

hot 熱

寒い ﾗﾝ

cold 冷

天気はどうですか？ ﾃﾝﾁｰ ｻｾﾞﾝﾏﾔﾝ?

What is the weather like? 天气　　 祥？

暑いです ﾃﾝﾁｰﾚｩ

hot 天气熱

寒いです ﾃﾝﾁｰﾗﾝ

cold 天气冷

雨です ｼｱﾕｰ

rainy 下雨

春 ﾁｭﾝﾃｨｴﾝ

spring 春天

夏 ｼｱﾃｨｴﾝ

summer 夏天

秋 ﾁｭｰﾃｨｴﾝ

autumn 秋天

冬 ﾄﾞﾝﾃｨｴﾝ

winter 冬天

Greeting & Introduction 4

挨拶・自己紹介４
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どこ ﾅｰﾘ

Where

いつ ｼｪﾝﾏｼｰﾎｩ

When

何 ｼｪﾝﾏ

What

誰 ｼｪｲ

Who

なぜ ｳｪｲｼｪﾝﾏ

why

どのように ｾﾞﾝﾏ

How

これは幾らですか？ ﾄﾞｩｼｬｵﾁｪﾝ

How much is it?

･･･できますか？ ﾉﾝﾌﾞｩﾉﾝ (ｸｰｲｰ)

Can I … ? 能不能（可以）

入口/出口 ﾙｰｶｵ / ﾁｭｰｶｵ

Entrance/Exit 入口/出口

開/閉 ｶｲ /  ｸﾞｧﾝ

Open/Closed 　 /

男性/女性 ﾅﾝ /  ﾆｭｳ

Men/Women 男/女

熱/冷 ﾚｩ /  ﾗﾝ

Hot/Cool 熱/冷

禁止 ｼﾞﾝﾁｰ

Prohibited 禁止

挨拶・自己紹介５

Greeting & Introduction 5

表示　Sign
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0  zero 零　　　　　ﾘﾝ

1  one 一　　　　　ｲｰ

2  two 二　　　　　ｱｰﾙ

3  three 三　　　　　ｻﾝ

4  four 四　　　　　ｽｳ

5  five 五　　　　　ｳｰ

6  six 六　　　　　ﾘｳ

7  seven 七　　　　　ﾁｰ

8  eight 八　　　　　ﾊﾞｰ

9  nine 九　　　　　ﾁｭｳ

10  ten 十　　　　　ｼｰ

11  eleven 十一　　　　ｼｰｲｰ

12  twelve 十二　　　　ｼｰｱｰﾙ

13  thirteen 十三　　　　ｼｰｻﾝ

14  fourteen 十四　　　　ｼｰｽｳ

15  fifteen 十五　　　　ｼｰｳｰ

16  sixteen 十六　　　　ｼｰﾘｩ

17  seventeen 十七　　　　ｼｰﾁｰ

18  eighteen 十八　　　　ｼｰﾊﾞｰ

19  nineteen 十九　　　　ｼｰｼﾞｩ

20  twenty 二十　　　　ｱｰﾙｼｰ

30  thirty 三十　　　　ｻﾝｼｰ

40  forty 四十　　　　ｽｩｼｰ

50  fifty 五十　　　　ｳｰｼｰ

60  sixty 六十　　　　ﾘｩｼｰ

70  seventy 七十　　　　ﾁｳｼｰ

80  eighty 八十　　　　ﾊﾞｰｼｰ

90  ninety 九十　　　　ｼﾞｳｼｰ

100  hundred 一百　　　　ｲｰﾊﾞｲ

1,000  thousand 一千　　　　ｲｰﾁｪﾝ

1,000,000  million 一百万　　　ｲｰﾊﾞｲﾜﾝ

数字

Number
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何時ですか？ ｼｪﾝｻﾞｲ ｼﾞｰﾃﾞｨｴﾝﾂﾞｫﾝ?

What time is it?

今日は何日ですか？ ｼﾞﾝﾃﾝ ｼﾞｰﾊｵ?

What date is it today? 今天　 号？

1月 ｲｰﾕｴ

January 一月

2月 ｱｰﾙﾕｴ

February 二月

3月 ｻﾝﾕｴ

March 三月

4月 ｽｰﾕｴ

April 四月

5月 ｳﾕｴ

May 五月

6月 ﾘｳﾕｴ

June 六月

7月 ﾁｰﾕｴ

July 七月

8月 ﾊﾞｰﾕｴ

August 八月

9月 ﾁｭｳﾕｴ

September 九月

10月 ｼｭｲﾕｴ

October 十月

11月 ｼｭｲｲｰ

November 十一月

12月 ｼｭｲｱｰﾙﾕｴ

December 十二月

時間・日付１

Time & Date 1
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月曜日 ｼﾝﾁｲｰ

Monday 星期一

火曜日 ｼﾝﾁｱｰﾙ

Tuesday 星期二

水曜日 ｼﾝﾁｻﾝ

Wednesday 星期三

木曜日 ｼﾝﾁｽｰ

Thursday 星期四

金曜日 ｼﾝﾁｳｰ

Friday 星期五

土曜日 ｼﾝﾁﾘｭｳ

Saturday 星期六

日曜日 ｼﾝﾁｰﾃｨｴﾝ

Sunday 星期天

昨日の･･･ ｿﾞｳﾃｨｴﾝ

yesterday …

翌日の･･･ ﾐﾝﾃｨｴﾝ

tomorrow …

朝 ｿﾞｳｼｬﾝ

morning 早上

昼 ｼｱｳｰ

afternoon 下午

晩 ﾜﾝｼｬﾝ

evening 晩上

昨夜 ｿﾞｳﾃｨｴﾝﾜﾝｼｬﾝ

last night 昨天晩上

昨･･･ ｼｬﾝｶﾞ･･･

last … 上

翌･･･ ｼｱｶﾞ･･･

next … 下

週 ｼﾝﾁｰ

week 星期

月 ﾕｴ

month 月

年 ﾆｪﾝ

year 年

時間・日付２

Time & Date 2



11

英語を話せますか？ ﾆｰﾌｲｼｭｵ ｲﾝｳｪﾝﾏ?

Do you speak English?

わかりましたか？ ﾆｰﾐﾝﾊﾞｲﾏ?

Do you understand?

わかりました。 ｳｫﾐﾝﾊﾞｲ

I understand.

わかりません。 ｳｫﾌﾞｩﾐﾝﾊﾞｲ

I do not understand.

･･･はどういう意味ですか？ ･･･ ｼｰｼｪﾝﾏ ｲｰｽｩ?

What does … mean? 　　　 意思？

･･･頂けますか？ ﾁﾝﾆｰ ･･･?

Please … ?

繰り返して ﾂｧｲｼｮｳｲｰﾋﾟｪﾝ

repeat

ゆっくり話して ﾏﾝｲｰﾃﾞｨｱﾝｼｭｳ

speak slowly

書いて ｼｴｼｱﾗｲ

write down

どのように･･･か？ ｾﾞﾝﾏ･･･?

How do you … ?

発音します ﾆｪﾝ

pronounce 念

書きます ｼｴ

write 写

確認

Confirmation
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トイレはどこですか？ ﾂｰｽｫ ｻｲﾅｰﾙ?

Where is the toilet?

道に迷いました。 ｳｫ ﾐｰﾙｰﾗ

I am lost.

医者を呼んで！ ﾁﾝｼﾞｬｵ ｲｼｬﾝﾗｲ!

Call a doctor!

警察を呼んで！ ﾁﾝ ﾊﾞｵﾁﾞﾝ!

Call a police! 　報警

助けて頂けませんか？ ﾆｰﾇﾝﾊﾞﾝｳｫﾏ?

Could you help me, please?

助けて！ ｼﾞｳﾐﾝ!

Help!

止まれ！ ｼﾞｬﾝｼﾞｭｳ!

Stop!

離れろ！ ｽﾞｫｳｶｲ!

Go away!

泥棒！ ｼｬｵﾄｳ!

Thief!

火事だ！ ｼﾞｬｵﾌｵﾗ!

Fire!

私の荷物が･･･ました。 ｳｫﾀﾞｼﾝﾘｰﾍﾞｲ ･･･ ﾗ

My luggage has been …

破損し ｼｭｱﾌｪｲ

damaged

紛失し ﾃﾞｨｳ

lost

盗まれ ﾄｩﾂｩ

stolen

緊急事態

Emergency
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･･･目的です。 ｳｫｼｰ ･･･ ﾗｲﾀﾞ

I am …

商用 ﾁｭｰﾁｬｲ

on business

観光 ﾄﾞｩﾁﾞｧ

on holiday

･･･滞在します。 ｳｫﾔｵｼﾞｳ･･･

I am here for …

日 ﾃｨｴﾝ

days

週間 ｶﾞｼﾝﾁｰ

weeks

月 ｶﾞﾕｴ

months

･･･に行く予定です。 ｳｫﾀﾞｵ ･･･ ﾁｭｲ

I am going to …

･･･に滞在します。 ｳｫｼﾞｳ ･･･

I am staying at …

申告するものはありません。 ｳｫﾒｲﾖｳﾄﾞﾝｼｰｼｪﾝﾊﾞｵ

I have nothing to declare.

申告するものがあります。 ｳｫﾖｳﾄﾞﾝｼｰ ｼｪﾝﾊﾞｵ

I have something to declare.

それは私のものです。 ﾈｲｼｰｳｫﾀﾞ

That is mine.

それは私のものではありません。 ﾈｲﾌﾞｩｼｰｳｫﾀﾞ

That is not mine.

出入国・税関

immigration & Customs
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ホテルはどこですか？ ﾅｰﾘﾖｳ ｼﾞｳﾃﾞｨｴﾝ?

Where is a hotel?

ゲストハウスはどこですか？ ﾅｰﾘﾖｳ ﾋﾟﾝｸﾞｩｱﾝ?

Where is a guesthouse?

どこかお奨めの･･･場所はありますか？ ﾆｰﾇﾝﾄｩｲｼﾞｪﾝｲｰｶﾞ ･･･ ﾀﾞｼﾞｳﾃﾞｨｴﾝﾏ?

Can you recommend somewhere … ?

安い ﾋﾟｪﾝｲｰ

cheap

良い ﾊｵ

good

近い ﾌｰｼﾞﾝ

nearby

部屋の予約をお願いします。 ｳｫｼｱﾝﾃｨﾝ ﾌｧﾝｼﾞｴﾝ

I would like to book a room.

私の名前は･･･です。 ｳｫｼﾞｬｵ･･･

My name is …

･･･部屋はありますか？ ﾖｳﾒｲﾖｳ ･･･ ﾌｧﾝ?

Do you have a … room?

シングル ﾀﾞﾝﾚﾝ

single 単人

ダブル ﾀﾞﾝﾁｭｱﾝｼｮｳﾚﾝ

double 単床双人

ツイン ｼｮｳﾁｭｱﾝｼｮｳﾝﾚﾝ

twin 双床双人

一晩幾らですか？ ﾒｲﾃｨｴﾝ ﾄﾞｳｼｬｵﾁｪﾝ?

How much is it per night?

一人幾らですか？ ﾒｲﾚﾝ ﾄﾞｳｼｬｵﾁｪﾝ?

How much is it per person?

クレジットカードで支払えますか？ ﾉﾝﾖﾝｼﾝﾔｳｶｰ?

Can I pay by credit card? 能用

見せてもらえますか？ ﾉﾝｶﾝ ﾌｧﾝｼﾞｴﾝﾏ?

Can I see it? 能看

ホテル・宿泊１

Hotel & Accommodation 1
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部屋の鍵をもらえますか？ ﾉﾝﾌﾞｩﾉﾝ ｹﾞｲｳｫ ﾌｧﾝｼﾞｴﾝ ﾔｵｼ?

Could I have my room key? 能不能給我　　钥匙？

朝食はいつですか？ ｼﾞｰﾃﾞｨｴﾝｿﾞﾝ ﾁｰ ｻﾞｵﾌｧﾝ?

When is breakfast served?

朝食はどこですか？ ｻﾞｲﾅｰﾘ ﾁｰｻﾞｵﾌｧﾝ?

Where is breakfast served?

･･･時に起こしてください。 ･･･ ﾁﾝ ｼﾞｬｵｼﾝｳｫ

Please wake me up at … 　 叫醒我。

･･･過ぎます。 ﾌｧﾝｼﾞｪﾝ ﾀｲ ･･･ ﾗ

It is too … 太　　　了

高 ｸﾞｲ

expensive

うるさ ﾁｬｵ

noisy 吵

小さ ｼｬｵ

small 小

･･･が壊れています。 ･･･ ﾔｵﾏｵﾋﾟﾝ

The … does not works.

エアコン ｺﾝﾃｨｱｵ

air conditioner

扇風機 ﾃﾞｨｴﾝﾌｧﾝｼｪﾝ

fan 电风扇

トイレ ﾂｧｿｳ

toilet

･･･が汚れています。 ｼﾞｴｲｶﾞ ･･･ ﾖｳﾃﾞｨｴﾝｻﾞﾝ

The … is not clean. 这个　　　有点脏

シーツ ﾁｭｱﾝﾀﾞﾝ

sheet 床单

タオル ﾏｵｼﾞﾝ

towel 毛巾

枕 ｾﾞﾝﾀｵ

pillow 枕头

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？ ｼﾞｰﾃﾞｨｴﾝｿﾞﾝ ﾄｩｲﾌｧﾝ?

What time is checkout?

荷物を置いてもよいですか？ ﾉﾝﾌｧﾝｲｰｼｱ ｼﾝﾘｰﾏ?

Can I leave my luggage here? 能放一下行李

･･･を返してください。 ｳｫｼｱﾝ ﾅｰﾌｲ ｳｫｰﾀﾞ ･･･

Please return my … 

デポジット ﾔｰｼﾞﾝ

deposit

パスポート ﾌｰｼﾞｬｵ

passport

貴重品 ｸﾞｲｿﾞﾝｳｰﾋﾟﾝ

valuables

石鹸 ﾌｪｲｻﾞｵ

soap

歯ブラシ ﾔｰｼｭｱ

toothbrush

歯磨き粉 ﾔｰｶﾞｵ

toothpaste

シャンプー ｼｬﾝﾌﾞｰ

shampoo 香波

トイレットペーパー ｼﾞｰｼﾞﾝ

toilet paper

髭剃り ﾃｨﾀﾞｵ

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？ ﾆｰｸｩｲｰ ﾄｩｲｼﾞｬﾝ ｲｰｶﾞ ﾌｧﾝｶﾞﾝ ﾏ?

Can you recommend a restaurant?

･･･をお願いします。 ｳｫﾔｳ･･･

I would like… , please.

･･･人テーブル ｲｰｼﾞｬﾝ ･･･ ｽﾞｩｵｽﾞ

table for …

禁煙席 ﾌﾞｩｽｨﾔﾝﾀﾞ ｽﾞｩｵｽﾞ

nonsmoking area

メニュー ﾂｧｲﾀﾞﾝ

menu

飲み物リスト ｼﾞｭｳｽｲﾀﾞﾝ

drink list

その皿 ｼﾞｪｲｶﾞ

that dish 这个

会計 ﾏｲﾀﾞﾝ

bill

朝食 ｻﾞｵﾌｧﾝ

breakfast

昼食 ｳｰﾌｧﾝ

lunch

夕食 ﾜﾝﾌｧﾝ

dinner

軽食 ｼｬｵﾁｰ

snack 小

ミネラル・ウォーター ｸｧﾝﾁｪﾝｽｲ

mineral water

コーヒー ｶﾌｪｲ

coffee

紅茶 ﾁｬｰ

tea

ソフトドリンク ﾌﾞｩﾊﾝｼﾞｳｼﾞﾝﾀﾞｲﾝﾘｬｳ

soft drink 不含酒精的飲料

ビール ﾋﾟｰｼﾞｩ

beer

ワイン ﾌﾟｰﾀｵｼﾞｩ

wine

レストラン・食事１

Restaurant & Eating 1
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何がお奨めですか？ ｸｩｰｲｰ ﾄｩｲｼﾞｬﾝ ｼｪﾝﾏ?

What would you recommend? 可以推荐

何にしますか？ ﾆｰｼｱﾝﾌｰｼｪﾝﾏ?

What would you like?

私は･･･にします。 ｳｫﾗｲ ｲｰｶﾞ･･･

I will have … 

ヴェジタリアンフードはありますか？ ﾖｳﾒｲﾖｳ ｽｩｼｰ ｼｰﾋﾟﾝ?

Do you have vegetarian food?

･･･を抜いてもらえますか？ ﾉﾝﾌﾞﾉﾝ ﾂﾞｫｲｰｶﾞ ﾌﾞｩﾌｧﾝ ･･･ ﾀﾞ ﾂｧｲ?

Could you prepare a meal without …?

私は･･･のアレルギーです。 ｳｫﾄｩｲ ･･･ ｸﾞｫﾐﾝ

I am allergic to … 

バター ﾌｧﾝﾖｳ

butter 黄油

玉子 ｼﾞｰﾀﾞﾝ

eggs

魚 ﾊｲｼｪﾝ

fish

肉 ﾙｩ

meat

乾杯！ ｶﾞﾝﾍﾞｲ!

Cheers! 干杯！

これは何ですか？ ﾈｲｼｰｼｪﾝﾏ?

What is that?

幾らですか？ ﾄﾞｩｼｬｵﾁｪﾝ?

How much is it?

十分です。 ｸﾞｫﾗ

Enough.

もう少し。 ﾄﾞｩｲｰﾃﾞｨｱﾝ

A bit more. 多一点

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？ ﾅｰﾘ ﾏｲﾋﾟｬｳ?

Where can I buy a ticket?

予約が必要ですか？ ﾔｵｼｪﾝﾃﾞｨﾝﾋﾟｬｵﾏ?

Do I need a book?

･･･行きのチケットを一枚ください。 ｲｰｼﾞｬﾝﾀﾞｵ ･･･ ﾀﾞ ﾀﾞﾝﾁｪﾝﾋﾟｬｵ

One ticket to … , please.

この切符を･･･してください。 ｳｫｼｱﾝ ･･･ ﾋﾟｬｵ

I would like to … my ticket.

キャンセル ﾄｩｲ

cancel

変更 ｶﾞｲ

change

確認 ﾁｭｳﾚﾝ

confirm

禁煙席をお願いします。 ｳｫｼｱﾝﾔｳ ｸｩｼｰﾕｪﾝﾀﾞ ﾂｫｳｪｲ

Nonsmoking seat, please.

喫煙席をお願いします。 ｳｫｼｱﾝﾔｳ ﾌﾞｩｼｰﾕｪﾝﾀﾞ ﾂｫｳｪｲ

Smoking seat, please.

幾らですか？ ﾄﾞｩｼｬｵﾁｪﾝ?

How much is it?

どれくらい時間が掛かりますか？ ｼﾞｰｶﾞｼｬｵｼｰﾀﾞｵｼﾞｬﾝ?

How long does the trip take?

直行便ですか？ ｼｰｼﾞｰﾀﾞｰﾀﾞﾏ?

Is it a direct route?

エアコンは付いていますか？ ﾖｳ ｺﾝﾃｨｱｵﾏ?

Is there air conditioning?

トイレは付いていますか？ ﾖｳﾂｰｽｩｵﾏ?

Is there toilet?

私の荷物が･･･ました。 ｳｫﾀﾞｼﾝﾘｰﾍﾞｲ ･･･ ﾗ

My luggage has been …

破損し ｼｭｱﾌｪｲ

damaged

紛失し ﾃﾞｨｳ

lost

盗まれ ﾄｩﾂｩ

stolen

移動・交通１

Transport 1
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･･･はどこですか？ ･･･ｻﾞｲﾅｰﾙ?

Where is the … ?

到着ゲート ﾘｳｼﾞﾝｶｳ

arrivals gate 入境口

出発ゲート ﾁｭｰｼﾞﾝｶｳ

departure gate 出境口

この･･･は(　　　)行きですか？ ｼﾞｪｲｶﾞ ･･･ ﾀﾞｵ (         )ﾁｭｲﾏ?

Is this … to (      ) ?

列車 ﾌｫｰﾁｬｰ

train

バス ﾁｬｰ

bus

飛行機 ﾌｪｲｼﾞｰ

plane

船 ﾁｭｱﾝ

boat

･･･のバスはいつですか？ ･･･ﾁｬｰ ｼﾞｰﾃﾞｨｴﾝｿﾞｳ?

When the … bus?

始発 ｼｮｳﾀﾝ

first

最終 ﾑｫﾀﾝ

last

次 ｼｱｲｰﾀﾝ

next

出発時間はいつですか？ ｼﾞｰﾃﾞｨｴﾝﾄﾞﾝﾁｭｰﾌｧｰ?

What time does it leave? 　出发

これは何駅ですか？ ｼﾞｪｲｼｰ ﾈｲｶﾞ ｼﾞｬﾝ

What station is this? 这是哪的站

･･･には停まりますか？ ｻﾞｲ･･･ ﾉﾝｼｱ ﾏ?

Does it stop at …? 在　　　能下

ここにどれくらい停まりますか？ ｻﾞｲｼﾞｭｳﾘｰ ﾃｨﾝ ﾄﾞｩｵｼﾞｩ?

How long do we stop here? 在这里停多久

この座席は空いていますか？ ｼﾞｪｲｶﾞ ﾖｳﾚﾝ ﾂｫﾏ?

Is this seat available? 这个有人座

移動・交通２

Transport 2
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■タクシーで･･･

･･･まで幾らですか？ ﾀﾞｵ ･･･ ﾄﾞｩｼｬｵﾁｪﾝ?

How much is it to … ?

メーターを使ってください。 ﾁﾝ ﾀﾞﾋﾞｬｵ

Please put the meter on.

この住所まで行ってください。 ﾁﾝﾀﾞｲｳｫﾀﾞｵｼﾞｪｵｶﾞﾃﾞｨｰｽﾞｨ

Please take me to this address.

スピードを落としてください。 ﾁﾝｻﾞｲｼﾞｬｰﾙﾏﾝ

Please slow down.

ここで停まってください。 ﾁﾝｻﾞｲｼﾞｬｰﾙﾃｲﾝ

Please stop here.

ここで待っていてください。 ﾁﾝｻﾞｲｼﾞｬｰﾙﾃﾞﾝ

Please wait here.

■街角で･･･

この道は･･･行きですか？ ｼﾞｪｲｶﾞﾃｨｱｵﾙｰｼｰﾌﾞｩｼｰﾁｭｲ ･･･?

Is this the road to …? 条路是不是去･･････？

地図で示していただけますか？ ﾁﾝﾊﾞﾝｳｫ ｼﾞｬｵﾀ ｻﾞｲ ﾃﾞｨﾄｩ ｼｬﾝﾀﾞ ｳｪｲｼﾞ

Can you show me on the map?

住所はどこですか？ ｼｪﾝﾏ ﾃﾞｨｽﾞｨ?

What is the address?

距離はどれくらいですか？ ﾖｳﾄﾞｩｵﾕｴﾝ?

How far is it?

どうやって行くのですか？ ｾﾞﾝﾏｿﾞｳ?

How do I get there?

東 ﾄﾞﾝ

east 東

西 ｼｰ

west 西

南 ﾅﾝ

south 南

北 ﾍﾞｲ

north 北

移動・交通３

Transport 3
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･･･です。 ｻﾞｲ･･･

It is … 

ここ ｼﾞｬｰﾘ

here 　里

あそこ ﾅｰﾘ

there

近い ﾌｰｼﾞﾝ

near

遠い ﾕｴﾝ

far

･･･の前 ･･･ﾀﾞﾁｪﾝﾐｪﾝ

in front of… 

･･･の後 ･･･ﾀﾞﾎｳﾐｪﾝ

behind…

･･･の隣り ･･･ ﾊﾟﾝﾋﾞｴﾝ

next to… 　　 旁辺

･･･の反対 ･･･ ﾀﾞﾄﾞｩｲﾐｪﾝ

opposite…

･･･に曲がって ﾜﾝ ･･･ ｸﾞｧｲ

Turn…

右 ﾕｳ

right

左 ｽﾞｵ

left

･･･で ･･･ ﾁｭｲ

By… 去

バス ﾁｬｰ

bus

電車 ﾌｫｰﾁｬｰ

train

タクシー ﾁｭｰｽﾞｰﾁｬｰ

taxi 出租

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？ ﾌｰｼﾞﾝﾖｳ ﾜﾝﾊﾞ ﾏ?

Where is the local internet cafe?

一時間で幾らですか？ ﾒｲｼｬｳｼｰﾄﾞｩｼｬｵﾁｪﾝ?

How much is it per hour?

･･･したい。 ｳｫｼｱﾝ･･･

I would like to…

メールの確認 ｶﾝｲｰｼｱ ﾃﾞｨｴﾝｽﾞｨｼﾝｼｬﾝ

check my email 看一下      信箱

インターネットに接続 ｼｬﾝﾜﾝ

get internet access

プリンタを使用 ﾀﾞｰｲﾝ

use a printer

スキャナを使用 ｻｵﾐｬｵ

use a scanner

携帯電話をレンタルしてください。 ｳｫｼｱﾝｿﾞｩ ｲｰｶﾞｼｮｳｼﾞｰ

I would like a mobile phone for hire.

SIMカードをください。 ｳｫｼｱﾝﾏｲｲｰｶﾞｼﾞｬﾝｼｮｳｼﾞｰｶｰ

I would like a SIM card.

料金はいくらですか？ ﾄﾞｩｼｬｵﾁｪﾝ?

What are the rate?

あなたの電話番号は？ ﾆｰﾀﾞ ﾃﾞｨｴﾝﾎｱﾊｵﾏ ｼｰﾄﾞｩｼｬｵ?

What is your phone number?

番号は･･･です。 ﾊｵﾏｼｰ ･･･

The number is …

最寄りの公衆電話はどこですか？ ｽﾞｲｼﾞﾝﾀﾞ ｺﾞﾝﾖﾝﾃﾞｨｴﾝﾎｱ ｻﾞｲﾅｰﾘ?

Where is the nearest public phone? 最近的

テレフォンカードをください。 ｳｫｼｵﾝﾏｲ ｲｰｼﾞｬﾝﾃﾞｨｴﾝﾎｱｶｰ

I would like to buy a phone card.

･･･に電話したい。 ｳｫｼｵﾝﾀﾞ ﾃﾞｨｴﾝﾎｱﾀﾞｵ ･･･

I want to call …

一分で幾らですか？ ﾀﾞｲｰﾌｪﾝ ﾄﾞｩｼｬｵﾁｪﾝ?

How much is it per minute? 打一分

インターネット・通信

Internet & Communication
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･･･はどこですか？ ･･･ ｻﾞｲﾅｰﾙ?

Where is a/an…?

自動支払機 ﾂｰﾄﾞﾝﾁｭｰｶﾝｼﾞｰ

ATM

外貨両替所 ﾜｲﾋﾞｰﾃﾞｫｲﾌｧﾝﾁｭｳ

foreign exchange 外幣兌換処

銀行はいつ開きますか？ ｲﾝﾌｧﾝｼｪﾝﾏｼｰﾎｳｶｲﾒﾝ?

What time does the bank open? 銀行

･･･したい。 ｳｫﾔｵ･･･

I would like to …

･･･はどこでできますか？ ｳｫｻﾞｲﾅｰﾙﾉﾝ ･･･ ?

Where can I … ? 我 　　　能

現金の両替 ﾌｧﾝﾁｪﾝ

change money

トラベラーズチェックの両替 ﾌｧﾝﾘｭｼﾝｼﾞｰﾋﾟｬｳ

change T/C

現金引出し ﾁｭｳｼｪﾝﾁﾝ

withdraw money

カードキャッシング ｼｬﾝｼﾞﾝﾄｳｼﾞｰ

get a cash advance 現金透支

･･･は幾らですか？ ･･･ ｼｰﾄﾞｩｼｬｵ?

What is the … ?

両替レート ﾌｲﾘｭｳ

exchange rate

手数料 ｼｮｳｼｭｳﾌｪｲ

charge for that

私宛にお金は届いていますか？ ｳｫﾀﾞﾌｲｸｩｱﾝ ﾀﾞｵﾗ ﾒｲﾖｳ?

Has my money arrived? 我的現金到了没有？

Bank

銀行



25

･･･を送りたい。 ｳｫｼｱﾝﾌｧｰｶﾞ ･･･

I want to send a …

絵葉書 ﾐﾝｼﾝﾋﾟｪﾝ

postcard

手紙 ｼﾝ

letter

小包 ﾊﾞｵｸﾞｩｵ

parcel

ファックス ﾁｭｱﾝﾁｭﾝ

fax

船便 ﾋﾟﾝｼﾝ

sea mail

特急便 ﾊﾝｸﾝｼﾝ

express mail

･･･を買いたい。 ｳｫｼｱﾝﾏｲｲｰ

I want to buy a …

封筒 ｶﾞ ｼﾝﾌﾝ

envelope

切手 ﾁｬﾝ ﾕｳﾋﾟｬｳ

stamp

･･･宛に航空便で送ってください。 ﾁﾝｼﾞｰ ﾊﾝｸﾞｩｼﾝ ﾀﾞｵ ･･･

Please send it by airmail to …

私宛に郵便は届いていますか？ ﾖｳﾒｲﾖｳ ｳｫﾀﾞ ﾗｲｼﾝ?

Is there any mail for me? 有没有我的来信

郵便局

Post office
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･･･はどこですか？ ･･･ｻﾞｲﾅｰﾙ?

Where is a … ?

銀行 ｲﾝﾊﾝ

bank 银行

スーパーマーケット ﾁｬｵｼｰ

supermarket 超市

デパート ﾊﾞｲﾌｵｼｬﾝﾃﾞｨｱﾝ

department store 百貨商店

書店 ｼｭｳﾃﾞｨｴﾝ

book store 书店

･･･はどこで買えますか？ ﾅｰﾘｰﾇﾝﾏｲﾀﾞｵ ･･･ ?

Where can I buy … ? 哪里能买到

･･･を買いたい。 ｳｫｼｱﾝﾏｲ･･･

I would like to buy …

他にはありませんか？ ﾖｳﾒｲﾖｳﾋﾞｴﾀﾞ?

Do you have any others? 有没有別的？

保証は付きますか？ ﾖｳﾊﾞｵｼｳﾁｰ ﾏ?

Does it have a guarantee? 有保証期

不良品です。 ﾖｳ ﾏｵﾋﾟﾝ

It is faulty.

･･･をお願いします。 ｸｰｲｰ ･･･ ﾏ?

I would like … , please. 可以

返金 ﾄｩｲﾁｪﾝ

to refund

返品 ﾄｩｲﾌｪﾝ

to return 退換

袋 ｲｰｶﾞ ﾀﾞｲｽﾞ

a bag

買物１

Shopping 1



27

試着していいですか？ ﾇﾝﾁｭｱﾝｼｬﾝ ｼｰｼｰﾏ?

Can I try it on? 能穿上試試

サイズが合いません。 ﾁｭｱﾝﾃﾞ ﾌﾞｩﾌｪｼｪﾝ

It does not fit. 穿得不合身。

小 ｼｬｵﾊｵ

small 小号

中 ﾁｭﾝﾊｵ

medium 中号

大 ﾀﾞｰﾊｵ

large 大号

幾らですか？ ﾄﾞｩｼｬｵﾁｪﾝ?

How much is it?

値段を書いてもらえますか？ ﾁﾝﾊﾞｰｼﾞｱﾁｪﾝ ｼｴｼｱﾗｲ

Can you write down the price?

高すぎます。 ﾀｲｸﾞｲﾗ

That is too expensive.

勘定に間違いがあります。 ﾁｬﾝﾀﾞﾝｼｬﾝ ﾔｳｳｪﾝﾃｨ

There is mistake in the bill.

･･･で支払えますか？ ﾆｰﾒﾝｼｳ ･･･ ﾏ?

Do you accept … ?

クレジットカード ｼﾝﾖﾝｶｰ

credit card

キャッシュカード ｼﾞｴｼﾞｰｶｰ

debit card

トラベラーズチェック ﾙｰｼﾝｼﾞｰﾋﾟｬｳ

T/C

･･･をください。 ｸｰｲｰ ･･･ ﾏ?

I would like … , please.

お釣り ｼﾞｬｵﾘﾝﾁｪﾝ

my change

領収書 ﾌｧｰﾋﾟｬｵ

receipt

買物２

Shopping 2
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･･･は好きですか？ ﾆｰｼｰﾌｱﾝ ･･･ ﾏ?

Do you like …?

･･･が好きです。 ｳｫ ｼｰﾌｱﾝ ･･･

I like …

芸術 ｲｰｼｭｳ

art

スポーツ ﾃｨﾕｩ

sports

ダンス ｳｰﾀﾞｵ

dance 舞踏

映画 ｶﾝﾃﾞｨｴﾝｲﾝ

movies

旅行 ﾙｩﾖｳ

travel 旅遊

料理 ﾁｬｵﾂｧｲ

cooking

読書 ｶﾝｽｰ

reading

･･･はどこですか？ ･･･ ｻﾞｲﾅｰﾙ?

Where can I find … ?

クラブ ｲｪｿﾞﾝﾌｲ

clubs 夜想会

パブ ｼﾞｭｰﾊﾞ

pubs

カフェ ｶｰﾌｪｳｰ

cafe 珈琲屋

･･･に行きたい。 ｳｫｼｱﾝﾁｭｲ ･･･

I feel like going to … 我想去

パーティ ｻﾝｼﾞｧｼﾞｩﾌｲ

party 参加餐会

コンサート ﾃｨﾝﾕｨﾝﾕｴ

concert

映画 ｶﾝﾃﾞｨｴﾝｲﾝ

movie 看電影
舞台 ｶﾝｲｴﾝﾂｰ

stage 看演出
博物館 ﾎﾞｰｳｰｸﾞｩｱﾝ

museum 博物館

観光１

Sightseeing 1
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開館は何時ですか？ ｼﾞｰﾃｨｴﾝ ｶｲﾒﾝ?

What time does it open? 

閉館は何時ですか？ ｼﾞｰﾃﾞｨｴﾝ ｸﾞｩｱﾝﾒﾝ?

What time does it close? 

入場料は幾らですか？ ﾒﾝﾋﾟｬｳ ﾄﾞｩｼｬｵﾁｪﾝ?

What is the admission charge?

･･･割引はありますか？ ｹﾞｲ ･･･ ﾀﾞｰﾁﾞｪｺｳ ﾏ?

Is there discount for … ?

学生 ｼｭｲｼｪﾝ

students

子供 ｱﾙﾄﾝ

children

･･･が欲しい。 ｳｫｼｱﾝﾏｲｲｰ ･･･

I would like to …

ガイド ﾍﾞﾝ ｼﾞｰﾅﾝｼｭｳ

guide

地図 ｼﾞｬﾝ ﾊﾞﾝﾃﾞｨ ﾃﾞｨﾄｩ

map

カタログ ﾍﾞﾝ ﾌｱｾ

catalogue

･･･を観たい。 ｳｫｼｱﾝ ｶﾝ ･･･

I would like to see …

あれは何ですか？ ﾈｲｼｰｼｪﾝﾏ?

What is that?

写真を撮ってもいいですか？ ｸｰｲｰｼﾞｬｵｼｱﾝﾏ?

Can we take photos?

観光２

Sightseeing 2
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次のツアーはいつですか？ ｼｱｲｰｶﾞ ｼｬﾝﾀﾞｵﾕｳ ｼｰ ｼｪﾝﾏｼｰﾎｳ?

When is the next tour?

･･･は含まれていますか？ ﾊﾞｵｸｵ ･･･ ﾏ?

Is … included?

入場料 ﾒﾝﾋﾟｬｳﾁｪﾝ

admission

交通費 ｼﾞｬｵﾄﾝ

transport 交通

食費 ﾕｨﾝｼｰ

food

宿泊費 ｼｭｳｽｳ

accommodation 住宿

ツアーはどれくらいの長さですか？ ｼｬﾝﾀﾞｵﾕｳ ﾔｵ ﾄﾞｩﾁｬﾝｼｰｼﾞｪﾝ?

How long is the tour?

何時ごろ戻りますか？ ｼﾞｰﾃﾞｨｴﾝ ﾌｲﾗｲ?

What time should we be back? 回来?

観光３

Sightseeing 3
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警察署はどこですか？ ﾊﾟｲﾁｳｽｫ ｻﾞｲﾅｰﾘ?

Where is the police station?

被害届を出したい。 ｳｫﾔｵﾊﾞｵｱﾝ

I want to report an offense. 我要報案。

･･･を紛失しました。 ｳｫﾀﾞ ･･･ ﾃﾞｨｳﾗ

I have lost my …

･･･を盗まれました。 ｳｫﾀﾞ ･･･ ﾍﾞｲ ﾄｳﾗ

My … was stolen.

鞄 ｼﾝﾘｰ

bag

財布 ﾁｪﾝﾊﾞｵ

wallet

お金 ﾁｪﾝ

money

パスポート ﾌｳｼﾞｬｵ

passport

クレジットカード ｼﾝﾖﾝｶｰ

credit card

トラベラーズチェック ﾘｳｼﾝｼﾞｰﾋﾟｬｳ

T/C

･･･されました。 ｳｫﾍﾞｲ ･･･ ﾗ

I have been …

暴行 ﾁﾝﾌｧﾝ

assaulted 侵犯

強盗 ﾁｬﾝｼﾞｴ

robbed

大使館と連絡を取りたい。 ｳｫﾔｳﾘｧﾝｼｰ ｳｫﾀﾞ ﾀﾞｰｽｨｰｸﾞｧﾝ

I want to contact my embassy.

領事館と連絡を取りたい。 ｳｫﾔｳﾘｧﾝｼｰ ｳｫﾀ ﾞﾘﾝｽｨｰｸﾞｧﾝ

I want to contact my consulate.

保険に入っています。 ｳｫﾖｳﾊﾞｵｼｪﾝ

I have an insurance. 我有保险。

警察

Police
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最寄りの･･･はどこですか？ ｽﾞｲｼﾞﾝﾀﾞ ･･･ ｻﾞｲﾅｰﾙ?

Where is the nearest … ?

病院 ｲｰﾕｴﾝ

hospital 医院

医者 ｲｰｼｬﾝ

doctor 医生

歯医者 ﾔｧｲｰ

dentist

薬局 ﾔｵﾌｧﾝ

pharmacist

医者にかかりたい。 ｳｫﾔｵｶﾝｲｰｼｬﾝ

I need a doctor.

女性の医師に診てほしい。 ｽﾞｲﾊｵ ﾔｳｶﾝ ｲｰｳｪｲ ﾆｭｲｲｰｼｪﾝ

Could I see a female doctor?

薬を切らしてしまいました。 ｳｫﾀﾞ ﾔｵ ﾖﾝﾜﾝﾗ

I have run out of my medication.

具合が悪いです。 ｳｫﾋﾞﾝﾗ

I am sick. 我病了。

ここが痛いです。 ｼﾞｪｲﾘｰﾀﾝ

It hurts here.

･･･があります。 ｳｫﾖｳ ･･･

I have a …

咳 ｶｰｿｳ

cough 咳嗽

痰 ﾎｳﾛﾝﾀﾝ

sore throat 喉咙痰

熱 ﾌｧｰｼｬｵ

fever

頭痛 ﾄｳﾀﾝ

headache 　痛

痛み ﾀﾝﾄﾝ

pain 疼痛

･･･にアレルギーがあります。 ｳｫﾄﾞｩｲ ･･･ ｸﾞｵﾐﾝ

I am allergic to …

病院１

Hospital 1
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頭 ﾄｳ

head

目 ｲｪﾝｼﾞﾝ

eye

耳 ｱﾙﾄﾞｳ

ear

鼻 ﾋﾞｰｽﾞ

nose

口 ｶｳ

mouth

歯 ﾔｰﾁｨ

teeth

喉 ﾊｳﾛﾝ

throat 喉咙

首 ﾎﾞｳｽﾞ

neck

腕 ｸﾞｩﾎﾞｩ

arm

手 ｼｮｳ

hand

指 ｼｮｳｽﾞｨ

finger

足 ﾄｩｲ

leg

胸 ｼｫﾝ

chest

背中 ﾍﾞｲ

back

胃 ﾄﾞｰｽﾞ

stomach

肌 ﾋﾟｨﾌ

skin

病院２

Hospital 2
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解熱鎮痛剤 ｱｽﾋﾟﾘﾝ

aspirin

抗生物質 ｶﾝｼﾞﾝｽｩ

antibiotics

下痢止め ｼｴﾔｵ

diarrhea medicine

緩下剤 ｼﾞｰｼｴﾔｵ

laxatives 缓泻剂

睡眠薬 ｱﾝﾐﾝﾔｵ

sleeping tablets 安眠

痛み止め ｼﾞｰﾀﾝﾔｵ

painkillers 止痛

包帯 ﾍﾞﾝﾀﾞｲ

bandage 绷带

消毒薬 ｼｬｳﾄﾞｩｼﾞ

antiseptic 消毒

コンドーム ﾋﾞｰﾕｨﾝﾀｵ

condoms

経口避妊薬 ﾋﾞｰﾕｨﾝﾋﾟﾝ

contraceptive 　　品

ぜん息 ｼｬｵﾁｭｱﾝ

asthma

気管支炎 ｼﾞｰﾁｰｸﾞｧﾝﾔﾝ

bronchitis 支气管炎

便秘 ﾋﾞｧﾝﾐｰ

constipation

吐き気 ﾌｧﾝｳｪｲ

nauseous

病院３

Hospital 3


