
1 

 

ひらがな（平仮名）をよむ れんしゅう！ それから 漢字（かんじ）に、英語（えいご）に  

なおしましょう！ 

① ひらがなを しぜんに、おぼえながら、②かんじの べんりさを じっかんし、③えいごも  

むりなく おぼえられて、④にほんご・えいごの ぶんぽうも はっきりと わかってきます。 

(^^♪)  16さいの ちょう（張梓渝） さんの アイデア です。 ♬ 

Can read them but cannot write them in Kanji?  
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やあ！  こんにちは。 

おはようございます。 

こんにちは。 

こんばんは。 

おやすみなさい。 

さようなら。 

 

よろしく。 

――― こちらこそ、よろしく。 

わたしの なまえは ～～です。 ～～とよんで  

下さい。 

 

ちょうしは どうですか？？ 

――― じょうじょうです！ 

――― まあまあです。 

 

ありがとう ございます。 

/  ごしんせつに ありがとう ございます。 

/  おせわに なりました。 ありがとう ございます。 

 

てつだって いただいて かんしゃ しています。 

 

なには ともあれ、かんしゃして います。 

 

どういたしまして。 

おきづかいなく 
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しつれい。すみません 

すみません。 とおらせて もらえますか？ 

――― ああ、じゃまに なって すみません！ 

/ ごめんなさい。 

/ どうも もうしわけ ありません。 

/ わたしの ふちゅうい でした。 

 

Hi!      Hello. 

Good morning. 

Good afternoon. 

Good evening. 

Good night. 

Good-bye. 

 

A: Nice to meet you. 

B: Nice to meet you, too. 

My name is Junichi.   Please call 

me Jun. 

 

A: How are you doing? 

B: Good. 

Not bad.   /  Not too bad. 

 

Thanks a lot. 

It's very kind of you. 

Thank you for your help. 

 

I appreciate your help. 

 

Thank you, anyway. 

 

You're welcome. 

Don't mention it. 

 

Excuse me. 

A: Excuse me, may I get through? 

B: Oh, sorry. 

I'm sorry. 

I'm awfully sorry. 

It was very careless of me. 
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――― ごしんぱい なく。 

 

コーヒー、おねがい します。 

メニュー、みせて ください。 

キー、ください。 ５１２ごうしつ です。 

 

まどがわの せきに してください。 

りょうがえ、おねがいします。 

 

おまけ、してください。 

 

はい、おねがいします。 

 

いいえ、けっこう です。 

 

はい、そうです。 はい、そうです。 

はい、やります。（します。） 

 

いいえ、ちがいます。 いいえ、ちがいます。 

いいえ、やりません。（しません。） 

 

もちろん。 

 

だめなんです。 

 

もういちど、 いってください。 

 

もっと、ゆっくり、 はなして ください。 

 

やさしい えいごで はなして ください。 

 

もっと おおきな こえで はなして ください。 

 

これに かいて ください。 

 

おっしゃる いみが わかりません。 

 

すみません、 おねがいが あるのですが、、、 

 

おききしても よろしいでしょうか？ 

A: Don't worry about it. 

 

Coffee, please. 

The menu, please. 

My key, please. 

 

A window seat, please. 

Exchange, please. 

 

Please discount. 

 

Yes, please. 

 

No, thank you. /  No, thanks. 

 

Yes, I am.  /  Yes, it is.   

/ Yes, I do. 

 

No, I'm not.  /  No, it isn't.   

/  No, I don't. 

 

Sure. 

 

That's not possible. 

 

Pardon? 

 

Please speak more slowly. 

 

Speak in easy English, please. 

 

Speak more loudly, please. 

 

Write it down, please. 

 

I can't understand you. 

 

Excuse me.  Will you do me a 

favor? 

May I ask a question? 
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これ、 もって いって いいですか？ 

 

ちょっと、みても いいですか？ 

 

ちょっと、おじかん、 いただけ ますか？ 

――― いいですよ。 なんでしょうか？ 

/ かまいませんよ。 

 

こまっています。 

 

みちに まよい ました。 

 

ぐあいが わるいん ですが。 

 

きゅうきゅうしゃ、よんでください。 

 

バッグ、ぬすまれました。（とられました。）  

 

けいさつ、よんで ください。 

 

へやに かぎ、 かかって しまいました。 

 

かぎ、へやに わすれて しまい ました。 

 

へや ばんごう、わすれて しまい ました。 

 

きちょうひん、なくなって います。 

 

トイレ、ながれません。 

 

だれか にほんご、はなせる ひと、いませんか？ 

 

 

おのみもの、なにに、なさいますか？ 

――― あついのみものは、なにがありますか？ 

 

コーヒー、こうちゃ、それに、りょくちゃが、ございます。 

――― りょくちゃ、ください。 

 

 

Can I take this? 

 

May I take look? 

 

A: Could I have a moment? 

B: Sure.   Go ahead. 

No problem. 

 

I need help. 

 

I'm lost. 

 

I feel sick. 

 

Please call an ambulance. 

 

I had my bag stolen. 

 

Please call the police. 

 

I'm locked out. 

 

I left my key in the room. 

 

I forgot my room number. 

 

My valuables are missing. 

 

The toilet does not flush. 

 

Is there a Japanese-speaking 

person here? 

 

A: What would you like to drink? 

B: What kind of hot drinks do you 

like? 

A: We have coffee, tea, and green 

tea. 

B: Green tea, please. 
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はい、どうぞ。 あついので、おきを つけください。 

――― ありがとう。 

 

 

とりにく りょうり か、 ステーキ の どちらに  

なさいますか？ 

――― とりにく りょうりに してください。 

 

おしょくじは おすみ でしょうか？ 

――― ええ、ごちそう さま。 

 

コーヒーの おかわりは？ 

――― はい、おねがい します。  

――― いいえ、けっこう です。 
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とうじょうけん、 はいけん させて いただきます。   

――― はい、どうぞ。 

 

 

わたしの せきは どこですか？ 

 

べつの せきに すわっても かまいませんか？ 

 

あそこの あいている せきに すわっても いいです

か？ 

 

ともだちと いっしょに すわりたいん ですが。 

 

となりの ひとの いびきが ひどいん です、 

（せきを かえてくれますか？） 

 

このバッグ、あそこに、あげて もらえますか？ 

 

とおしてください。 

 

ここは、 わたしの せきですが、、、、 

 

にほんの しんぶんは なにか ありますか？ 

 

 

A: Here you are. Please take care. 

It's hot. 

B: Thank you. 

 

A: Chicken or steak? 

B: Chicken, please. 

 

 

A: Have you finished your lunch? 

B: Yes, it was very good. 

 

A: Another coffee? 

B: Yes, please.   

/  No, thanks. 

 

A: Would you show me your boarding  

pass? 

B: Here you are. 

 

Where is my seat? 

 

May I move to the other side? 

 

Can I take that empty seat? 

 

 

I'd like to sit with my friend. 

 

My neighbor is snoring loud, can  

I change seats? 

 

Would you put this bag there? 

 

Let me through, please. 

 

I think you are in my seat. 

 

Do you have any Japanese 

newspapers? 
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にほんの ざっしは なにか ありますか？ 

 

 

もうふ、 もう いちまい、ください。 

――― わかりました。すぐに おもち いたします。 
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しょくじは いつごろ でますか？ 

 

ベジタリアン フードは、ありますか？ 

 

あとで いただけますか？ 

 

しょくじの まえに おこして ください。 

 

しょくじは いらないので、ねていても おこさないで  

ください。 

 

ぶたにく りょうりを たのんだん ですが、、、、 

 

ベジタリアンようの しょくじを よやくしておいた  

はずです。 

 

ごはん か めん か、どちらに なさい ますか？ 

――― ごはんに して ください。 

 

おかわり、もらえますか？ 

 

くすり、のみたいので、おみず、 いただけますか？ 

 

 

コーヒー、 まだですか？ 

---ミルク と さとうは、 いかがですか？ 

ミルクだけ、 おねがい します。 

P26 

この トレー、さげて ください。これは、 のこして  

おいて いいですか？ 

--- スナックは いかがですか？ 

スナック、もうひとつ ください。 

 

Do you have any Japanese 

magazines? 

 

A: Another blanket, please. 

B: All right.  I'll bring it to  

you in a moment. 

 

When will a meal be served? 

 

Do you have a vegetarian meal? 

 

Could I have it later? 

 

Wake me up for meals. 

 

You don't have to wake me up for  

meals. 

 

I asked for pork.    

 

I reserved a vegetarian meal. 

 

 

A: Rice or noodles? 

B: Rice, please. 

 

Can I have seconds? 

 

Can I have some water to take my 

pills? 

 

A: I'm still waiting for coffee. 

B: With cream and sugar? 

A: Just cream, please. 

 

A: Take this tray away, please.  

Can I keep this? 

B: Can I offer you a snack？ 

A: One more snack, please. 
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アルコール いんりょうは、 ゆうりょう ですか？ 

 

 

ウィスキー、ありませんか？ 

--すみません。ビール か ワイン なら ありますが、、、、 

それでは、 しろワイン ください。 

 

 

おさけ、いっぽん ください。 

 

どくしょとうは、 どうやって、 つけたら いいですか？ 

 

これ、どうやって つかうのか おしえて ください。 

 

ヘッドフォンの ちょうしが、 わるいようなんです

が、、、、、、。 べつのに かえて くれませんか？ 

 

 

なんの えいがが じょうえい されるん ですか？ 

 

えいがの チャンネルは、 どれですか？ 

 

ここからは、スクリーンが、よく みえません。 

 

しばらく せきを かわっても いいですか？ 

 

リクライニングに しても いいですか？ 

 

パーソナル テレビは、 どうやって みるん ですか？ 

 

おんりょう ちょうせつは どうやって やるんですか？ 

 

ゲームは、 どうやるん ですか？ 

さむいん ですが、、、、、   くうきの ちょうせつは  

どうすれば いいん ですか？ 

 

すみません！  ひこうきよいなん ですが、、、、 

-- まあ、それは、いけませんね。 （だいじょうぶですか？） 

どこか、よこに なれる ばしょは ありますか？ 

なにか くすりは ありますか？ 

Is there a charge for alcoholic 

beverages? 

 

A: Do you have whiskey? 

B: I'm sorry, but we only have  

wine and beer. 

A: OK, then I'll have white wine. 

 

I'd like to buy a bottle of 

liquor. 

How can I turn on the light? 

 

Please tell me how to use this. 

 

The headphones don't seem to work 

well. Can you give me another one, 

please? 

 

What movie will be on? 

 

Which channel is the film on? 

 

I can't see the screen very well 

from here. 

Can I change seats for a while? 

 

May I put my seat back? 

 

How can I watch my personal TV? 

 

How can I use the volume control? 

 

How can I play the game? 

It's too cold. How do I control 

the air conditioner? 

 

A: Excuse me.  I feel airsick. 

B: Oh, that's bad. 

A: Is there anywhere I can lie 

down?  Do you have some medicine? 
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――― ちょっと おまちください。 
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めんぜいひん、うっていますか？ 

 

めんぜいひん リスト、 みせて ください。 

 

 

これは ありますか？ 

 

スカーフの がら、 みせて いただけますか？ 

 

めんぜいひん、 かいたいん ですが、 にほんえんでも  

しはらえ ますか？ 

 

これらの たくはいサービス しょうひんは、めんぜい  

ですか？ 

 

いま、 どこを とんでるん ですか？ 

 

ていこくに とうちゃく しますか？ 

 

なんじに とうちゃく しますか？ 

 

どうして ちゃくりくが おくれてるん ですか？ 

 

ニューヨークには なんじに つきますか？ 

 

あと なんじかんで シドニーに つきますか？ 

 

げんちじかんは なんじ です？ 

 

ここに、 なにを かけば いいんですか？ 

 

あとで、おかえしするので、ペンを かして ください。 

 

 

かきまちがえて しまいました。 もう いちまい  

ください。 

 

ぜいかん しんこくしょを にまい ください。 

B: Wait a minute, please. 

 

Do you sell tax-free goods? 

 

May I see the list of duty-free 

items? 

 

Do you have this? 

 

Can I see your scarf designs? 

 

Can I use Japanese yen to buy 

duty-free items? 

 

Are these delivered-to-home items 

duty-free? 

 

Where are we now？ 

 

Are we arriving on time? 

 

What time do we arrive? 

 

Why the delay before landing? 

 

What time will we land in New 

York? 

How many hours to Sydney? 

 

What's the local time? 

 

What should I write here? 

 

May I borrow a pen? I'll return it 

later.   

 

I made a mistake. Can I have 

another card? 

 

Can I have two declaration cards? 
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じょうきゃく 

とうじょうけん 

きない もちこみ てにもつ 

きちょう    そうじゅうしつ 

じょういん 

 

きゃくしつ じょうむいん 

きゃくしつ 

ずじょうの にもついれ   

まどがわ せき 

つうろがわ せき 

 

はきぶくろ、 エチケットぶくろ 

もうふ 

まくら 

リクライニング シート 

きない えいが 

きないし 

 

きない サービス 

イヤホン 

イヤホン さしこみぐち 

どくしょとう 

ヘッドフォン 

 

しょくじの  サービス 

トレー、 おぼん 

おしぼり 

 

パスポートを みせて ください 

たいざいの もくてきは なんですか？ 

--かんこう です。 

 

トランジット だけです 

 

だんたい りょこう ですか？ 

--はい、そうです。 

たいざい きかんは どれくらいですか？ 

--いっしゅうかん です。 

 

passenger 

boarding pass 

carry-on baggage 

cockpit 

crew 

 

flight attendant / cabin crew 

cabin 

compartment / overhead bin 

window seat 

aisle seat 

 

air-sickness bag 

blanket 

pillow 

reclining seat 

in-flight movie 

in-flight magazine 

 

in-flight service 

earphones 

earphones jack 

reading light 

headphones / headset 

 

meal service 

tray 

wet towel / wet wipe 

 

A: Show me your passport, please. 

What's the purpose of your visit? 

B: Sightseeing. 

 

Just transit. 

 

A: Are you on a group tour? 

B: Yes, I am. 

A: How long are you staying? 

B: For one week. 
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どこに たいざい するん ですか？ 

--ウェスタン ホテル です。 

かえりの こうくうけんは もって いますか？ 

--はい、これです。 

 

もういちど、 いって ください。 

 

のりつぎ カウンターは どこですか？ 

 

ABCこうくうの カウンターはどこですか？ 

 

スペインへ いきます 

 

とうじょうゲートは なんばん ですか？ 

 

どれくらい まちじかんが ありますか？ 

 

ここに、どのくらいの あいだ いますか？ 

 

にもつは スルーチェックインで さいしゅう  

もくてきち まで あずけて います。 

 

ここで まっていれば いいのですか？ 

 

とうじょう じかんは なんじ ですか・ 

 

３じから 17ばんゲートで とうじょう てつづき  

かいしです。 

 

めんぜいてんは どこですか？ 

 

くうこうの そとに でることは できますか？  

 

のりつぎに おくれて しまいました。 

 

この バッグを きないに もちこんでも いいですか？ 

 

もうしわけ ございません。 サイズオーバーです。 

 

これは きないに もちこめ ますか？ 

A: Where are you going to stay? 

B: The Western Hotel. 

A: Do you have a return ticket? 

B: Yes. Here it is. 

 

Pardon? 

 

Where is the connection counter? 

 

Where is the ABC Airline counter? 

 

I'm going to Spain. 

 

What's the gate number? 

 

How long do I have to wait? 

 

How long will we stop here? 

 

I checked my bags through to my 

destination. 

 

Should I wait here? 

 

When do we board? 

 

Boarding starts at three from Gate 

17. 

 

Where is the duty-free shop? 

 

Can we leave the airport? 

 

I'm late for my connection. 

 

Can I carry this bag with me on 

the plane? 

I'm sorry, but it's over the size 

limit. 

Can I bring this on the plane? 
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それは もちこみ せいげんひん です。 

 

もくてきちに つくまで こちらで おあずかり します。 

 

 

あずけた にもつを もらいたいん ですが。 

 

てにもつ うけとりじょは どこですか？ 

 

これは JALの 12びんの ターンテーブルですか？ 

 

JALに あずけた にもつが でてきません。 

わたしの にもつを さがして ください。 

 

これが ひきかえ けん です。 

 

いしつぶつ の とどけ を かいて ください。 

 

どんな スーツケースですか？ 

 

あおで キャスターの ついた もの です。 

 

あかい ベルト で まいて います。 

 

なかみは なんですか？ 

おもに いるい です。 

 

みのまわり ひん です。 

 

みつかったら すぐに れんらくして ください。 

 

かならず ここへ おくって ください。 
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なにか しんこく する ものは？ 

―――ありません。 

バッグと スーツケースを あけて ください。 

―――けっこうです。 

これは なんですか？ 

―――おみやげ です。これは しんこく しなくては  

 

That is a restricted item. 

 

We'll take it under our care until 

reaching your destination. 

 

May I have my baggage back? 

 

Where is the baggage claim? 

 

Is this the baggage carousel for 

JAL flight 12? 

My baggage from JAL is missing. 

Please look for my baggage. 

 

This is my claim tag. 

 

Please write up a lost baggage  

report. 

What type of suitcase is it? 

 

It's blue with wheels. 

 

It has a red belt around it. 

 

A:  What are the contents? 

B:  Mostly clothes. 

 

Personal effects. 

 

Please contact me as soon as you 

find it. 

Please make certain to send it 

there. 

 

A: Anything to declare? 

B: Nothing. 

A: Open your bags and suitcase, 

please. 

B: OK. 
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いけませんか？ いつも つかっている とけい 

です。 にもつは これで ぜんぶ です。 

それは かぜいの たいしょうと なります。 

―――いくら かぜい されますか？ 

 

 

 

これは もちこむ ことは できません。 

 

この しんこくしょを でぐちの かかりかん に  

わたして ください。 

 

あんないじょ 

はっけん カウンター 

のりつぎ カウンター 

こくない せん 

こくさい せん 

 

びんめい 

とうじょうぐち 

ひこうよてい 

しゅっぱつ じかん 

とうちゃく じかん 

 

にゅうこく しんさ 

パスポート、りょけん 

ビザ、さしょう 

みぶん しょうめいしょ 

けんえき 

ぜいかん 

 

ぜいかん しんこくしょ 

てにもつ けんさ 

てにもつ 

みのまわりひん 

ちょうか てにもつ 

べっそう てにもつ 

 

いしつぶつ とりあつかい じょ 

てにもつ うけとりじょ 

A: What's this? 

B: A gift. 

Do I have to declare this? 

It is all my baggage. 

A: There will be a duty for this. 

B: How much is the duty? 

 

You can't take this with you. 

 

Please give this card to the 

officer at the exit. 

 

Information desk 

ticketing counter 

transit check-in counter 

domestic flights 

international flights 

 

flight number 

boarding gate 

flight schedule 

departure time 

arrival time 

 

immigration 

passport 

visa 

identification, ID 

quarantine 

customs 

 

declaration form 

security check 

baggage / luggage 

personal belongings 

excess baggage 

unaccompanied baggage 

 

lost and found 

baggage claim area 
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りょうがえじょ 

てにもつ ひきかえしょう 

かわせ そうば 
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りょうがえじょは どこですか？ 

 

りょうがえ、 おねがい します。 

 

きょうの かわせ レートはどのくらいですか？ 

 

ドルに かえて ください。 

 

これは ドルで いくらに なりますか？ 

 

10ドルさつ に してください。 

 

１ドルさつ を いれて ください。 

 

（１ドルさつ を だして）これを 10セント こうか  

10まい に かえて ください。 

 

こぜに に してください。 

 

こぜにも いくらか まぜて ください。 

 

けいさんしょ を ください。 

 

けいさん が ちがい ます。  

 

かくにん して ください。 

 

あんないじょ は どこ ですか？ 

 

かんこう あんないじょが どこに あるか しって  

ますか？ 

 

まちを みて まわり たい の ですが。 この まちの  

ちずを ください。 

 

ろせんず を ください。 

foreign exchange 

baggage claim tag 

exchange rate 

 

Where's the exchange counter? 

 

Exchange, please. 

 

What's the exchange rate today? 

 

Change this into dollars, please. 

 

What is the current rate? 

 

Ten dollar bills, please. 

 

Can you give me some one dollar 

bills? 

 

Please change this into 10 dimes. 

 

Small change, please. 

 

I'd like some small change. 

 

May I have a receipt? 

 

This is wrong. 

 

Check again, please. 

 

Where's the information center? 

 

Do you know where the tourist 

center is? 

 

I'd like to walk around. Please 

give me a map of the city. 

 

A transit map, please. 
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ダウンタウン に でる には どうすれば  

いいですか？  

シャトル バス は ありますか？ 

 

シャトルバス のりば は どこ ですか？ 

 

どこが みどころ か おしえて ください。  

 

めいしょ きゅうせき が みたいの ですが。 

 

とくに きょうかい や だいじいん を みたいの で

すが。 

とくに かんこう めいしょ を みたいの ですが。 

 

にほんご の パンフレット は ありますか？ 
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へやの かぎを あずかって ください。 

―――キードロップが ございます。 そちらを  

ごりよう ねがいます。  

 

きちょうひんを あずかって ください。 

―――フロントに ある セーフティー ボックスを  

ごりようください。 

 

503ごうしつの かぎを ください。――― はい、どうぞ。 

 

 

（でんわで）123 ごうしつ の もの ですが。 

――― ごようけん を どうぞ。 

ルームサービス を おねがい します。こうちゃを  

ポットで。 

 

（ノックしてから） すみません、いらっしゃいますか？ 

―――どなたですか？ 

ルームサービスです。 

 

 

タクシーを よんで ください。 

 

How can I get downtown? 

 

Is there a shuttle bus? 

 

Where does the shuttle bus stop? 

 

What are good places to see? 

 

I'd like to see famous spots and 

historic sites. 

I especially want to see a church 

or cathedral. 

I especially want to see tourist 

spots. 

Do you have a pamphlet in 

Japanese? 

 

A:  Keep the room key, please. 

B:  We have a key drop. Please use 

it.  

 

A:  Please keep my valuables. 

B:  Please use the safe at the  

reception. 

 

A:  The key for 503, please. 

B:  Here you are. 

 

A: I'm staying in room 123. 

B: How can I help you? 

A: Room service, please. A pot of  

tea, please. 

 

B: Excuse me, is anyone in the  

room? 

A: Who is it? 

B: Room service. 

 

Get me a taxi, please. 
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あずけた きちょうひん を もどして もらえますか？ 

 

メッセージは ありませんでしたか？ 

 

これを へやまで はこんで ください。 

 

これが へやの かぎ です。 

 

しょくどうは どこ ですか？ 

 

こちらで ゆうびん きっては はんばい  

していますか？ 

 

ホテルで きってを うって いますか？ 

 

かいものを したいのですが。 

 

はんかがいは どのへん ですか？ 

 

2じに おきゃくさん が きます。 レストランに  

いますので、ついたら よびだしを かけて ください。 

 

 

これらの ふくを せんたくして ほしいん ですが。 

 

ビジネス センターは どこですか？ 

 

ルームサービスが まだ きません。 

 

あすの ちょうしょくを たのみたいん ですが。 

 

たのんだ ちょうしょくが まだ きません。 

 

モーニングコールを あさ ７じ に おねがいします。 

 

タオルを なんまいか いただきたいん ですが。 

 

プールは いちにちじゅう はいれますか？ 

 

 

I'd like my valuables back. 

 

Were there any messages for me? 

 

Please carry this to my room. 

 

This is the room key. 

 

Where is the cafeteria? 

 

Do you sell postage stamps here? 

 

 

Can I buy stamps in the hotel? 

 

I'd like to go shopping. 

 

Where is the downtown area? 

 

I'm expecting a visitor at  

2 o'clock. Please page me in the 

restaurant when she arrives. 

 

I'd like these clothes cleaned. 

 

Where is the business center? 

 

Room service hasn't come yet. 

 

I'd like to order breakfast for 

tomorrow. 

I'm still waiting for the 

breakfast I ordered. 

I'd like a wake-up call at seven 

a.m. 

I'd like to have several towels. 

 

Can we use the pool all day? 
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テニスコートを 10じから ２じかん よやく したいん  

ですが。 

 

２じの よやくを キャンセルしたいん ですが。 

 

へやを そうじ して ください。 

 

へやが そうじ して ありません。 

 

もっと うえの かいの へやに うつれますか？ 

 

ポーターを よんで ください。 

 

にもつを はこんで ください。 

 

にもつを とりに きて ください。 

 

ここの えいぎょう じかんは どのように なって  

いますか？ 

 

けいたい でんわ の かしだしは ありますか？ 

 

ウィンドウズを つかいたいん ですが。 

 

Eメールを おくり たいん ですが。 

 

コピーは ここで できますか？ 

 

この ファイルを プリントアウト してください。 

 

へやに かぎが かかって しまいました。 

 

かぎを へやに わすれて しまったんです。 

 

へやに はいれないん です。 

 

へや ばんごうを わすれて しまいました。 

 

かぎが あきません。 

 

Can I reserve a tennis court at 10 

o'clock for two hours? 

 

I'd like to cancel my reservation 

for two. 

Please clean the room. 

 

The room has not been cleaned. 

 

Can I move to a room on an upper 

floor? 

Please call the porter. 

 

Please carry my bags. 

 

Please come and pick up my 

baggage. 

What are your business hours? 

 

 

Do you have rental cell phones? 

 

I want to use Windows. 

 

I'd like to send some e-mails. 

 

Where can I photocopy this? 

 

Can you print out this file for 

me? 

I'm locked out. 

 

I left my key in my room. 

 

I can't get into my room. 

 

I forgot my room number. 

 

The key does not work. 
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かぎが しまりません。 

 

おゆが でません。 

 

トイレが ながれません。 

 

みずが でません。 

 

みずが もれてます。 

 

テレビが つきません。 

 

でんきゅうが きれています。 

 

やたらと へやが さむいん〔あついん〕ですけど。 

 

でんわが つながりません。 

 

きちょうひんが なくなって います。 

 

となりが とても うるさいん ですが。 

 

へやの ちかくに へんな ひとが います。 

 

すぐに そちらに まいります。  

 

にほんへ こくさいでんわを かけたいん ですが。 

 

にほんへ ちょくつうで かけられますか？ 

 

コレクトコールで おねがい します。 

 

もういちど かけて みて もらえ ますか？ 

 

まちがえて つながれて しまいました。 

 

 

うけつけ 

うけつけ、フロント 

コンシェルジュ、 あんない 

The lock does not work. 

 

There is no hot water. 

 

The toilet does not flush! 

 

There is no water coming out of 

the sink. 

Water is leaking. 

 

The TV doesn't work. 

 

The light has gone out. 

 

The room is really cold[hot]. 

 

The phone does not work. 

 

My valuables are missing! 

 

The room next door is very noisy. 

 

There is a strange guy near my 

room. 

I'll be there right away. 

 

I'd like to make an international 

call to Japan. 

Can I dial direct to Japan? 

 

Collect call, please. 

 

Could you try calling the number 

again? 

The operator connected me to a 

wrong number. 

 

reception 

front desk 

concierge 
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しはいにん 

かいけいがかり 

ベルボーイ 

ドアマン 

メイド 

 

きゃくしつ がかり 

かぎ 

おやかぎ 

あいかぎ 

へや 

ついかベッド  

 

シーツるい 

いんりょうすい 

よくしつ、トイレ 

みずもれ 

おゆ 

 

コンセント 

ルームサービス 

ランドリーサービス 

せんたくもの 

モーニングコール 

 

びよういん 

きちょうひん 

あずかりきん 

きちょうひん あずかり きんこ 

ひきかえしょう 

 

P68 

ステーキの やきかたは いかが いたしましょうか？ 

――― ミディアムで、おねがいします。 

――― レアで、おねがいします。 

――― ウェルダンで、おねがいします。 

 

スープとサラダの どちらに なさいますか？ 

――― サラダに します。 

 

manager 

cashier 

bellboy 

doorman 

maid 

 

housekeeper 

key 

master key 

spare key 

room 

extra bed 

 

linen 

drinking water 

bathroom 

leaking 

hot water 

 

outlet 

room service 

laundry service 

laundry  

wake-up call 

 

beauty salon 

valuables 

deposit 

safe deposit box 

voucher 

 

 

A: How would you like your steak? 

B: Medium, please. 

Rare, please. 

Well-done, please. 

 

A: Which would you like, soup or 

salad? 

B: Salad, please. 
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サラダは なにに なさいますか？ 

――― グリーンサラダを おねがいします。 

 

ドレッシングは なにに なさい ますか？ 

――― フレンチドレッシングを おねがい します。 

 

 

グリーンサラダ 

ぎょかいるいの サラダ 

シェフの おすすめ サラダ 

シーザー サラダ 

コールスロー 

 

カニ サラダ 

コンビネーション サラダ 

フレンチ ドレッシング 

イタリアン ドレッシング 

サザンアイランド ドレッシング 

ブルー チーズ ドレッシング 

すあぶら ドレッシング 

 

ステーキが、いちばん おいしい みせ、どこですか？ 

 

ここから そこへ、 あるいて いけますか？ 

 

こちらに にほんご、はなせるひと、いますか？ 

 

できれば、すみのせきの しずかな せきが いいんです

が、、、、 

 

しょくぜんしゅを ください。 

 

ぜんさいと ほねつき ステーキを いただきたいん  

ですが、、、 

 

エスプレッソも  ください。 

コーヒーは しょくごに おねがい します。 

 

サーロインステーキを にぶんのいち パウンド くださ

い。 

A: What kind of salad would you 

like? 

B: Green salad, please. 

A: What kind of dressing would you 

like?  

B: French dressing, please.  

   

green salad 

seafood salad 

chef’s salad 

caesar salad 

coleslaw salad 

 

crab salad 

combination salad 

French dressing 

Italian dressing 

Thousand Island dressing 

blue cheese dressing 

oil and vinegar dressing 

 

Where can I get the best steak? 

 

Can I walk there from here? 

 

Does anyone here speak Japanese? 

 

I'd like a table in a quiet 

corner, if you've got one. 

 

I'd like a drink before dinner. 

 

I'd like appetizers and a T-bone 

steak. 

 

I'd like an espresso, too. 

I'd like my coffee after the meal, 

please. 

I would like to have a half pound 

sirloin. 
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ステーキは やきあみで、 それとも、 フライパンで、 

やきましょうか？ 

--あみやきで おねがい します。 

 

ステーキは よく やいて ください。 

 

 

ステーキを ひとくち サイズに おきり しましょう

か？ 

――――― ごしんせつに ありがとう。 

 

ステーキと よくあう ワイン、おしえて もらえますか？ 

--ゆうき ワインは いかがですか？ 

 

 

 

からくちの しろワイン は どれですか？ 

 

ワインを カラフで おねがい します。 

 

ワインを グラスで ちゅうもん できますか？ 

 

グラスワイン、おねがい します。 

 

ミネラルウォーター、ひとびん ください。 

 

 

ステーキの おあじは いかがですか？ 

--ぜっぴん です。 

おいしく いただいて います。 

 

ナプキン、もらえますか？ 

 

もう ひときれ、パン、もらえますか？ 

――― すぐに おもち いたします。 

 

 

これは もちかえり できますか？ 

 

 

A: Shall I grill your steak or fry 

it? 

B: Grill, please. 

 

I want the steak thoroughly 

cooked. 

 

A: Shall I cut your steak into 

bite-size pieces? 

B: That's very kind of you. 

 

A: Could you recommend a wine that 

goes well with steak? 

B: How about some tasty organic 

wine? 

 

Which of the white wines is dry? 

 

I'd like a carafe of wine. 

 

Can I order wine by the glass? 

 

I'd like a glass of wine. 

 

Could I have a bottle of mineral 

water? 

 

A: How's that steak? 

B: It's delicious! 

I'm enjoying my dinner. 

 

Can I have some napkins? 

 

A: Can I have another piece of 

bread? 

B: I'll be right with you. 

 

Can I get that to go? 
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じもとの りょうりを たべてみたいん ですが。 

 

ていしょくは ありますか？ 

 

ひがわり ていしょく、もらいます。 

 

すこしだけに してください。 

 

はんぶんだけ もらえますか？ 

 

おさらを なんまいか もらえますか？ 

 

おさらを もういちまい もらえますか？ 

 

コーヒーは おかわり じゆう です。 

 

なにか ございましたら おもうしつけ ください。 

 

クリームいりで コーヒー、おねがい します。 

 

ブラックで ください。 

 

カフェインぬきの コーヒー ください。 

 

コーヒーのおかわりは いかが？ 

--けっこう です。 

 

おみず、 いっぱい ください。 

 

おみず、 もういっぱい いただけますか？ 

 

メニュー、みせて ください。 

 

のみもの メニュー みせて ください。 

 

生ビール、 ください。 

 

おす、いただけますか？ 

 

これは、どうやって たべるん ですか？ 

I'd like to try some local dishes. 

 

Do you have a set meal? 

 

I'll have the daily special. 

 

I'll have just a bit. 

 

Can I have a half-portion? 

 

Can I have some extra plates? 

 

Can I have another plate, please? 

 

You may have free refills on 

coffee. 

Call me if you need anything. 

 

I'd like some coffee with cream. 

 

I'll have it black. 

 

I'd like some decaf. 

 

A: Some more coffee? 

B: No, thank you. 

 

A glass of water, please. 

 

May I have another glass of water? 

 

May I see the menu? 

 

May I see the drink menu? 

 

Draft beer, please. 

 

Could I have some vinegar? 

 

How do I eat this? 
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こざらを ください。 

 

パンの おかわり、 ください。 

 

おかわり、ください。 

 

すみません、ナイフ、おとして しまいました。 

 

まだ たべています。 

 

おさらを さげて もらえますか？ 

 

もちかえりように して もらえますか？ 

 

たのんだ りょうり、まだ きません。 

 

30ぷん ぐらいまえに ちゅうもん したんですが。 

 

つぎの ものは まだでしょうか？ 

 

ちゅうもんした ものと ちがいます。 

 

しつれいしました！ どうなってるのか しらべます。 

 

フォークが ありません。 

 

なかが なまやけ です。 

 

へんな あじが します。 

 

グラスに くちべにが ついています。 

 

あたらしい ものを ください。 

 

りょうりの なかに なにか はいって います。 

 

デザートが まだ こないん ですが。 

 

となりの テーブルが うるさすぎます。 

 

Can I have a small plate? 

 

Some more bread, please. 

 

Can I get a refill? 

 

Excuse me, I dropped my knife. 

 

I'm still working on it. 

 

Can you take this plate?  

 

May I have a doggie bag? 

 

I'm still waiting for my order. 

 

I ordered about 30 minutes ago. 

 

How is my order coming? 

 

This is not what I ordered. 

 

I'm sorry.  I'll see what's 

happened. 

I didn't get a fork. 

 

This is raw inside. 

 

This tastes strange. 

 

There's lipstick on my glass. 

 

Please give me a new one. 

 

There's something in my food. 

 

My dessert hasn't come yet. 

 

The next table is too noisy. 
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かんじょうを おねがい します。 

 

どこで しはらえば いいんですか？ 

 

よろしければ、 こちらで おしはらい ください。 

 

チップは ふくまれて いますか？ 

 

チップは カードばらいに ふくめました。 

 

げんきんで はらいたいん ですが。 

 

つりせんが ふそくして います。 こぜにを おもちです

か？ 

 

ここに すわっても よろしい でしょうか？ 

―――― どうぞ。 

ちょうしょく B を おねがい します。 

 

たまごが どうなさい ますか？ 

いりたまごで ベーコンを つけて ください。 

 

たまごは スクランブルで、 ポテトは フレンチフライに 

してください。 

P82 

めだまやき と マッシュポテトに して ください。 

 

マッシュポテトを もっと もらえますか？ 

 

それを トマトぬきで ください。 

 

 

いりたまご 

オムレツ 

おとしたまご 

めだまやき 

かためんやき の めだまやき 

 

りょうめんやき の めだまやき 

 

May I have the check? 

 

Where should I pay? 

 

You can pay when you're ready.  

 

Is the gratuity included? 

 

I included the tip in the check. 

 

I'd like to pay with cash. 

 

I'm running out of change. Do you 

have any smaller bills? 

 

A: May I sit down here? 

B: Sure.  /  Why not? 

I'll have breakfast B. 

 

A:  How would you like your eggs? 

B: Scrambled eggs with bacon, 

please. 

I'd like the eggs scrambled, and 

the potatoes fried. 

 

Fried eggs and the mashed 

potatoes. 

May I have more mashed potatoes? 

 

Can I get that without tomatoes, 

please? 

 

scrambled egg 

omelet 

poached egg 

fried egg(s) 

sunny-side up 

 

over easy 
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かたゆで たまご 

はんじゅく たまご 

ハム 

 

ベーコン 

ソーセージ 

ベークド ポテト 

フライド ポテト 

マッシュ ポテト 

 

ハンバーガーひとつと コーラのしょう ひとつ  

ください。 

 

タマネギ〔ピクルス〕を ぬいて ください。 

 

フライドポテトのだい、 ください。 

 

ケチャップと マスタード は どうしますか？ 

--りょうほう つけて ください。 

 

ケチャップ、おねがいします。 

 

ホットドッグ ふたつ と レギュラーサイズの コーラ、

ひとつ ください。 

 

からし と ケチャップは、 どうしますか？ 

--けっこうです。 そのままが すきなんで。 

 

ここで めしあがりますか？ おもちかえり ですか？ 

--ここで たべます。 

 

もちかえり ます。 

 

ちゅうサイズの ピザを、ください。 

 

うすい きじに して ください。 

 

やさいだけ トッピングした ピザを おねがい します。 

 

アンチョビいがいは すべて のせて ください。 

hard-boiled egg 

soft-boiled egg 

ham 

 

bacon 

sausages 

baked potato 

French fries 

mashed potatoes 

 

A hamburger and a small coke, 

please. 

 

No onions[pickles], please. 

 

A large French fries, please. 

 

A: Ketchup or mustard? 

B: Both, please. 

 

With ketchup, please. 

 

Two hot dogs and one regular coke, 

please. 

 

A: With mustard and ketchup? 

B: No， thanks.  I like it plain. 

 

A: For here or to go? 

B: For here, please. 

 

To go, please. 

 

A medium pizza, please. 

 

Thin crust, please. 

 

I'd like a vegetarian pizza. 

 

I'd like everything but anchovies. 
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ぐざいを ぜんぶ いれた ピザを ください。 

 

わたしも おなじで コールスローの かわりに  

フライドポテトを つけて ください。 

 

しおを つかわないで りょうり してください。 

 

わたしにも、 かれと おなじものを ください。 

 

やっぱり これに  へんこうして ください。 

 

 

ピザを たのんであるん  ですが、 どうなって 

 ますか？ 

 

カフェインぬきの  コーヒーが ほしいん  ですが。 

 

おなじものを   もらいます。 

 

ここで、   にほんえんは   つかえますか？ 

 

てんちょうと   おはなし  したいん  ですが。 

P90 

(てを あげて)      タクシー！ 

--どちらまで  ですか？ 

イースタン ホテルまで おねがい します。 

ホテルまで、  いくら  ですか？ 

--少なくとも、  20ドル、  かかりますけど。 

おおきい  しへいしか  ないん ですが、 だいじょうぶ   

ですか？ 

--だいじょうぶ  ですよ。 

 

なんぷん くらい   かかり  ますか？ 

--30ぷん  いじょう  かかります。 

もう  そろそろ  ですか？ 

--すぐ  そこ です。 

おつりは、  とって  おいて  ください。 

--ありがとうございます。   よい ごりょこうを。 

 

 

I'll have a pizza with everything. 

 

I'll have that, too, but with 

French fries instead of coleslaw. 

 

I'd like it cooked without salt. 

 

I'll have what he's having. 

 

I've changed my mind.  I'll take 

this instead of that. 

 

Can you check on those pizzas, 

please? 

 

I'd like a decaffeinated coffee. 

 

I'll have the same. 

 

Can I use Japanese yen here? 

 

I'd like to speak to the manager. 

 

A: Taxi! 

B: Where to? 

A: To the Eastern Hotel, please. 

How much to the hotel? 

B:  At least twenty dollars. 

A:  Is it OK if I pay with a large 

bill? 

B:  All right. 

A:  How long does it take? 

B:  It will take more than thirty 

minutes. 

A:  Are we almost there? 

B:  It's right there. 

A:  Keep the change. 

B:  Thank you. Have a nice trip. 
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タクシーを  よんで  ください。 

にもつを  タクシーのりば まで  はこんで いただけませ

んか？ 

 

タクシー   のりば、  どこ  ですか？ 

 

どこで タクシー、 ひろえますか？ 

 

６じまでに いかなければ なりません。 

 

この じゅうしょに いって ください。 

 

いちばん ちかいみち を いって ください。 

 

にもつを トランクに いれて ください 

 

にもつは じぶんで はこべます。 ポーターは ひつよう  

ありません。 

  

だんぼう、 いれて もらえますか？ 

 

つぎの いちじていし で させつ して ください。 

 

すぐもどりますから、ちょっと まってて もらえますか？ 

 

とちゅうに けしきの いいみちが あったら とおって  

もらえますか？ 

 

いそいで います。  

 

ひこうきに のらなきゃ ならないん です。 

 

きちんと メーターを しよう してください。 

 

わりまし りょうきんは ありますか？ 

  

そんなに たかい はずが ありません。 

 

こんなに じかん、 かかる はず、 ありません。 

 

Please call a taxi for me. 

Could you carry my baggage to the 

taxi stand? 

 

Where is the taxi stand? 

 

Where can I catch a taxi? 

 

I have to be there by six. 

 

To this address, please. 

 

Take the shortest way. 

 

Put my baggage in the trunk, 

please. 

I don't need a porter. I can carry 

it myself. 

 

Could you turn the heater on? 

 

Turn left at the next stop sign. 

 

Could you wait here?  I'll be 

right back. 

Is there a scenic road we can take 

along the way? 

 

I'm in a hurry. 

 

I have to catch my plane. 

 

Please use the meter. 

 

Are there any extra charges? 

 

It should not cost this much. 

 

It should not take this long. 
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ここで とめて ください。 

 

トランクを あけて ください。 

 

バスのチケット は どこで かえますか？ 

 

しないに いく ばすは どこから でますか？ 

 

まちまで どうやって いくんが いちばん  

やすいですか？ 

 

ABCホテル（へ）の シャトルバスは ありますか？ 

 

むりょうの シャトルバス、ありますか？ 

 

シャトルバスは よやくの ひつよう、 ありますか？ 

 

タクシー のりば 

バスのりば 

うんてんしゅ 

トランク 

りょうきん 

 

ちょうか りょうきん 

おうだん ほどう 

こうさてん 

しんごう 

かど 

とおり 

おおどおり 

うかいろ 

p98 

バッグうりば、どこですか？ 

――― ３がい で ございます。  

 

いらっしゃいませ！ なにか おさがし ですか？ 

――― みている だけです。 

なにか ありましたら、 こえかけて ください。 

――― はい、そうします。 

Stop here, please. 

 

Open the trunk, please. 

 

Where can I get a ticket for the 

bus? 

Where does the bus to the city 

depart from? 

What's the cheapest way to get to 

the city? 

 

Is there a shuttle bus to ABC 

Hotel? 

Is there a free shuttle bus? 

 

Do I have to make a reservation 

for the shuttle? 

 

taxi stand 

bus stop 

driver 

trunk 

fare 

 

extra charge 

crossing 

intersection 

traffic lights 

corner 

street 

main street 

bypass 

 

A:  Where's the bag department? 

B:  On the third floor. 

 

A:  Hello!  May I help you? 

B:  Just looking, thanks. 

A:  If you need any help, please 

ask me. 



27 

 

あれ、 みせて ください。 

―――  はい、どうぞ。 

 

わたしの さがしているものと すこし ちがいます。 

――― こちらは、 いかがですか？ 

あら、すてき！ これ、もらいます。 

 

 

――― げんきんで おしはらい ですか、 それとも、 

カードで おしはらい ですか？ 

――― げんきんで はらいます。 

  

いくらですか？ 

――― ２５ドル です。 

 

えー、たかすぎますよ！ やすくして ください。  

――― そうですね。 ２０ドルで。 

うーん。 １５ドルなら。 

――― それは むりですよ。ふたつで ２５ドルで、  

どうですか？ 

よし、とりひき せいりつ です。 もらいます。 

――― おかいどく ですよ。 

 

 

この カード つかえますか？ 

――― もうしわけ ありませんが、 つかえません。 

わかりました。 げんきんで はらいます。 レシート、 

ください。 

――― はい、どうぞ。 よい ごたいざいを！ 

 

 

グッチの バッグは どこに ありますか？ 

 

レミーマルタンを さんぼん ください。 

 

ニナリッチの ハーフオンスの こうすいを ください。 

 

 

どれが なりた くうこう わたし ですか？ 

 

B:  Thanks.   I will.    

  Show me that one, please. 

A:  Here you are. 

B: This isn't quite what I'm 

looking for. 

A:  How about this? 

B:  Oh, how pretty! I'll take this 

one. 

A:  Cash or charge? 

B:  I'm paying in cash. 

      

 

B:  How much? 

A:  Twenty-five dollars. 

b:  OK. It’s too expensive. Can 

I have a discount? 

A:  OK. Twenty dollars. 

B:  Umm, fifteen dollars? 

A:  That’s impossible. 

 How about twenty-five dollars 

for two? 

B:  OK. It’s a deal. I’ll take 

it. 

A:  It’s a good deal. 

B:  Is this card OK? 

A:  I’m sorry, but you can’t use 

that one. 

B:  I see. I’ll pay in cash. 

Give me a receipt, please. 

A:  Here you are. Have a good 

stay. 

Where are the Gucci bag? 

 

Three Remy Martins, please. 

 

A 1/2 oz of Nina Ricci perfume, 

please. 

 

Which ones will I get at Tokyo 

airport? 



28 

 

どれが げんちの くうこう わたしですか？ 
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こんにちは。 

――― もう せっきゃく してもらっています。 

 

すみません、 ちょっと いいですか？ 

 

てに とって いい ですか？ 

 

つけて みて いいですか？ 

 

さがしている ものが なかなか ないん です。 

 

セールに なっている ものは？ 

 

おおきい   ちいさい 

ながい    みじかい 

ゆるい    きつい 

はばがひろい   はばがほそい 

ぶあつい     うすい 

     

しろ    くろ 

あか    あお 

き     みどり 

ピンク   ちゃいろ 

あいいろ 

 

これ、いくらですか？ 

 

たかい ですねー！  すこし、ねびき  

してくれませんか？ 

 

すごく やすい ですね。 これ、ください。 

 

りょうしゅうしょを ください 

 

クレジット カードで はらい ます。 

 

どの クレジット カードが つかえますか？ 

Which ones will I get before 

departure? 

 

A: Hello! 

B: I've been helped, thank you. 

 

Excuse me, can you help me? 

 

Can I pick it up? 

 

May I try it on? 

 

I'm having a hard time finding it. 

 

Anything on sale? 

 

large     small 

long      short 

loose     tight 

wide      narrow 

chunky    thin 

 

white     black 

red       blue 

yellow    green 

pink      brown 

indigo 

 

How much is this? 

 

That's expensive 

Can you give me a little discount? 

 

It's a real bargain. I'll take it. 

 

I'd like a receipt, please. 

 

Charge it, please. 

 

Which credit cards do you take? 
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プレゼントように つつんで ください。 

 

ふくろを ふたつに わけて もらえますか？ 

 

キープしておいて もらえますか？ あした また  

きます。 

 

ごめんなさい。 かう（＝もらう）の やめます。 

 

ほうせき うりばは、 どこですか？ 

 

めんぜいひん うりばは どこに ありますか？ 

 

なながつの たんじょうせきは なんですか？ 

―――  ルビーです。 

 

この いしは なんですか？ 

 

この いしは サファイア ですか？ 

 

てに とって いいですか？ 

 

これは めんぜいで かえますか？ 

 

ほしょうしょ、ついてますか？ 

 

めんぜあつかいに されますか？ 

 

なにか てつづきを するの ですか？ 

 

この しょるいに きにゅう してください。 

 

パスポートをみせて ください。 

この ちかくに みやげやは ありますか？ 

 

どの みせが いちばん しなぞろえが いいですか？ 

 

ここでしか かえない ものが ほしいん ですけど。 

 

 

Can you gift-wrap it? 

 

Can you put these in separate 

bags? 

Could you keep this for me? I'll 

come back tomorrow. 

 

I'm sorry. I've decided not to 

take it. 

Where's the jewelry counter? 

 

Where's the tax-free corner? 

 

A: What is July's birthstone? 

B: It's ruby. 

 

What's this stone? 

 

Is this stone sapphire? 

 

May I pick it up? 

 

Can I buy it duty-free? 

 

Does it have a warranty? 

 

Would you like to make it tax-

free? 

What should I do with it? 

 

Please fill in this form. 

 

Can I see your passport? 

Is there a souvenir shop around 

here? 

Which shop has the best selection? 

 

I'd like to get something that I 

can buy only here. 
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これは なんですか？ 

 

あれを みせて ください。 

 

これは たべられ ますか？ 

 

これは ほんもの ですか？ 

 

つかいかたが わかりません。 

 

つかいかたは どうするの ですか？ 

 

これは にほんでも うって いますか？ 

 

にほんだと、いくら ですか？ 

 

にほんで うっていないのは どれですか？ 

 

このタイプの しろの バッグは ありますか？ 

--ただいま しなぎれ です。 

どうすれば てに はいりますか？ 

--にほんに ゆうそう できますよ。 

はっそうの ひようは いくら かかり ますか？ 

ほかに どんな いろが あるんですか？ 

--くろ、あか、ピンク、きいろ、それに、みどりが  

ございます。 

きいろを みせて ください。 

 

 

20ドルくらいの ワインで おすすめの ものは  

ありますか？ 

 

カリフォルニア ワインで  おすすめは どれですか？ 

 

 

ねだんが てごろで フルボディの ワインを さがして  

います。 

 

フルーティな ワインを さがして います。 

 

What is this? 

 

Show me that one, please. 

 

Can I eat this? 

 

Is this real or imitation? 

 

I don't know how to use this. 

 

Can you tell me how to use this? 

 

Can we get this in Japan, too? 

 

How much is this in Japan? 

 

Which one is not sold in Japan? 

 

A: Do you have this bag in white? 

B: We are sold out now. 

A: How can I get it? 

B: We can send it to Japan. 

A: What will the shipping charge  

be? 

What other colors do you have? 

B: We have black, red, pink,  

yellow and green. 

A: Show me the yellow one. 

 

Can you recommend a red wine 

that's about 20 dollars? 

 

Could you recommend a good 

California wine? 

 

I'm looking for a reasonable 

priced full-bodied wine. 

 

I'm looking for a fruity wine. 
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この ワインには どんな りょうりが あいますか？ 

 

 

この ワインの せいさんちと ひんしゅは なんです

か？ 

 

にほんしょくには どの ワインが あいますか？ 
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おきゃくさま そうだんしつは どこですか？ 

 

きのう これを かいましたが サイズが あいませんで

した。 

 

ここが ほつれて いました。 

 

ボタンが とれています。 

 

やぶれて いました。 

 

こわれて いました。 

 

はこの なかみが ちがって いました。 

 

せいきゅう きんがくが ちがって いました。 

 

まだ つかって いません。 

 

とりかえて もらえますか？ 

 

へんぴん したいん ですが。 

 

おかねを かえして もらえますか？ 

 

これが レシート です。 

 

レシートは もらって いません。 

 

レシートを なくして しまいました。 

 

What kind of dish does this wine 

go well with? 

 

Where is this wine from and what 

kind is it? 

 

Which wine goes well with Japanese 

food? 

 

Where is customer service? 

 

I bought this yesterday, but it 

doesn't fit. 

 

The thread is loose here. 

 

A button is missing. 

 

It's torn. 

 

It's broken. 

 

The contents of the box were 

different. 

The amount on the bill is wrong. 

 

I haven't used it at all. 

 

Will you exchange this? 

 

I would like to return this. 

 

Can I have my money back? 

 

This is the receipt. 

 

I didn't get a receipt.  

 

I lost my receipt. 
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たんとうした てんいんを よんで ください。 

 

ぜんぜん うごきません。 

 

これが ほしょうしょ です。 

 

しゅうりに どれくらい じかんが かかりますか？ 

 

しゅうりして にほんに おくって くれますか？ 
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この のりものには このチケットで のれますか？ 

――― ええ、 のれますよ。 

 

パレードは なんじから はじまり ますか？ 

――― じゅうじ です。 

 

これは ジェットコースターの れつ ですか？ 

――― ちがいます。 むこうです。 

まちじかんは どれくらい ですか？ 

―――さんじゅっぷん ほど です。 

トイレに いきたいんです。れつの じゅんばんを  

キープしておいて いただけますか？ 

――― いいですよ。 

ありがとう すぐ もどります。 

―――― わかりました。 
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ここには どのくらい いますか？ 

 

なんじまでに もどれば いいですか？ 

 

いりぐちは どこですか？ 

 

にもつを あずけられる ところは ありますか？ 

 

でぐちは どこですか？ 

 

 

Please call the person who sold 

this. 

It doesn't work at all. 

 

Here is the warranty. 

 

How long will it take to fix it? 

 

Could you fix it and send it to 

Japan? 

 

A: Can I go on this ride with this  

ticket? 

B: Yes, you can. 

A: What time does the parade  

start? 

B: At ten o'clock. 

A: Is this the line for the roller  

coaster? 

B: No, it isn't. That line is over  

there. 

A: How long is the wait? 

B: About half an hour. 

A: I need to go to the restroom. 

Could you save my place? 

B: All right. 

A: Thank you.  I'll be right back. 

B: Sure. 

 

How long are we staying here? 

 

By what time should I be back? 

 

Where is the entrance? 

 

Is there a coat check? 

 

Where is the exit? 
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この あんないしょを もらっていいですか？ 

 

このばしょの せつめいを してください。 

 

みちじゅんは こちらで いいですか？ 

 

しゃしんさつえいは だいじょうぶ ですか？ 

 

フラッシュを たいても いいですか？ 

 

おみやげを かうところは ありますか？ 

 

トイレは どこに ありますか？ 

 

いっしょに まわって いいですか？ 

 

ちょっと おちゃでも しません？ 

 

にもつを あずかって いただきたいんですが。 

 

むりょうの パンフレットは ありますか？ 

 

にほんご ガイドつきの おんせい ガイド  

ありますか？ 

 

これは だれの え ですか？ 

この え の ポストカードが ほしいのですが。 

 

この はんがが ほしいの ですが。 

 

さくひんに ふれても だいじょうぶ ですか？ 

 

これは なんの パフォーマンス ですか？ 

 

ゴッホの さくひんは どこに ありますか・ 

 

いんしょうはの てんじしつ は どこですか？ 

 

（かんない ちずを みせて）その てんじしつに しるし

を つけて ください。 

May I have this guide brochure? 

 

Can you tell me about this place? 

 

Is this the correct way? 

 

Is it allowed to take pictures 

here? 

May I use a flash? 

 

Is there a souvenir shop around 

here? 

Where can I find the restroom? 

 

Can I join you? 

 

Let's take a coffee break. 

 

Could you keep this baggage? 

 

Do you have any free brochures? 

 

Do you have an audio guide in 

Japanese? 

Who's painting is this? 

I'd like to have a postcard of 

this painting. 

 

I'd like to buy this print. 

 

Is it OK to touch this art work? 

 

What is this performance about? 

 

Where is the Van Gogh exhibit? 

 

Where is the impressionists' 

exhibition? 

Please mark the room on this map? 
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なんがいに ありますか？ 

 

レストランは どこですか？ 

 

りょこう なかまと はぐれちゃい ました。  

このあたりで にほんじんの りょこうだんたいを  

みなかった でしょうか？ 

 

かんこう ばしょの ちゅうしゃじょうは どこですか？ 

 

ゆうじんと はぐれて しまい ました。ゆうじんを  

さがしています。 

よびだしの アナウンス、おねがい します。 

 

バスが いって しまい ました。 

 

タクシーは ここで ひろえ ますか？ 

 

ABCホテルへ 行く道を おしえて ください。 

 

でんわは どこで かけられ ますか？ 

 

みちに まよって しまい ました。 

 

きぶんが わるいん です。  よこに なって やすめる 

ばしょを さがして いるんですが。 

 

みぎあしを けがしました。 

 

ここで しゃしん、とっても いいですか？ 

 

フラッシュ、つかっても いいですか？ 

 

しゃしん、とってもらえますか？ 

 

シャッター、おす だけです。 

   

もういちまい、 おねがい します。 

 

どうぞうも いれて とって ください。 

Which floor is it? 

 

Where are the restaurants? 

 

I've lost my tour group. 

Have you seen a Japanese tour 

group around here? 

 

Where is the sightseeing bus 

parking lot? 

I've lost my friend. I'm looking 

for my friend. 

Can you page her[him]？ 

 

My tour bus left me behind. 

 

Can I get a taxi here? 

 

Please tell me the way to the ABC 

Hotel? 

Where can I find a telephone 

booth? 

I'm lost. 

 

I feel sick. I'm looking for a 

place to lie down and rest. 

 

My right foot is injured. 

 

Can I take pictures here? 

 

Can I use my flash? 

 

Will you take a picture of me? 

 

Just press the shutter. 

 

Can you take one more? 

 

Please put the statue in a frame. 
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め、つぶって しまい ました。 

 

もういちど、 おして ください。 

 

こえを かけて ください。 

 

あなたの しゃしん、とっても いいですか？ 

 

いっしょに しゃしん、 とりましょう。 

 

 

わらって！ いち、にー、さんの ハイ チーズ！ 

 

どこか おすすめ ばしょ、 ありますか？ 

 

ゆうえんち 

どうぶつえん 

すいぞくかん 

しょくぶつえん 

えいがかん 

 

はくぶつかん 

じいん 

きょうかい 

きゅうでん 

さくひん 

 

かいが 

ちょうこく 

とうき 

ふるい 

どうじだいの、げんだいの 

 

れきしてきな 

かんない ず 

かいかん じかん 

へいかん じかん 

 

パンフレット、あんない しょ 

 

I closed my eyes. 

 

Press once more, please. 

 

Say, “when”. 

 

Can I take your picture? 

 

Let's have a picture taken  

together. 

 

Smile!  1,2,3, cheese! 

 

Can you recommend some good spots? 

 

amusement park 

zoo 

aquarium 

botanical garden 

movie theater 

 

museum 

temple 

church 

palace 

work 

 

painting 

sculpture 

pottery 

ancient 

contemporary 

 

historical 

building map 

opening time 

closing time 

 

brochure 
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ひがえり かんこう 

ナイトツアー 

しょよう じかん 

ツアー りょうきん 

 

しゅっぱつ ち 

かいさん ち 

さつえい きんし 

フラッシュ きんし 

 

この ホテルに カジノは ありますか？ 

 

ギャンブル、したいん ですが、、、 

 

この ふくそうで いいですか？ 

 

ジャケットと ネクタイを かしてください。 

 

チップは、どこで かえれますか？ 

 

じゅうドル ぶんの チップ ください。 

 

トークン、20ドルぶん、ください。 

 

これは どうやって やるんですか？ 

 

チップを にひゃくドル ください。 

 

ここの せきは あいて いますか？ 

 

はいって いいですか？ 

 

しょしんしゃ です。 さんかしても いいですか？ 

 

かけて ください。 

 

さいてい かけきんは いくらですか？ 

 

かけきんを おいても いいですか？ 

 

day trip 

night tour 

time required 

tour price 

 

place of departure 

end of tour 

no photography 

no flush photography 

 

Is there a Casino in this hotel? 

 

I'd like to go gambling. 

 

Can I go dressed like this? 

 

Can I rent a jacket and a tie? 

 

Where can I get chips, please? 

 

Ten dollars’ worth of chips, 

please. 

Twenty dollars' worth of tokens, 

please. 

How do I play this? 

 

Can I have two hundred dollars' 

worth of chips? 

Is this seat free? 

 

Can I get in? 

 

I'm a beginner. May I join you? 

 

Place your bets. 

 

What's the minimum bet? 

 

Can I place a bet? 
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じゅうよんばん に 10ドル かけます。 

 

１―１２の めに おいてください。 

 

おねがい！ 

 

かけ しゅうりょう。 

 

おわります。 

 

かける 

りょうがえ 

やめる 

いちまい ひく 

しょうぶ する 

 

もちて 

けっか 

はいとうきん 

さいてい かけきん 

さいこう かけきん 

 

ホイール チェック 

ボールをなげる ひと スピナー 

きすう  ／   ぐうすう 

いち から じゅうに もく 

１３ から ２４ もく 

２５ から ３６  もく 

 

カードを ひく 

ひかない 

２１ いじょう 

こうさん 

 

カードを ひく 

ひけない 

ゆうせいてきな かち 

ひきわけ 

 

ここに おいてあった カバン、しりませんか？ 

I bet ten dollars on No.14. 

 

Can you place it on the 1st dozen? 

 

Come on! 

 

No more bets. 

 

I'm done. 

 

bet 

change 

drop 

hit/draw 

deal 

 

hand 

outcome 

payoff 

minimum bet 

maximum bet 

 

wheel check 

spinner 

odd/even 

1st dozen 

2nd dozen 

3rd dozen 

 

hit 

stand 

burst 

surrender 

 

must drawing  

must stand 

natural 

tie 

 

Did you see a bag here? 
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さいふも パスポートも はいって いました。 

 

タクシーに さいふ、 おきわすれました。 

 

パスポートを なくしました。 

 

タクシーに おきわすれ ました。 

 

クレジットカードを なくしました。 

 

なにか さがす ほうほうは ありますか？ 

 

どうしたん ですか？ 

 

さいふを ぬすまれました。 

 

さいふを すられ ました。 

 

おかねは いくら はいって いましたか？ 

 

やく ２００ドル です。 

 

へやに おいてありました。 

 

バッグを ぬすまれ ました。 

 

なかみは なにが はいって いましたか？ 

 

さいふと パスポート です。 

 

クレジットカードを いちじ ていし したいです。 

 

クレジットカードを、むこうに して ください。 

 

 

あたらしい カードを はっこう して ください。 

 

パスポートの さいはっこうは、どこで できますか？ 

 

I had my wallet and passport in 

it. 

 

I left my purse in a taxi. 

 

I lost my passport. 

 

I left it in a taxi. 

 

I lost my card. 

 

Is there any way of tracing it? 

 

What's the matter? 

 

My wallet was stolen. 

 

My wallet was pickpocketed. 

 

How much cash was in it? 

 

About two hundred dollars in cash. 

 

I left it in my room. 

 

My bag was stolen. 

 

What was in it? 

 

My wallet and passport. 

 

I'd like to put a stop on my card. 

 

Please cancel my credit card 

number. 

 

I need to get a new card. 

 

Where can I have my passport  

reissued? 
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にほん りょうじかんの でんわ ばんごうは なんばん  

ですか？ 

 

にほんりょうじかんは どこですか？ 

 

さいはっこうには なにが ひつよう ですか？ 

 

しゃしんは なんまい ひつよう ですか？ 

 

てを あげろ！ 

 

うごくな！ 

 

それを よこせ！ かねを だせ！ 

 

てをあげ、あしを ひろげろ！ 

 

さがれ！ 

 

どけ！ 

 

だまれ！ 

 

しずかに しろ！ 

 

うごけ！（速くしろ！） 

 

おとせ！ 

 

ふせろ！ 

 

きえうせろ！ 

いうことを きけ！ 

 

おかねは ポケットに あります。 

 

おかねは それが ぜんぶです。 

 

なんでも もっていって いいから、 うたない 

 

What's the number for the  

Japanese consulate? 

 

Where is the Japanese consulate? 

 

What do I need to have my passport 

reissued? 

How many pictures do you need? 

 

Put your hands up! 

 

Freeze! 

 

Hand it over! 

 

Spread'em. 

 

Get back! 

 

Back off! 

 

Shut up! 

 

Can it! 

 

Move it! 

 

Drop it! 

 

Duck. 

 

Now get lost! 

You listen to me! 

 

I have money in my pocket. 

 

That is all I have. 

 

Take all you want. Just don't 

shoot! 
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ころさないで！ 

 

いのちを たすけて！ 

 

ドロボー！ 

 

たすけて！ 

 

だれか、 たすけて！ 

 

バッグを ひったくられました！ 

 

はんにんは あっちに いきました。 

 

けいさつに でんわして！ 

 

つかまえて！ 

 

じどうしゃ じこ に あいました。 

 

くるまに はねられて けが しました。 

 

ついとつ されました。 

 

ゆうじんが くるまに はねられました。 

 

きゅうきゅうしゃを よんで もらえますか？ 

 

けつえきがたは Aがた です。 

 

にほんごの わかる ひとを よんで ください。 

 

いしつぶつかは どこですか？ 

 

ごうとうじけんは どのかに とどけたら いいですか？ 

 

にほんごが できる しょくいんは いますか？ 

 

じこしょうめいを とりに こいと いわれました 

Please don't kill me. 

 

Please spare my life. 

 

Robber! 

 

Help! 

 

Somebody!  Help! 

 

My bag was snatched. 

 

The attacker went that way. 

 

Call the police. 

 

Get him! 

 

I had a car accident. 

 

I was hit and injured by a car. 

 

I was bumped from behind. 

 

My friend was hit by a car. 

 

Can you call an ambulance for me? 

 

My blood is type A. 

 

Do you have a Japanese-speaking 

staff? 

Where is the lost and found? 

 

Which department should I report 

to for a robbery. 

 

I was told to come get the 

accident report. 

 


