熊本大学留学生

日常コミュニケーション本
熊本大学学生支援部国際教育課

Fo r Kumamo to Univ e rsi ty I nte r na ti o n al S tu den ts

DAILY
COMMUNICATION
BOOK

熊本大学留学生

日常コミュニケーション本
Daily Communication Book
for Kumamoto University
International Students

熊本大学学生支援部国際教育課

Natural Disaster

語
単

Daily

時
害
災

Public Service Other Service Window

活
生
常
日

口
窓
の
他
の
そ

School

口
窓
的
公

Childbirth

校
学

Pregnancy

産
出

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Hospital

娠
妊

院
病

目次（Ｃｏｎｔｅｎｔｓ）

Vocabulary

1

病院 1（受付）Hospital 1 (Reception)… ………………………………………………………………………………… ３
病院 2（問診）Hospital 2 (Examination Interview)… ………………………………………………………………… ４
病院 3（入院・検査等）Hospital 3 (Hospitalization and Check-up)………………………………………………… ５
病院 4（会計手続）Hospital 4 (Accounting Procedure)… …………………………………………………………… ６
妊娠 1（診察）Pregnancy 1（Medical Examination）
…………………………………………………………………… ７
妊娠 2（手続・その他）Pregnancy 2（Documentation and Others）
… …………………………………………… ８
出産 1（出産）Childbirth 1（Labor and Birth）
…………………………………………………………………………… ９
出産 2（出産後）Childbirth 2（After the Birth）… …………………………………………………………………… １０
学校 1（申込み）School 1（Application）
… …………………………………………………………………………… １１
学校 2（出席関係・授業）School 2（Attendance and Classes）
…………………………………………………… １２
公的窓口 1（区役所）Public Service 1（Ward Office）
… …………………………………………………………… １３
公的窓口 2（警察・消防）Public Service 2（Police and Emergency）… ………………………………………… １４
その他の窓口 1（不動産）Other Service Window 1（Real Estate）
… …………………………………………… １５
その他の窓口 2（学内窓口）Other Service Window 2（University Office）
……………………………………… １６
日常生活 1（挨拶・一般会話）Daily 1（Greeting/Ordinal Conversation）… …………………………………… １７
日常生活 2（家事・近所付き合い /）Daily 2（House Work and Communication with Neighbors）… …… １８
日常生活 3（交通機関）Daily 3（Transportation）… ………………………………………………………………… １９
災害時 Natural Disaster… ……………………………………………………………………………………………… ２０
単語 1（人・職業・身体・特徴）Vocabulary 1 (Person/Occupation/Body Parts/Features)… …………… ２１
単語 2（時間・天候・季節・行事）Vocabulary 2 (Time/Weather/Seasons/Events)… ……………………… ２２
単語 3（書類・身分証）Vocabulary 3 (Documents/Identifications/)… ………………………………………… ２３
単語 4（学校用品・学校科目・学校行事）Vocabulary 4 (School Supplies/Classes/School Events)… …… ２４
単語 5（就職・学内手続・不動産）Vocabulary ５(Job Hunting/Student Registration/Real Estate)… …… ２５
単語 6（妊娠・出産・育児）Vocabulary ６ (Pregnancy/Birth/Child Care)……………………………………… ２６
単語 7（病院・症状・感情）Vocabulary ７(Hospital/Symptoms/Emotion)… ………………………………… ２７
単語 8（日用品・生活・その他）Vocabulary ８(Daily Supplies/Daily Life and Miscellaneous)… ………… ２８
単語 9（食品・地域・その他）Vocabulary 9 (Food/Community/Miscellaneous)… ………………………… ２９
単語 10（交通機関・ATM・熊本弁）Vocabulary 10 (Transportation/ATM/Kumamoto Dialect)… ……… ３０

1

How to use “Daily Communication Book”
日常コミュニケーション本の使い方

2

じょうび

①常備する・・・Have it with you all the time ！
さっし

あいて

み

こと

さ

②冊子を相手に見せる・・・Show the book to the person you want to communicate with.
つた

③伝えたい事を指さす・・・Point at what you need to say.
◎この冊子を利用しても難しい場合は、国際教育課に連絡をください。
（TEL:096-342-2133 平日※祝日を除く 9:00a.m. to 16:00p.m）
If the book can’t help you enough, please contact Kumamoto University International Student Office.
（TEL:096-342-2133 Weekdays*except holidays 9:00a.m. to 16:00p.m）

Student

I mean to tell you this.
Please see what’s
written in Japanese.

Officer

Oh, I see!
I understand what
you mean.
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Hospital

病院１（受付）Hospital 1 (Reception)
受付 /Reception

【受付担当者 /Receptionist】
・当院は初めてですか？（Touin wa hajimete desuka?）
Is this your first visit at this hospital (or clinic)?
・初診料がかかります。（Shoshin ryou ga kakari masu）
There will be a first-visit fee.
・保険証はお持ちですか？ / 保険証を見せてください。
（Hokenshou wa omochi desuka?/Hokenshou o misete kudasai）
May I have your Health Insurance Card? /Please show your Health
Insurance Card.
・ひまわりカードはお持ちですか？
（Himawari câdo wa omochi desuka?）
Do you have a HIMAWARI card? *
・今日の症状を教えて下さい。（Kyou no shoujou o oshiete kudasai）
Please tell us your current symptoms.
・これに記入をお願いします。（Kore ni kinyuû o onegai shimasu）
Please fill out this form.
・英語で大丈夫です。（Eigo de daijoubu desu）
English is fine.
・順番になったらお呼びします。（Junban ni nattara oyobi shimasu）
We will call you when it is your turn.
・お返しします。ありがとうございました。
（Okaeshi shimasu, arigatou gozaimashita）
Here is yours, thank you.
・次回は必ず持って来て下さい。
（Jikai wa kanarazu motte kite kudasai）
Please make sure to bring it next time.

【患者 /Patient】
・私は（身体の部位）が（症状）です。
（Watashi wa BODY PARTS ga SYMPTOM desu.）
I have SYMPTOM in (on) BODY PARTS.
・私は（症状）があります。
(Watashi wa SYMPTOM ga arimasu)
I have SYMPTOM.
・私は＿＿＿＿です。（Watashi wa ___________ desu）
I _________________. **use vocabularies to fill in.
・今日は持ってくるのを忘れました。
（Kyou wa motte kuruno o wasure mashita）
I forgot to bring it today.

＊ひまわりカードについて（About Himawari card）
HIMAWARI card/Certificate for Child Medical Subsidies is a card
provided from the city to those who have children from age 0
to 3rd-year students of junior high school if you are financially
qualified.
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4
病院２（問診）Hospital ２(Examination Interview)
問診 / Examination Interview

【問診担当者 /Examiner】
・現在どういった症状ですか？
（Genzai dou itta shoujou desu ka?）
What are your current symptoms?
・いつからですか？（Itsu kara desuka?）
Since when?
・どこでそれは起きましたか？（Dokode sore wa okimashita ka?）
Where did it happen?
・どこですか？ / 身体のどこですか？
（Doko desuka?/Karada no doko desuka?）
Where?/What part of your body?
・なぜですか？（Naze desu ka?）
Why?
・痛みはありますか？（Itami wa arimasu ka?）
Do you have any pain?
・ここに横になってください。（Koko ni yoko ni natte kudasai）
Please lay down here.
・熱をはかりましょう。（Netsu o hakari mashou.）
Let’s check your body temperature.
・どうやってここまで来ましたか？＊交通手段
（Dou yatte koko made kimashita ka?）
How did you come here today? *Transportation
・お薬へのアレルギーはありますか？
（Okusuri e no arerugî wa arimasuka?）
Do you have any allergies to drugs/medicines?
・アルコール消毒へのアレルギーはないですか？
（Arukôru shoudoku e no arerugî wa nai desu ka?）
Are you allergic to alcohol disinfectant?
・チクッとします。（Chikutto shimasu.）
This might hurt a little.
院
病
Hospital

・現在妊娠の可能性はありますか？
（Genzai ninshin no kanousei wa arimasu ka?）
Are you currently pregnant?
・食事は食べられていますか？（Shokuji wa taberarete imasu ka?）
Are you eating well?
・睡眠はとれていますか？（Suimin wa torete imasu ka?）
Are you sleeping well?
・前回に比べて症状はいかがですか？
（Zenkai ni kurabete shoujou wa ikaga desu ka?）
How is your condition compared to last time?
・点滴の必要があります。（Tenteki no hitsuyou ga arimasu.）
You need to have an intravenous drip *IV drip
・注射の必要があります。（Chuusha no hitsuyou ga arimasu.）
You need to have an injection.
・薬をお出ししておきます。（Kusuri o odashi shite okimasu.）
I will provide you with some medicine.
・後で、会計より医療費の説明があります。
（Atode kaikeiyori iryouhi no setsumei ga arimasu.）
There will be an explanation from an accountant about the
medical expenses later.
・食事の制限が必要です。（Shokuji no seigen ga hitsuyou desu.）
You need some dietary restrictions.
・お通じはありましたか？（Otsuji wa arimashita ka?）
Have you had any bowel movements?
・おならはでましたか？（Onara wa demashita ka?）
Have you passed gas?
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Hospital

病院３（入院、検査等）Hospital ３ (Hospitalization and Check-up)
入院、検査等 / Hospitalization and Check-up

【問診担当者 /Examiner】
・検尿を取ります。（Kennyou o torimasu.）
You need to have a urine check.
・検尿カップを提出して下さい。
（Kennyou kappu o teishutsu shite kudasai）
Please submit your urine cup.
・血液検査をします。（Ketsu eki kensa o shimasu.）
We will do a blood test.
・結果は～週間後です。※数字を入れて下さい。
（Kekka wa ~shuukan go desu.）
The result will be ready in __weeks.*Put the number in the blank.
・～（日 / 週間）後にまたきてください。※数字を入れて下さい。
Please come again in __ days/weeks.
・入院の必要があります。（Nyuuin no hitsuyou ga arimasu.）
Hospitalization is necessary.
・手術の必要があります。（Shujutsu no hitsuyou ga arimasu.）
Surgery is necessary.
・電子機器はこの場所では使用しないで下さい。
（Denshikiki wa kono basho dewa shiyou shinaide kudasai）
Do not use any electric devices in this area.
・＿時には消灯してください。（＿ ji niwa shoutou shite kudasai.）
Please turn off the lights at ___ oclock.
・シャワーには、＿から入れます。※日付を入れて下さい。
（Shawâ niwa __kara hairemasu.）
You can take a shower from _____*Put the date in the blank.

【患者 /Patient】

※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.

・＿が飲みたいです。（＿ ga nomitai desu.）
I want to drink ______.
・＿が食べたいです。（＿ ga tabetai desu.）
I want to eat.
・＿が見たいです。（＿ ga mitai desu.）
I want to watch.
・＿が読みたいです。（＿ ga yomitai desu.）
I want to read.
・＿が買いたいです。（＿ ga kaitai desu.）
I want to buy.
・＿へ行きたいです。（＿ e ikitai desu.）
I want to go to ＿ .
・＿に会いたいです。（＿ ni aitai desu.）
I want to see/meet ____. *living things as person, or animal.
・着替えたいです。（Kigaetai desu.）
I want to change clothes.
・＿を外したいです。（＿ o hazushitai desu.）
I want to take off ___.
・＿を取りたいです。（＿ o toritai desu.）
I want to pick ___.
・＿を知りたいです。（＿ o shiritai desu.）
I want to know of ___.
・＿へ電話したいです。（＿ e denwa shitai desu.）
I want to call _____.
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病院４（会計手続）Hospital ４(Accounting Procedures)
会計手続 / Accounting Procedures

【その他 /Others】

※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.

・日本語が話せる友人または家族はいますか？
（Nihongo ga hanaseru yuujin mata wa kazoku wa imasu ka?）
Do you have any friend or family memer who can speak
Japanese?
・その方は、次回一緒に来ることはできますか？
（Sonokata wa, jikai issho ni kurukoto wa dekimasu ka?）
Can he/she come with you next time?
・複雑な説明が必要なので、日本語が堪能な方を（次回 / 今回）連れてき
てください。
（Hukuzatsu na setsumei ga hitsuyou nanode, Nihongo ga tannou
na kata o (jikai/konkai) tsurete kite kudasai.）
A complicated explanation is necessary in your case. Please bring
someone who is fluent in Japanese (today/next time).
・何か気になることがあったら、この（番号 / メール）に連絡してください。
（Nani ka kininaru kotoga attara, kono (bangou/mêru)ni renraku
shitekudasai.）
Please contact this (number/email) when you have an inquiry.
・タクシーは必要ですが？（Takushî wa hitsuyou desu ka?）
Do you need a taxi?

※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.

【会計担当者 /Accountant】

・本日のお会計は＿＿＿円です。（Honjitsu no okaikei wa _ en desu.）
It is going to be ____ yen today.
・クレジットカードは受け付けておりません。
（Kurejitto kâdo wa uketsukete orimasen.）
We can’t accept credit cards here.
・現金のみです。（Genkin nomi desu.）
We take only cash.
・本日はお薬がでています。（Honjitsu wa okusuri ga deteimasu.）
There are some medicines/treatments for you today.
・薬局でこの紙を見せ、薬を受け取って下さい。
（Yakkyoku de konokami o mise, kusuri o uketotte kudasai.）
Please take this form to the pharmacy, and get your medicine.
・お薬代は＿＿＿円です。（Okusuri dai wa __ en desu.）
It is ___yen for your medicine.
・1 日＿回飲んで下さい。（Ichinichi ＿＿ kai nonde kudasai.）
Please take this ___ times a day.
・これが一回分のお薬です。（Kore ga ikkai bun no okusuri desu.）
This is the amount for a single dose.
・＿と一緒には飲まないでください。
（＿ to issho niwa nomanaide kudasai.）
Do not take this medicine with __.
・この薬を飲んだ後に運転などはしないでください。
（Kono kusuri o nonda ato ni unten nado wa shinaide kudasai.）
Do not drive any vehicle after you take this medicine.

院
病
Hospital

【病院に行く際に必要なもの /Requirements to visit a clinic/hospital】
・保険証、身分証、現金、お薬手帳、ひまわりカード（子供）
・Health insurance card, Identification, Cash, Okusuri
techou(Medicine record), Himawari card (for a child)
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Pregnancy

妊娠１（診察）Pregnancy １(Medical Examination)
診察 /Medical Examination

【患者 /Patient】

※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.

・この薬は飲めますか？（Kono kusuri wa nomemasu ka?）
Can I take this medicine?
・お腹のハリがとても強いです。
（Onaka no hari ga totemo tsuyoi desu.）
The tense of the stomach is very strong.
・食欲があります / 食欲がありません
（Shokuyoku ga arimasu/Shokuyoku ga arimasen.）
I can eat well. /I can’t eat well.
・夜眠れます / 夜眠れません
（Yoru nemure masu/Yoru nemure masen.）
I can sleep well. I can’t sleep well.
・＿について不安です。（＿ ni tsuite huan desu.）
I am worried about ____.
・＿に痛みを感じます。（＿ ni itami o kanji masu.）
I have pain in ___.
・＿をしようと思っていますが、問題は無いですか？
（＿ o shiyou to omotte imasu ga, mondai wa nai desu ka?）
I am planning to do ___. Would it be a problem?
・＿を食べても問題は無いですか？
（＿ o tabetemo mondai wa naidesu ka?）
Is there any problem eating ____?
・＿は宗教上難しいです。（＿ wa shuukyou jou muzukashii desu.）
It is religiously difficult to do ____.
・性別を知りたいです。（Seibetsu o shiritai desu.）
I would like to know the gender.
・出産まで性別は知らなくていいです。
（Shussan made seibetsu wa shiranakute iidesu.）
I don’t want to know of the gender until the birth.

【医療担当者 /Medical Staff】

・これまでに妊娠したことはありますか？
（Koremade ni ninshin shitakoto wa arimasu ka?）
Have you been pregnant in the past?
・月経は定期的ですか、または不定期ですか？
（Gekkei wa teikiteki desuka, matawa huteiki desuka?）
Does your period come regularly or irregularly?
・持病などはありますか？（Jibyou nado wa arimasu ka?）
Do you have any sickness?
・妊娠しています。（Ninshin shite imasu.）
You are pregnant.
・＿週目です。( ＿ shuume desu.)
You are in _th week.*Put the number in the blank.
・逆子です。/ 双子です。（Sakago desu./Hutago desu）
It is an upside-downed baby. /They are twins.
・お腹周りにハリを感じますか？
（Onaka mawari ni hari o kanji masu ka?）
Do you feel any tense around your stomach?
・（日付）に＿の検査をします。（DATE ni __ no kensa o shimasu,）
We will do a ___ test on DATE.
・つわりはありますか？（Tsuwari wa arimasu ka?）
Do you have a morning (food) sickness?
・食事は取れていますか？（Shokuji wa torete imasu ka?）
Do you eat well?
・夜は寝られていますか？（Yoru wa nerarete imasu ka?）
Do you sleep well at night?
・糖分を控える必要があります。
（Toubun o hika eru hitsuyou ga arimasu.）
You need to cut down on sugar.
・性別は先に知りたいですか？（Seibetsu wa sakini shiritai desu ka?）
Do you like to know the gender in advance?

※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.
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２（手続・その他）Pregnancy ２(Documentation and Others)
手続・その他 /Documentation and Others

【会計担当者 /Accountant】

※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.

・母子手帳はお持ちですか？（Boshi techou wa omochi desu ka?）
Do you have the mother’s book with you?
・母子手帳を区役所に取りに行ってください。
（Boshi techou o kuyakusho ni torini itte kudasai.）
You need to apply for a mother’s book at the ward office.
・妊娠届出書を区役所へ持って行ってください。
（Ninshin todokedesho o kuyakusho ni motte itte kudasai.）
Please take Pregnancy Registration Form to the ward office.
・妊婦健康審査受診票と乳児健康診査受診票を渡されます。
（Ninpu kenkou shinsa jushin hyou to nyuuji kenkou shinsa jushin
hyou o watasaremasu.）
You will be given a Pregnancy Examination Form and Child Health
Examination Forms.
・妊娠中に指定リスト上の歯科医院で無料健診が一度受けられます。
（Ninshin chuu ni shitei risuto jo no shikaiin de muryoukenshin ga
ichido ukeremasu.）
You can take a free dental check up at the dental clinic on the
suggested list.
・母親学級があります。（Hahaoya gakkyuu ga arimasu.）
There are mother’s classes. *Classes to participate for the labor.
・＿がお勧めです。（＿ ga osusume desu.）
I recommend _____.
・次の予約が必要です。（Tsugi no yoyaku ga hitsuyou desu.）
You need to have a reservation for next visit.
・次はいつにしますか？（Tsugi wa itsu ni shimasu ka?）
When do you like to visit next time?
・＿時から食事を取らないでください。水だけです。
（＿ ji kara shokuji o toranai de kudasai. Mizu dake desu.）
Please do not eat anything but water from _ o’clock.

・質問があったら、ここに電話してください。
（Shitsumon ga attara, koko ni denwa shite kudasai.）
Please call here when you want to ask something.
・10 分毎の定期的な陣痛が来たら、先に電話をしてから来てください。
（Juppun goto no teikiteki na jintsuu ga kitara, sakini denwa o
shitekara kite kudasai.）
Call first, and come to the clinic when you have the 10 minute
periodical contraction.
・分娩室での立合人の予定は誰ですか？
（Bunben shitsu deno tachiainin no yotei wa dare desuka?）
Who will be attending at the labor and birth in the labor room?
・詳細を話すので、通訳ができる人を連れてきてください。
（Shousai o hanasu node, tsuyaku ga dekiruhito o tsuretekite kudasai.）
We will talk some details, so please bring someone for
translation.
【母親 /Mother】
※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.
・＿の母親学級を受けたいです。（＿ no haha oya gakkyuu o uketai desu.）
I would like to take the mother’s class of __.
・＿はどこで購入できますか？（＿ wa dokode kounyuu dekimasu ka?）
Where can I buy ___?
・＿の相談はできますか？（＿ no soudan wa dekimasu ka?）
Can I get an advice for __?
・（日時）に次回の予約をしたいです。
（TIME/DATE）ni jikai no yoyaku o shitai desu.)
I want to make the next appointment on TIME/DATE.
・次回の予約をキャンセルできますか？
（Jikai no yoyaku o kyanseru dekimasu ka?）
Can I cancel the next appointment?
・＿が理由です。（＿ ga riyuu desu.）___ is the reason.
・（症状）があります。大丈夫でしょうか？
（Condition）ga arimasu. Daijoubu deshou ka?
I have a/an CONDITION, is it normal?

娠
妊
Pregnancy
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産
出
Childbirth
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出産１（出産）Childbirth １（Labor and Birth）
出産 /Labor and Birth

【医療関係者 /Medical Staff】
※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.

・それは定期的ですか？（Sore wa teikiteki desuka?）
Has it been periodical?
・＿時＿分から定期的な陣痛が来ていますか？
（＿ ji _hun kara teikiteki na jintsu ga kite imasu ka?）
Since when have you gotten the periodic contraction?
・立会人の方はいつ来ますか？
（Tachiainin no kata wa itsu kimasu ka?）
When is the person who will stay in the labor room coming?
・入院に必要なものを準備してください。
（Nyuuin ni hitsuyou na mono o junbi shitekudasai）
Please prepare your daily things for hospitalization.
・（自然分娩 / 無痛分娩 / 帝王切開 / 会陰切開）を行います。
（（Shizen bunben/Mutsuu bunben/Teiou sekkai/Ein sekkai）o
okonai masu.)
We are going to do (natural birth/epidural delivery/C-section/
episiotomy).
・麻酔をします。（Masui o shimasu.）
We will use an anesthesia.
・お部屋へ移動します。（Oheya e idou shimasu.）
We will move to your room.
・今回は帰宅して大丈夫です。また連絡をしてください。
（Konkai wa kitaku shite daijoubu desu. Mata renraku o shite
kudasai.）
You can go home this time. Please contact us again.

【母親 /Mother】

※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.

・破水しました。（Hasui shimashita.）
My water broke.
・10 分おきに陣痛が来ています。
（Juppun oki ni jintsuu ga kite imasu.）
I have 10 minute-interval contraction.
・痛みが強いです。（Itami ga tsuyoi desu.）
I have a strong pain.
・＿時＿分ごろから陣痛が定期的に来ています。
（＿ ji__pun goro kara jintsuu ga teikiteki ni kiteimasu.）
I have been having the periodic contraction since (Time*Hour and
minute)
・タクシーを呼んでください。（Takushi o yonde kudasai.）
Please call a taxi.
・＿病院まで行きたいです。（＿ Byouin made ikitai desu.）
I want to go to ____ hospital.
・今私は（場所）にいます。（Ima watashi wa (PLACE) ni imasu.）
I am at (PLACE) now.
・（人）がもうすぐ来ます。（（PERSON）ga mousugu kimasu.）
(PERSON) is coming here soon. *your family member or
acquaintance.
※病院の地図、住所や名前を用意して常に鞄に入れておきましょう。
*Keep the map, the address, and the name of your hospital in
your bag all the time.
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出産２（出産後）Childbirth ２（After The Birth）
出産後 /After The Birth

【医療関係者 /Medical Staff】

※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.

・赤ちゃんの＿チェックをします。(Aka chan no __chekku o shimasu.)
We will check your baby’s ___.*
・赤ちゃんのお風呂の時間です。（Aka chan no ohuro no jikan desu.）
It is time for your baby to take a bath.
・（場所）へ＿時に集まってください。
(（PLACE）e __ ji ni atsumatte kudasai.)
Please come to (PLACE) at __o’clock.
・チェック表に（時間 / 分）置きの記入をお願いします。
（Chekku hyou ni (Hour/minutes) oki no kinyuu o onegai shimasu.）
Fill in the check list every ______(hours/minutes).
・母乳の調子はいかがですか？
（Bonyuu no choushi wa ikaga desuka?）
How is your breast feeding?
・＿時間おきに授乳をお願いします。
Please feed your baby every __hour.
・退院は（日付）を予定しています。
（Taiin wa DATE o yotei shite imasu.）
Your leaving date will be (DATE).

【医療関係者 /Medical Staff】

※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.

・＿に問題があります。（＿ ni mondai ga arimasu.）
There is a problem on ___.
・どうしたらいいですか？（Dou shitara ii desu ka?）
How do I do it?
・鼻が詰まっています。（Hanaga tsumatte imasu.）
The nose is clogged.
・何を使ったらいいですか？（Nani o tsukattara iidesu ka?）
What should I use for it?

産
出
Childbirth
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学校１（申込み）School １（Application）
申込 /Application

【学校関係者 /School Staff】
※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.

・この学校は現在満員です。（Kono gakkou wa genzai manin desu.）
This school is currently full.
・＿才は申込みの空きがあります。
（＿ sai wa moushikomi no aki ga arimasu.）
___year old class is available for application.
・入園希望書の提出期間は（日付）から（日付）までです。
（Nyuuen kibousho no teishutsu kikan wa DATE kara DATE made desu.）
The submission period of application is from DATE to DATE.
・もう締め切ってしまいました。（Mou shimekitte shimai mashita.）
It passed the deadline.
・結果は（日付）後にわかります。
（Kekka wa DATE go ni wakari masu.）
The result will be announced after DATE.
・＿を出してください。
（＿＿ o dashite kudasai.）Please submit ______.
・（日付）までに準備をしておいてください。
（DATE made ni junbi o shite oite kudasai.）Please prepare ____ by DATE.
・残念ですが、入れません。（Zan’nen desu ga haire masen.）
Unfortunately, the child cannot be accepted.
申込期間は早めに確認しましょう。必要な書類も用意するのに時間が
かかることがあります。締切日は必ず守りましょう。
Please check the application period in advance. It may take
time to prepare the submission documents. Please make sure
of the deadline
✿年齢の数え方が、あなたの国とは異なることがあります。募集要項の年
齢欄を確認しましょう。
✿ The way to count the child’s age may different from your
country. Please check the age on the application guidance.

【親権者 /Parent】

※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.

・この＿に申し込みたいです。（Kono __ ni moushikomitai desu.）
We would like to apply for this (SCHOOL NAME).
・申込提出書類はなんですか？
（Moushikomi tesishutsu shorui wa nan desu ka?）
What do we have to submit for the application?
・締め切りはいつですか？（Shimekiri wa itsu desu ka?）
When is the deadline?
・どこに提出しますか？（Dokoni teishutu shimasu ka?）
Where should we submit?
・子供は＿才です。（Kodomo wa ___ saidesu.）
The child is AGE old.
・男の子です。/ 女の子です。
（Otoko no ko desu./Onna no ko desu.）
It is a boy/It is a girl.
・この子は（食べ物）が食べられません。
（Konoko wa FOOD ga taberare masen.）
This child can’t eat FOOD.
・理由は＿です。（Riyuu wa __desu.）
The reason is ____.
・子供に＿があります。（Kodomo ni __ ga arimasu.）
There is ___ on my child.
・子供は＿が ( 好き / 苦手 ) です。
（Kodomo wa __ ga (suki/negate)desu.）
The child (likes/dislikes) ______.
・申込を取り消したいです。（Moushikomi o torikeshitai desu.）
I would like to cancel the application.
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12
学校２（出席関係・授業）School ２（Attendance and Classes）
出席関係・授業 /Attendance and Classes

【学校関係者 /School Staff】

※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.

【親権者 /Parent】
※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.

・最近のうちの子の学校での様子はどうですか？
（Saikin uchinoko no yousuwa doudesu ka?）
How is my child at school (nursery)?
・今日のお迎えは＿＿です。（Kyou no omukae wa PERSON desu.）
PERSON will pick up the child today.
・＿時に迎えにいきます。（TIME ni mukae ni ikimasu.）
I will come and pick up the child at TIME.
・子供は（今日 / 明日）はお休みします。
（Kodomo wa (kyou/ahita) wa oyasumi shimasu.）
My child will be absent (today/tomorrow).
・参加します。/ 参加しません。（Sanka shimasu./Sanka shima sen.）
I will attend it/I can’t attend it.
・うちの子は＿が理由でこの給食はたべられません。
（Uchi no ko wa __ga riyuude kono kyuushoku wa taberare
masen.）
My child cannot eat the lunch because of _____.
校
学

・＿＿＿があります。（＿＿＿ ga arimasu.）
There will be _____.
・＿月＿日＿時からです。（＿ gatsu__nichi___ji kara desu.）
It is going to be from MONTH/DATE/TIME.
・＿＿を持ってきてください。（＿ o motte kite kudasai.）
Please bring ____.
・お話したいことがあります。（Ohanashi shitai kotoga arimasu.）
I would like to talk to you about something.
・＿＿についてです。（＿ ni tsuite desu.）
It is about ____.
・＿＿を鞄にいれておきました。（＿ o kaban ni irete okimashita.）
I have put ____ in the bag.
・後で確認をお願いします。（Atode kakuni o onegai shimasu.）
Please check it later.
・お子さんが＿を忘れています。（Okosan ga __ o wasurete imasu.）
Your child has forgotten to bring ____.
・＿＿までに登園させてください。
(TIME made ni touen sasete kudasai.）
Please bring your child by TIME.
・＿＿までにお迎えに来てください。
（TIME made ni omukae ni kite kudasai.）
Please pick up your child by TIME.
・至急お迎えをお願いします。（Shikyu omukae o onegai shimasu.）
Please come and pick up your child immediately.
・＿＿について変更があります。（___ni tsuite henkou ga arimasu.）
There is a change on ____.
・面談があります。（Mendan ga arimasu.）※たまに子供とも .
There is a meeting of the parent and the teacher.*sometime with
the child.

・最近困った事などはありませんか？
（Saikin komatta kotonado wa arimasen ka?）
Is there anything that you are recently concerned of?
・お子さんはうまくクラスになじんでいるようです。
（Okosan wa umaku kurasu ni najinde iruyou desu.）
Your child has been doing well with classmates.
・係決めをします。（Kakari gime o shimasu.）
We will decide the person in charge for each parent’s school duty.
・絶対参加ではありません。/ 絶対参加です。
（Zettai sanka dewa arimasen./Zettai sanka desu.）
Your attendance is not strictly required. /Your attendance is
strictly required.

School
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公的窓口１（区役所）Public Service １（Ward Office）
区役所 /Ward Office

【窓口 /Office Staff】

※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.

・＿の窓口はあちらです。（＿ no madoguchi wa achira desu.）
The service window for __ is over there.
・どなたの分ですか？（Donata no bun desu ka?）
For whom do you need this document?
・ここに＿をお願いします。（Koko ni ___ o onegai shimasu.）
___ here, please.
・＿を持ってくるのを忘れないでください。
（＿ o motte kuru no o wasurenaide kudasai.）
Please make sure to bring ___.
・大切に保管をしておいてください。
（Taisetsu ni hokan o shiteoite kudasai.）
Make sure to keep it safe.
・＿週間後に郵送で届きます。
（＿ shuukan go ni yuusou de todoki masu.）
It will be sent in ___week(s) by post mail.
・ここに受取に来てください。（Koko ni uketori ni kite kudasai.）
Please come and pick it up here.

・アルファベットで書いてもいいですか？
（Aruhuabetto de kaitemo iidesu ka?）
Is it ok to write in alphabet?
・（ひらがな / カタカナ / 漢字）で書けません。
（（Hiragana/Katakana/Kanji）de kake masen.）
I can’t write in Hiragana/Katakana/Kanji.
・この箇所がわかりません。（Kono kasho ga wakari masen.）
I don’t understand this part.
・書類に間違いがあります。（Shorui ni machigai ga arimasu.）
There is a mistake in the document.
・ここにまた持ってきたらいいですか？
（Koko ni mata mottekitara iidesu ka?）
Should I bring it here again?
・郵送で送ることもできますか？
（Yuusou de okurukoto mo dekimasu ka?）
Can I send it by post mail?

【学生 /Student】
・＿の手続をしたいです。（＿ no tetsuduki o shitai desu.）
I would like to do the procedure of ____.
・どこの窓口へ行ったらいいですか？
（Doko no madoguchi ni ittara iidesu ka?）
Which office should I visit?
・何が必要ですか？（Nani ga hitsuyou desu ka?）
What do I need?
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公的窓口２（警察・消防）Public Service ２（Police and Emergency）
警察・消防 /Police and Emergency

【窓口 /Office Staff】

※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.

・あなたの＿を教えてください。（Anata no ___ o oshiete kudasai.）
Please tell us your ____.
・これに記入をお願いします。（Kore ni kinyu o onegai shimasu.）
Please fill out this form.
・＿を見せてください。（＿ o misete kudasai.）
Show us your ____.
・出来事があった場所は？（Dekigoto ga atta basho wa?）
Where is the place of the incident?
・出来事があった日時は？（Dekigoto ga atta nichiji wa?）
When is the date and the time of the incident?
・そこにいたのは誰ですか？（Soko ni itano wa dare desu ka?）
Who were there at the incident?
・連絡先は聞きましたか？（Renraku saki wa kiki mashita ka?）
Did you ask for the contact information?

【学生 /Student】
・落とし物をしました。（Otoshimono o shimashita.）
I have lost something.
・落とし物を拾いました。（Otoshimono o hiroi mashita.）
I have found someone’s lost.
・盗まれました。（Nusumare mashita.）
My thing has stolen.
・（人）がいません。（PERSON）ga imasen.)
PERSON has gone.
・道に迷いました。（Michi ni mayoi mashita.）
I am lost.
・緊急です。（Kinkyuu desu.）
It is an emergency.
・助けてください。（Tasukete kudasai.）
Please help me.
・（言語）が話せる人はいますか？
（LANGUAGE ga hanaseru hito wa imasu ka?）
Is there anyone who speaks LANGUAGE?
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その他窓口１（不動産）Other Service Window １（Real Estate）
不動産 /Real Estate

【学生 /Student】

※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.

・アパートを探しています。（Apâto o sagashite imasu.）
I am looking for an apartment.
・家賃は＿円くらいがいいです。（Yachin wa __ en kurai ga iidesu.）
I want an apartment of about ___ yen.
・家賃以外の月々の費用はいくらですか？
（Yachin igai no tukiduki no hiyou wa ikura desu ka?）
How much will be the other monthly expenses besides the rent?
・駐車場はありますか？（Chuushajo wa arimasu ka?）
Is there any parking?
・＿の部屋が良いです。（＿ no heya ga iidesu.）
I want ____ type room.
・家族と住みます。（Kazoku to sumimasu.）
I will live with my family.
・初期費用はいくらですか？（Shoki hiyou wa ikura desu ka?）
How much is the initial cost?
・＿は含まれますか？（＿ wa hukumare masu ka?）
Does it include ___?

【窓口 /Office Staff】

・どんなお部屋をお探しですか？
（Don’na oheya o osagashi desu ka?）
What type of room would you like?
・このようなお勧めがあります。（Konoyou na osusume ga arimasu.）
We have these recommendations.
・（連帯保証人 / 緊急連絡人）が必要です。
（RENTAI HOSHOU NIN/KINKYUU RENRAKU NIN ga hitsu you
desu.）
We need a guarantor/emergency contact of yours.
・初期費用はこれです。（Shoki hiyou wa kore desu.）
This is the initial cost.
・月々はこれです。（Tukiduki wa kore desu.）
This is the monthly cost.
・今は（満室 / 空室）です。（Ima wa (Kuushitsu/Manshitsu) desu.）
It is (full/vacant) right now.
・大学が連帯保証人になれるか確認するので、大学に電話します。
（Daigaku ga rentaihoshounin ni nareru ka kakunin suru node,
daigaku ni denwa shimasu.）
I will call your school to see if you are eligible to have the
university to be a guarantor.
・契約できます。/ 契約できません。
（Keiyaku dekimasu/Keiyaku dekimasen,）
We can have a contract/We can’t have a contract.

※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.
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その他窓口２（学内窓口）Other Service Window ２（University Office）
学内窓口 /University Office

【職員 /Staff】

・担当の者が今おりません。（Tantou no mono ga ima orimasen.）
The person in charge is not here right now.
・（日時）には戻ります。（DATE/TIME ni wa modori masu.）
She/He will be back on/at DATE/TIME.
・このままお待ちください。（Konomama omachi kudasai.）
Please wait for a moment.
・あなたの連絡先を残してください。
（Anata no renraku saki o nokoshite kudasai.）
Please leave your name and the contact information.
・担当者が後で連絡します。（Tantousha ga ato de renraku shimasu.）
The person in charge will contact you later.
・それは＿で手続をしてください。
（Sore wa __ de tetsuduki o shite kudasai.）
(OFFICE) will process the matter.
・指導教員の先生に確認してください。
（Shidoukyouin no sensei ni kakunin shitekudasai.）
You need to check with your supervisor.
・（日時）までに提出をお願いします。
（DATE made ni teishutsu o onegai shimasu.
Please submit it by DATE.
・（日時）までに署名をお願いします。
（DATE made ni shomei o onegai shimasu.）
Please sign it by DATE.
・面談をしましょう。（Mendan o shimashou.）
Let’s have a talk, and discuss.
・あなたの日本語のレベルを教えてください。
（Anata no Nihongo no reberu o oshiete kudasai.）
Please tell us your Japanese level.

資格を持っていますか？（Shikaku o motte imasu ka?）
Do you have any certificate?
・あなたの今の日本語能力では難しいでしょう。
（Anata no imano Nihongo nouryoku dewa muzukashii deshou.）
It seems to be very difficult with your current Japanese level.
・これらの情報を見てください。（Korera no jouhou o mite kudasai.）
Please check these information.
【学生 /Student】
※空欄には単語を入れて下さい。*Put a word from“Vocabulary”in the blank.

・＿の受取に来ました。（＿ no uketori ni kimashita.）
I came here to receive ___.
・＿はどこで手続したらいいですか？
（＿ wa dokode tetsuduki shitara iidesu ka?）
Where should I process the matter?
・＿について話したい事があります。
（＿ ni tsuite hanashitai kotoga arimasu.）
I would like to talk to you about ___.
・日本での就職を考えています。
（Nihon deno shuushoku o kangae te imasu.）
I want to work in Japan.
・決まっています。/ 決まっていません。
（Kimatte imasu./Kimatte imasen.）
I have decided. / I haven’t decided.
・＿の情報はありますか？（＿ no jouhou wa arimasu ka?）
Do you have any information of ______?
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日常生活１（挨拶・一般会話・熊本弁）Daily １（Greeting/Ordinal Conversation/Dialect）
挨拶・一般会話・熊本弁
Greeting/Ordinal /Conversation/Dialect

【挨拶 /Greeting】

・こんにちは。（Konnichiwa）Hello
・おはようございます。（Ohayou gozaimasu.）Good morning
・こんばんは。（Konbanwa）Good evening
・さようなら。（Sayounara）Goodbye.
【お祝いの挨拶 /For Cerebrations】
・おめでとうございます。（Omedetou gozaimasu）Congratulations
・お誕生日おめでとう。（Otanjoubi omedetou）Happy Birthday

・お尋ねしたいです。（Otazune shitai desu）
I would like to ask you.
・頑張って / 頑張ってください。（Ganbatte/Ganbatte kudasai）
Cheer up/ Good luck
【天気 /Weather】
・良い天気ですね。（Ii tenki desu ne.）It is a good weather.
・天気が悪いですね。（Tenki ga warui desu ne.）It is a bad weather.
・今日は＿ですね。（Kyou wa ___ desu ne.）It is ___ today.
・明日は＿ですね。（Ashita wa __ desu ne.）It is ____ tomorrow.
・＿になりそうですね。（＿ ni narisou desu ne.）
It seems to be ______.

【一般会話 / Ordinal Conversation】
・はい・いいえ（Hai/Iie）Yes/No
・お元気で。（Ogenki de）Be well/Stay well.
・お元気ですか？（Ogenki desu ka?）How are you?
・元気です。（Genki desu）I am fine.
・またあとで。（Mata atode）See you later.
・またこんど。（Mata kondo）See you next time.
・失礼します。（Shitsurei shimasu）Excuse myself.
・ありがとう。（Arigatou）Thanks./Thank you.
・ありがとうございます。（Arigatou gozaimasu）
Thank you./Thank you very much.
・そうです。（Soudesu）Yes, it is.
・わかりました。（Wakarimashita）I understand./I see.
・すみません（Sumimasen）Sorry/ Excuse me.
・ちょっと待ってください。（Chotto matte kudasai）Please wait a minute.
・困っています。（Komatte imasu）I have a serious concern.
・時間はありますか？（Jikan wa arimasu ka?）Do you have a time?
・辞書で調べます。
（Jisho de shirabe masu）
I will check on the dictionary.
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18
日常生活２（家事・近所付きあい）Daily ２（House work and Communication with Neighbors）
家事・近所付き合い
House work and Communication with Neighbor

【家事 /House Work】

・洗濯物を取り込まなくてはいけません。
（Sentakumono o torikomanakute wa narimasen.）
I need to take the laundry in.
・洗濯物を入れるのを忘れました。
（Sentakumono o ireruno o wasuremashita.）
I forgot to take the laundry in.
・＿＿はどうやって料理しますか？
（＿ wa douyatte ryouri shimasu ka?）
How do I cook _______?
・＿＿はどうやって作りますか？※もの
（＿ wa douyatte tsukuri masu ka?）
How do I make/build ______?
・＿＿はどこで買えますか？（＿ wa doko de kaemasu ka?）
Where can I buy _____?
・これはどこで払いますか？（Kore wa doko de harai masu ka?）
Where do I pay this?
・＿＿はどうしたらいいですか？（＿ wa doushitara iidesu ka?）
How do I do ___?
・＿＿へどうやって行ったらいいですか？（＿ e douyatte ittara iidesu ka?）
How do I get to ____?
・ゴミはどこに捨てたらいいですか？
（Gomi wa dokoni sutetara iidesu ka?）
Where should I throw the trash away?
・今日は何のゴミの日ですか？（Kyou wa nan no gomi no hi desu ka?）
Which garbage day is today?
・＿の調子が悪いです。（＿ no choushi ga warui desu.）
＿ is not working well.

【近所付き合い / Communication with Neighbors】
・隣に引っ越してきました。よろしくお願いします。
（Tonari ni hikkoshite kimashita. Yoroshiku onegai shimasu.）
I moved in to your next door. It's please to meet you.
・（国）からきました。（COUNTRY kara kimashita.）
I am from COUNTRY.
・熊本大学の留学生です。（Kumamoto Daigaku no ryugaku sei desu.）
I am Kumamoto University International Student.
・（家族 /1 人）で住んでいます。((Kazoku/Hitori) de sunde imasu.)
I live (with my family/by myself).
・今度（引っ越しする / 帰国する）ことになりました。
(Kondo (hikkoshisuru/kikokusuru) kotoni narimashita.)
I am going to (move-out/go back my country for good).
・（日付）に引越します。（＿ ni hikkoshimasu.）
I am going to move out on (DATE/DAY/MONTH).
・今までいろいろありがとうございました。
（Imamade iroiro arigatou gozaimashita.）
・初めて聞きました。（Hajimete kiki mashita.）
It is my first time to hear it.
・これはお土産です。（Kore wa omiyage desu.）
This is a souvenir/gift.
・もらってください。（Moratte kudasai.）
Please take it.

活
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Daily

日常生活３（交通機関）Daily ３（Transportation）
交通機関 /Transportation

【交通機関 /Transportation】

Kumamoto University
Junior High School

Student Domitory,
International House

Kumamoto-U Attached
Special Support School

To Fukuoka
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Kumamoto IC.
(KyusyuExpressuway)

Kami-Kumamoto
Station

To Kagosima

To Fukuoka

Kurokami Campus

To Hakata

JR Kagosima
Line

To Aso
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Kyusy

通常、熊本のバスは真ん中から乗り、番号が掲載されたチケットをと
ります。
降りる前に前にある運賃表を確認し、自分の番号の運賃表を降りると
きに支払います。運転手席横で両替ができるので、赤信号でバスが止
まっているときに両替をしておくと良いです。
Usually, you will get on a bus from the side door in the middle,
and take a ticket with numbers. See the fare board on the
front, then you will pay the price of your number on the ticket
when you get off. You can exchange the cash to coins at the
box right next to the bus driver. If you wish to do so, make
sure to exchange during the bus been stopped at the red light
or a bus stop.

Kumamoto University
Elementary School

i
ka
Ko idge
Br

・＿＿行きのバス / 市電 / 電車 / 新幹線に乗りたいです。
（＿ Iki no basu/shiden/densha/shinkansen ni noritaidesu.）
I want to take a (bus/tram/train/bullet train) to go to ______.
・何番に（行けば / 乗れば）いいですか？
（Nanban ni ikeba/noreba iidesu ka?）
Which number should I (go/take)?
・何時に出発しますか？（Nanji ni shuppatsu shimasu ka?）
What time does it leave?
・何時に到着しますか？（Nanji ni touchaku shimasu ka?）
What time does it arrive?
・地図で見せていただけますか？（Chizu de misete itadake masuka?）
Will you show me by a map?

To Yatsusiro
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災害時 Natural Disaster
災害時 /Natural Disaster

【スタッフ /Staff】

【学生 /Student】

・ガスの元栓を閉めて下さい。（Gasu no motosen o shimete kudasai.）
Please close the gas tube.
・避難所はどこですか？（Hinanjo wa doko desu ka?）
・ブレーカーを落として下さい。（Bureikâ o otoshite kudasai.）
Where is the evacuation place?
Please shut down the electricity.
・今アナウンスされたことがわかりませんでした。
・けが人はいませんか？（Keganin wa imasen ka?）
（Ima anaunsu sareta kotoga wakarimasen deshita.）
Is anyone in hurt?
I didn't understand the announcement they just have had now.
・今現在（水 / ガス / 電気）は使えません。
・今、水は使えますか？（Ima mizu wa tsukae masu ka?）
（Imagenzai mizu/gasu/denki wa tsukaemasen.）
Can we use water now?
We can't use (water/gas/electricity).
・物資の配給はどこですか？（Busshi no haikyuu wa doko desu ka?）
・もう家へ戻っても大丈夫でしょう。
Where do they distribute things?
（Mou ie e modotte mo daijyoubu deshou.）
・水の配給はどこですか？（Mizu no haikyuu wa doko desu ka?）
It seems to be fine to go home.
Where do they distribute water?
・避難して下さい。（Hinan shite kudasai.）
・無料 Wi-Fi はありますか？（Muryou waihuai wa arimasu ka?）
Please be evacuated.
Is there any free Wi-Fi ？
・私たちは＿＿＿人家族です。（Watashi tachi wa __nin kazoku desu.） ・使い方はわかりますか？（Tsukai kata wa wakari masu ka?）
Do you know how to use it?
We are family of ___.
・子供は __ 人います。（Kodomo wa ___ nin imasu.）
We have ___children.
震度（Shindo）・・・Seismic intensity
マグニチュード（Magunichûdo）
・・・Magnitude
揺れ（Yure）・・・Shakes
河川氾濫（Kasen hanran）
・・・River flood
土砂崩れ（Dosha kuzure）
・・・Land slide
速報（Sokuhou）
・・・Quick news

地震の時などの緊急時は、自治会の方々が積極的に見回りなどをいた
します。慌てず避難所を確認し、お互いに助け合いましょう。アパー
トを離れる際は、緊急で無い限りブレーカーは落とし、ガス栓は閉め
て避難所へ向かいましょう。
In the emergency as an earthquake, the people in charge of
the area will volunteer to check the area. Please keep your
calm, check your station for evacuation, and help each other.
Please make sure to shut the electricity main box and close the
gas tube before you leave to the station for the evacuation.

時
害
災
Natural Disaster
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単語１（人・職業・身体・特徴）Vocabulary １Person, Occupation, Body parts, and Features
人・職業・身体・特徴
Person, Occupation, Body parts, and Features

【人 /Person】

私（Watashi）・・・I
妻 / 奥さん（Tsuma/Okusan）
・・・Wife
夫 / ご主人（Otto/Goshujin)・・・Husband
上の子（Ueno ko)・・・Older child
下の子（Shitano ko）
・・・Younger child
母 / お母さん（Haha/Okaasan）
・・・Mother
父 / お父さん（Chichi/Otousan）
・・・Father
義理の母（Giri no haha）
・・・Mother in law
義理の父（Giri no chichi)・・・Father in law
息子（Musuko）・・・Son
娘（Musume）・・・Daughter
乳児（Nyuuji）・・・Infant
赤ちゃん（Akachan)・・・Baby
【職業 /Occupation】
正規留学生（Seiki ryugaku sei）
・・・Degree-Seeking international student
非正規留学生（Hiseiki ryugaku sei）
・・・Non Degree-Seeking international student
学生（Gakusei)・・・Student
会社員（Kaishain)・・・Company worker
先生（Sensei）・・・Teacher
医者（Isha）・・・Doctor
看護師（Kangoshi）
・・・Nurse
主婦 / 主夫（Shufu)・・・House worker
アルバイト（Arubaito）
・・・Part-time worker
事務職員（Jimu shokuin）
・・・Office worker
研究員（Kenskyuuin)・・・Researcher (Paid)

【身体 /Body parts】
頭（Atama）・・・Head
顔（Kao）・・・Face
首（Kubi）・・・Neck
髪（Kami）・・・Hair
肩（Kata）・・・Shoulders
お腹 (Onaka）・・・Stomach
腰（Koshi）・・・Back
おしり（Oshiri）・・・Hips
太股（Futomomo）
・・・Thighs
足（Ashi）・・・Legs
膝（Hiza)・・・Knees
手（Te）・・・Hand
指（Yubi）・・・Finger
足の指（Ashino yubi）
・・・Toes
目（Me）・・・Eyes
口（Kuchi）・・・Mouth
歯（Ha）・・・Tooth/Teeth
上部（Joubu)・・・Upper
下部（Kabu）・・・Lower
膀胱（Boukou)・・・Bladder
【特徴 /Features】
男 / 女（Otoko/On’na）
・・・Male/Female
身長（Shinchou）
・・・Height
高い（Takai）・・・Tall
低い（Hikui）・・・Short
痛み（Itami）・・・Pain
大きい（Ookii）・・・Big
小さい（Chiisai）
・・・Small
髪が長い（Kami ga nagai）
・・・Long hair
髪が短い（Kami ga mijikai）
・・・Short hair
坊主頭（Bouzu atama）
・・・Bald hair
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単語２（時間・天候・季節・行事）Vocabulary ２（Time/Weather/Seasons/Events）
時間・天候・季節・行事 /Time/Weather/Seasons/Event

【時間 /Time】

時間（Jikan)・・・Time
時（Ji）・・・Hour
分（Fun）・・・Minute
秒（Byou）・・・Second
昨日（Kinou）・・・Yesterday
今日（Kyou）・・・Today
明日（Ashita）・・・Tomorrow
次回（Jikai）・・・Next time
今回（Konkai）・・・This time
前回（Zenkai）・・・Last time
朝（Asa）・・・Morning
昼（Hiru）・・・Day
夜（Yoru)・・・Night/Evening
午前 / 午後（Gozen/Gogo）
・・・A.M./P.M.
日にち（Hinichi)・・・Date
曜日（Youbi)・・・Days of the week
日曜日（Nichi youbi）
・・・Sunday
月曜日（Getsu youbi）
・・・Monday
火曜日（Ka youbi）
・・・Tuesday
水曜日（Sui youbi）
・・・Wednesday
木曜日（Moku youbi）
・・・Thursday
金曜日（Kin youbi）
・・・Friday
土曜日（Do youbi）
・・・Saturday
祝日（Shukujitu）
・・・Holiday
【天候 /Weather】

【季節 /Seasons】
春/夏/秋/冬
（HARU/NATSU/AKI/FUYU）
・・・Spring/Summer/Fall/Winter
春分（Shunbun）
・・・Vernal equinox
秋分（Shuubun）
・・・Autumnal equinox
梅雨（Tsuyu）・・・Rainy season
節分
（Setsubun）
・・・Day before the beginning of spring *February 3rd
【行事 /Events】
元旦（Gantan）・・New years day
お正月（Oshougatsu）
・・・New year season
豆まき（Mamemaki）
・・・Scatter parched beans
ひな祭り / 桃の節句（Hinamatsuri/Momo no sekku）
・・・Girl's festival
こどもの日 / 端午の節句（Kodomo no hi/Tango no sekku）
・・・Boy's festival
母の日 / 父の日（Haha no hi/Chichi no hi）
・・・Mother's day/Father's day
七夕（Tanabata）
・・・The star festival
年末（Nenmatsu）
・・・Season of year end
大晦日（Oomisoka）
・・・End of the Year
語
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晴れ / 雨（Hare/Ame）
・・・Sunny/Rain(Rainy)
曇り（Kumori）・・・Cloudy
風（Kaze）・・・Wind(Windy)
雷（Kaminari）
・・・Thunder and lightning
台風（Taifuu)・・・Typhoon

嵐（Arashi）・・・Storm
高潮（Takashio）
・・・High tide
気温（Kion）・・・Temperature
霜（Shimo）
・・・Frost
霧（Kiri）・・・Mist
夕立（Yuudachi）
・・・short-period of sudden rain
波浪（Harou）
・・・Ocean waves
注意報 (Chuuihou）
・・・Warning
警報（Keihou）・・・Alert
降水量（Kousuiryou）
・・・Precipitation amount(Rain)
湿度（Shitsudo）
・・・Humidity

Vocabulary
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単語３（書類・身分証）Vocabulary ３（Documents and Identifications）
書類・身分証 /Documents, and Identifications

【書類 /Documents】
本人（Hon’nin)・・・Myself
世帯主（Setainushi）
・・・House hold
配偶者（Haiguusha）
・・・Spouse
子（Ko）・・・Child
代理人（Dairi nin)・・・ Surrogate
署名（Shomei）
・・・Hand writing name
印（In)・・・Inkan(seal)/Signature
提出日（Teishutsubi）
・・・Submission date
提出期限（Teishutsu kigen)・・・Submission deadline
新規（Shinki）
・・・New register
更新（Koushin）・・・Renew
変更（Henkou）・・・Change
男性 / 女性（Dansei/Josei)・・・Male/Female
国籍（Kokuseki）
・・・Nationality
生年月日（Seinengappi）
・・・Birthdate and Year
住所（Juusho）・・・Address
郵便番号（Yuubin bangou）
・・・Postal code
電話番号（Denwa bango)・・・Telephone number
自宅（Jitaku）・・・Home
携帯電話（Keitai denwa）
・・・Cell phone
勤務先（Renraku saki）
・・・Work place
あり / なし（Ari/Nashi）
・・・Yes/No
期間（Kikan）・・・Period
所得（Shotoku）
・・・Earning
基礎年金番号（Kisonenkin bangou）・・・Japan National Pension ID
個 人 番 号/マイナ ンバ ー（Kojin bangou/Mai nanbâ）・・・Individual
number/My number
銀行口座（Ginkou kouza）
・・・Bank account
コピー（Kopî）・・・Copy
領収書（Ryoushuu sho）
・・・Receipt
医療費（Iryouhi）・・・Medical expenses
助成金（Josei kin）
・・・subsidies/aid fund
委任状（Inin jou）
・・・Letter of attorney

入国日（Nyuukoku bi）
・・・Date of entering a country
出国日（Shukkoku bi）
・・・Date of leaving a country
滞在予定期間（Taizai yotei kikan）
・・・Period of stay
予定（Yotei）・・・Plan/Schedule
国民健康保険（Kokumin kenkou hoken)・・・National Health Insurance
国民年金（Kokumin nenkin）
・・・National Pension System
免除申請（Menjo shinsei）
・・・Application for exemption
結婚証明書（Kekkon shoumeisho）
・・・Marrige certificate
出生証明書（Shussei shoumeisho）
・・・Birth certificate
住居異動届
（Juukyo idou todoke）
・・・Registration(Change) of residency
国 外 転 出 手 続
（Kokugai tennshutsu tetsuzuki）
・・・Procedures for
leave of residency
税所得・課税証明書（Zeishotoku/Kazei shoumeisho）
・・・Proof of
Residencial Tax and earnings
印鑑登録（Inkan touroku）
・・・Registration of Inkan
住民票（Juuminhyou)・・・Proof of residence
戸籍証明（Koseki shoumei）
・・・Proofs of family register
高額医療制度（Kougaku iryou seido）
・・・High Cost Medical Expense Benefit
出生届（Shussei todoke）
・・・Registration of Birth
死亡届（Shibou todoke）
・・・Registration of Death
児童手当（Jidou teate)・・・Child care allowance
出生一時金（Shussei ichiji kin）
・・・Childbirth Lump-Sum allowance
特別永住者証明書（Tokubetsu eijuusha shoumeisho）
・・・Special
Permanent Residence card
【身分証 /Identifications】
在留カード（Zairyuu kâdo）
・・・Residence card
パスポート（Pasu pôto）
・・・Passport
ひまわりカード（Himawari kâdo）
・・・Certificate for Child Medical Subsidies
健康保険証（Kenkou hokenshou）
・・・Health insurance card
運転免許証（Unten menkyoshou）
・・・Driver's license
マイナンバーカード（Mai nambâ kâdo）
・・・Individual card
母子手帳（Boshi techou）
・・・Mother's book
学生証（Gakuseishou）
・・・Student ID
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単語４（学校用品・学校科目・学校行事）Vocabulary ４（School Supplies, Classes and School Events）
学校用品・学校科目・学校行事
School Supplies, Classes, and School Events

【学校用品 /School Supplies】
粘土 / 糊（Nendo/Nori)・・・Play dough/Glue
色鉛筆 / クレヨン / (Iro enpitsu/kureyon)・・・Colored pencil/Crayon
絵の具（Enogu）・・・Painting tools
赤鉛筆（Aka enpitsu）
・・・Red pencil
消しゴム / 定規（Keshigomu/Jougi) ・・・Eraser/Ruler
コンパス（Konpasu）・・・Drafting compasses
本（Hon）・・・Book
教科書（Kyoukasho）
・・・Textbook
ノート（Note）・・・Notebook
連 絡 ノ ー ト（Renraku noto）・・・A daily exchange note between
the parent and the teacher.
宿題（Shukudai）
・・・Homework
カスタネット（Kasutanetto）
・・・Castanets
鍵盤ハーモニカ（Kenban hamonika)・・・Melodica
植木鉢 / あさがお（Uekibachi/Asagao）
・・・Pot/Moring glory
雑巾（Zoukin）・・・a piece of cloth(towel) for cleaning
体操服（Taisou fuku)・・・P.E.wear*Phisical Education
制服（Seifuku）
・・・Uniform
赤白帽子（Akashiro boushi)・・・Red&White cap
上靴（Uwagutsu）
・・・Indoor shoes
名札 / 水筒（Nafuda/Suitou）
・・・Name tag/ Water bottle
ハンカチ（Hankachi）
・・・A small cloth or a towel to wipe hands.
ティッシュ（Tisshu）・・・Tissue *pocket size
ランドセル（Randoseru）
・・・Japanese traditional school bag
リュック（Ryukku）・・・Backpack*backsack
マスク（Masuku）・・・Sanitary mask
給食エプロン（Kyuushoku epuron）
・・・Apron for lunch
時間割（Jikanwari）
・・・Weekly class schedule

【学校行事 /School Evens】
春休み（Haru yasumi）
・・・Spring break
夏休み（Natsu yasumi）
・・・Summer break
冬休み（Fuyu yasumi）
・・・Winter break
入学式/卒業式（Nyugaku shiki/Sotsugyou shiki）
・・・Entrance ceremony/Graduation ceremony
始業式（Shigyou shiki）
・・・Beginning of the semester
終業式（Shuugyou shiki）
・・・End of the semester
運動会（Undoukai）
・・・Sports day
音楽会（Ongakukai）
・・・Music day
全校集会（Zenkou shuukai）
・・・All-school meeting
一斉下校 (Issei gekou)・・・Dismissal for all students
短時間授業（Tanjikan jigyou)・・・Early dismissal day
土曜日授業（Doyoubi jyugyou）
・・・Saturday Classes
見学旅行（Kengaku ryokou）
・・・Field trip
修学旅行（Shuugaku ryokou）
・・・Over night school trip
集金日（Shuukin bi）
・・・Money collecting day
授業参観日（Jigyou sankanbi）
・・・Parent's visit day
保護者会（Hogosha kai）
・・・PTA meeting
学級懇談会（Gakkyuu kondankai）
・・・Class meeting
給食費（Kyuushoku hi）
・・・Lunch Fee
雑費（Zappi)・・・Miscellaneous Fee
積み立て（Tsumitate）
・・・Deposit saving
茶話会（Sawakai）
・・・Parent's (tea/lunch) gathering
持って帰る（MOTTE KAERU）
・・・Take it home
運動をする（UNDOU WO SURU）
・・・Do exercise
いじめ（IJIME）・・・bully
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【学校科目 /Classes】
お絵かき（Oekaki)・・・Drawing
外遊び/泥遊び（Soto asobi/ Doro asobi）
・・・Playing outside/ Getting muddy
国語（Kokugo）・・・Japanese
算数（Sansuu)・・・Math
理科（Rika）・・・Science
社会（Shakai）
・・・Social studies

生活（Seikatsu）
・・・Life studies
音楽（Ongaku）・・・Music
道徳（Doutoku）
・・・Moral learning
習字（Shuuji）
・・・Japanese calligraphy
図工（Zukou）・・・Craft art
美術（Bijyutsu）
・・・Fine art
学活（Gakkatsu）
・・・Class Activity
体育（Taiiku）
・・・P.E. *Physical Education
水泳（Suiei）
・・・Swimming
マラソン（Marason）
・・・Marathon

Vocabulary

24

語
単
Vocabulary

25

単語５（就職・学内手続き・不動産）Vocabulary ５（Job Hunting, Student Registration and Real Estate）
就職・学内手続き・不動産
Job Hunting, Student Registration and Documents,
and Real Estate

【就職 /Job Hunting】
学歴（Gakureki）
・・・Academic record
職歴（Shokureki）
・・・Job history
経歴（Keireki）・・・Historical record
職種（Shokushu）・・・Job type
業種（Gyoushu）・・・Job field
履歴書（Rirekisho）
・・・Résumé
職務経歴書（Shokumu keirekisho）
・・・CV
就職活動（Shuushoku katsudou）
・・・Job hunting
就職活動期間（Shuushoku katsudou kikan）
・・・Job hunting period
企業（Kigyou）・・・Company
面接（Mensetsu）・・・Interview
インターンシップ（Intân shippu）
・・・Internship
就職セミナー（Shuushoku seminâ)・・・Job seminar
模擬面接（Mogi mensetsu）
・・・Interview practice
手書き（Tegaki）・・・Hand writing
内定（Naitei）
・・・Job offer
語学能力（Gogaku nouryoku）
・・・Language ability

【学内手続書類 /School Registration and Documents】
履修登録（rishuu touroku）
・・・Class registration
授業（Jugyou）・・・Class
授業料（Jugyouryou）
・・・Tuition
卒業予定日（Sotsugyou yoteibi）
・・・Expecting graduation date
入学年度（Nyuugaku nen’do）
・・・Year of Entering school
教室（Kyoushitsu）
・・・Class room
研究室（Kenkyuushitsu）
・・・Research room/Laboratory
チューター（Chûtâ）・・・Tutor
成績証明書（Seiseki shoumeisho）
・・・Transcript
在学証明書
（Zaigaku shoumeisho）
・・・Certificate of Registration for
Degree-Seeking student
在 籍 証 明 書（Zaiseki shoumeisho）
・・・Certificate of Registration for
Non-Degree-Seeking student

健 康 診 断 証 明 書（Kenkou shindan shoumeisho）
・・・Medical
Examination Certificate
証 明 書 交 付 申 請 書（Shoumeisho koufu shinseisho）
・・・ Certificate
application form
【不動産 /Real Estate】
D･･･Dining room, L･･･Living room, K･･･Kitchen,
R･･･Room, WIC･･･Walk in closet, UB･･･Unit Bathroom
*1LDK=1 Bedroom, living room, Dining room, Kitchen, 1K=1 Bedroom, Kitchen.
物件（Bukken）・・・Property
保証人（Hoshou nin）
・・・Guarantor
緊急連絡人（Kinkyuu renraku nin）
・・・Emergency contact
家賃（Yachin）
・・・Rent
敷金（Shikikin）
・・・Deposit
礼金（Rekin）・・・Service fee
入居 / 退居（Nyukyo/Taikyo）
・・・Move-in/move-out
共益費（Kyoueki hi）
・・・Common service expense
水道料 (Suidouryou）
・・・Water fee
駐車場（Chuusha jou）
・・・Car parking
駐輪場（Chuurin jou）
・・・Bicycle parking
町費（Chou hi）・・・Town fee
ペット（Petto）・・・Pet
退去時清掃代（Taikyoji seisoudai）
・・・Restoration fee
保証料（Hokenryou）
・・・Warrant fee
保証会社（Hoshou gaisha）
・・・Rental guarantee company
管理会社（Kanri gaisha）
・・・Property management company
部屋番号（Heya bangou）
・・・Room number
流し台（Nagashidai）
・・・Kitchen sink
ガスコンロ（Gasu konro）
・・・Kitchen gas stove
エアコン（Eakon）・・・Air conditioner
換気扇（Kankisen）・・・Fan
水道管（Suidoukan）
・・・Water pipe
水漏れ（Mizumore）
・・・Water leak
ガス漏れ（Gasumore）
・・・Gas leak
停電（Teiden）・・・Blackout
契 約 書/入 居 申 込 書（Keiyakusho/Nyuukyo moushikomisho）
・・・
Contract/Apartment application
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単語６（妊娠・出産・育児）Vocabulary ６（Pregnancy, Birth, and Child Care）
妊娠・出産・育児 /Pregnancy, Birth, and Child Care

【妊娠 /Pregnancy】
妊 婦 健 康 診 査 受 診 票（Ninpu kenkoushinsa jyushinhyou）
・・・
Pregnancy Examination Form
乳児健康診査受診票（Nyuuji kenkoushinsa jyushinhyou）
・・・Child
health check from
出産一時金（Shussan ichijikin）
・・・Birth lump sum grant
妊娠届出書（Ninshin todokedesho）
・・・Pregnancy registration form
母子手帳（Boshi techou）
・・・Mother's book
ベルト（Beruto）
・・・Corset(belt)
つわり(Tsuwari）
・・・Morning (food)sickness
妊娠糖尿病（Ninshin tounyoubyou）
・・・Pregnancy diabetes
漢方薬（Kanpou yaku）
・・・Traditional herbal medicine
立会出産（Tachiai shussan）
・・・Attending labor and delivery
呼吸（Kokyuu）
・・・Breath
吸う/吐く（Suu/Haku）
・・・Breath in/breath out
食欲（Shokuyoku）
・・・Appetite
血（Chi）
・・・blood
胎児（Taiji）
・・・Fetus（unborn baby）
逆子/逆子出産（Sakago/Sakago shussan）
・・・Upside-downed baby/
Breech delivery
骨盤（Kotsuban）
・・・Pelvises

【育児/Child Care】
オムツかぶれ（Omutsu kabure）
・・・Diaper rash
熱（Netsu）
・・・Fever
消毒（Shoudouku）
・・・Sanitation
排便（Haiben）
・・・Bowel movement
排尿(Hainyou）
・・・Urination
ガーゼタオル（Gâze taoru）
・・・gauze towel
綿棒（Menbou）
・・・Cotton cube
オムツ（Omutsu）
・・・Diaper
服（Fuku）
・・・clothes
タオル（Taoru）
・・・Towel
着替え（Kigae）
・・・Changing clothes
生理用ナプキン（Seiriyou napukin）
・・・sanitary pat
（sanitary napkin）
脱脂綿（Dasshimen）
・・・Sanitary cotton*batting
食事（Shokuji）
・・・Meal
粉ミルク（Konamiruku）
・・・Powdered milk
栄養（Eiyou）
・・・Nutrition
母乳（Bonyuu）
・・・Breast milk
保湿（Hoshitsu）
・・・Moisture
授乳（Junyuu）
・・・Feed milk
沐浴（Mokuyoku）
・・・Bath for a baby
オムツの取替（Omutsu no torikae）
・・・Changing diaper
おしりふき（Oshirifuki）
・・・Baby wipes
おへそ（Oheso）
・・・Belly button
睡眠（Suimin）
・・・Sleep
*Noun
毛布（Moufu）
・・・Blanket
離乳食（Rinyuu shoku）
・・・Baby food
寝返り（Negaeri）
・・・Rolling over
はいはい（Haihai）
・・・Crawling
乳歯（Nyuushi）
・・・Baby tooth*Milk tooth
おしゃぶり（Oshaburi）
・・・Pacifier
ベビーカー（Bebî kâ）
・・・Stroller *Baby buggy
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【出産 /Birth】
陣痛（Jintsuu）
・・・Contraction
痛み（Itami）
・・・Pain
保育器（Hoiikuki）
・・・Incubator
体重（Taijuu）
・・・Body weight
早産（Souzan）
・・・Premature delivery
切迫早産（Seppaku souzan）
・・・A danger of premature delivery
切迫流産（Seppaku ryuuzan）
・・・A danger of miscarridge
流産（Ryuuzan）
・・・Miscarriage
聴覚検査（Choukaku kensa）
・・・Hearing check
新生児黄疸（Shinseiji oudan）
・・・Newborn jaundice
名前（Namae）
・・・Name

性別（Seibetsu）
・・・Genders
双子（Futago）
・・・Twins

Vocabulary
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単語７（病院・症状・感情）Vocabulary ７（Hospital, Symptoms, and Emotion）
病院・症状・感情 /Hospital, Symptoms, and Emotion

【病院 /Hospital】
薬（Kusuri）
・・・Medicine
薬局（Yakkyoku）
・・・Pharmacy
点滴（Tenteki）
・・・IV (Intravenous) drip
検査（Kensa）
・・・Check-up(examination)
感染症（Kansenshou）
・・・Infections
温湿布（Onshippu）
・・・Warm poultice
有酸素運動（Yuusanso undou）
・・・cardio exercise
着替え（Kigae）
・・・Changing clothes
消毒（Shoudoku）
・・・Sanitation
血液（Ketsueki）
・・・Blood
待合室（Machiai shitsu）
・・・Waiting room
体温計（Taionkei）
・・・Thermometer
医学的理由（Igakuteki riyuu)・・・Medical reason
宗教上の理由（Shuukyoujo no riyuu)・・・Religious reason
つける/消す（Tsukeru/Kesu)・・・On/Off

【症状 /Symptoms】
感染性の病気（Kansensei no byouki）
・・・Infectious disease
体調不良（Taichou furyou)・・・Not feeling well
アレルギー（Arerugyi)・・・Allergy
あざ（Aza）
・・・Bruise
ひっかき傷（Hikkaki kizu)・・・Scratch
暑い*/熱い**（Atsui/Atsui）
・・・Hot
寒い*/冷たい**（Samui/Tsumetai）
・・・Cold
* is for room temperature or weather, ** is for water or material things
倒れる（Taoreru）
・・・Faint
転ぶ（Korobu）
・・・Fall down
ぶつぶつ（Butsubutsu）
・・・Skin rashes
熱（Netsu）
・・・Fever
下痢（Geri）
・・・Diarrhea

便秘（Benpi）
・・・Constipation
吐き気（Hakike）
・・・Nauseous
貧血（Hinketsu）
・・・Anemia
頭痛（Zutsuu）
・・・Headache
腹痛（Fukutsuu）
・・・Stomachache
【感情/Emotion】
学校生活が楽しい（Gakkouseikatsu ga tanoshii）
・・・School life is fun
学校生活が辛い（Gakkouseikatsu ga tsurai)・・・School life is hard
勉強は問題ない（Benkyou wa mondainai）
・・・There is no problem of
learning/studying
勉 強 について行 けない（Benkyou nit suite ikenai)・・・Can't keep up
with learning/studying
心配しています（Shinpaishite imasu)・・・Worried.
安心しています（Anshinshite imasu）
・・・Relaxed.
気にしています（Kinishite ismasu)・・・Care about
楽しみにしています（Tanoshimini shiteimasu）
・・・Looking forward
嬉しい（Ureshii)・・・Happy
悲しい（Kanashii)・・・Sad
つらい（Tsurai）
・・・Difficult
腹が立つ（Haragatatsu）
・・・Angry
面白い/おかしい（Omoshiroi/Okashii)・・・Funny
面白い/興味ある（Omoshiroi/Kyoumiga aru）
・・・Interesting
良い/悪い（Yoi/Warui）
・・・Good/Bad
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単語８（日用品・生活）Vocabulary ８（Daily Supplies, Daily Life, and Miscellaneous）
日用品・生活・その他
Daily Supplies, Daily Life, and Miscellaneous

【日用品 /Daily Supplies】
本/雑誌（Hon/Zasshi)・・・Book/Magazine
タオル（Taoru）
・・・Towel
袋
（Fukuro）
・・・Bag*plastic or paper
ほうき（Houki）
・・・Broom
ハイター（Haitâ）
・・・Kitchen bleech *Heiter
包丁（Houchou）
・・・knife
裁縫道具（Saihoudougu）
・・・Sewing set
バケツ（Baketsu）
・・・Bucket
化粧品（Keshouhin）
・・・Cosmetics
スキンケア（Sukinkea）
・・・Skin care
食器（Shokki）
・・・Plates/dishes
鍋（Nabe）
・・・Pot*for cooking
タッパ/保存容器（Tappa/Hozon youki）
・・・Tappa/container
食器洗剤（Shokki senzai）
・・・Kitchen detergent
洗濯用洗剤（Sentakuyou senzai）
・・・Laundry detergent
柔軟剤（Juunan’zai）
・・・Softener
洗濯用ネット（Sentaku you netto）
・・・Laundry net
はがき（Hagaki）
・・・Post card
切手（Kitte）
・・・Postal stamp
歯ブラシ/ハミガキ粉（Haburashi/Hamigaki ko)・・・Tooth brush/Tooth paste
石けん（Sekken）
・・・Soap
トイレットペーパー（Toiretto pêpâ）
・・・Toilet paper
シャンプー（Shanpû）
・・・Shampoo
コンディショナー（Kondishonâ）
・・・Hair conditioner
自転車（Jitensha）
・・・Bicycle
三輪車
（Sanrinsha）
・・・Tricycle
おもちゃ（Omocha）
・・・Toys
ボール
（Bôru）
・・・Ball
縄跳び（Nawatobi）
・・・Jump rope
熊手（Kumade）
・・・Rake
手袋※作業用（Tebukuro）
・・・Gloves
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【生活 /Daily Life】
お金/現金（Okane/Genkin)・・・Money/Cash
クレジットカード（Kurejitto kâdo)・・・Credit card
トイレ（Toire)・・・Toilet
シャワー（Shawâ）
・・・Shower
シャワーを浴びる（Shawâ o abiru)・・・Take a shower.

お風呂（Ofuro）
・・・Bath
お風呂に入る（Ofuro ni hairu)・・・Take a bath
着替え（Kigae）
・・・Change of clothes
テレビ（Terebi)・・・TV
電話（Denwa）
・・・Phone
洗濯物（Sentakumono)・・・Laundry
洗濯ばさみ（Sentakumono basami）
・・・Laundry peg
物干し竿（Monohoshi zao）
・・・Clothesline *a steel bar
食べる（Taberu）
・・・Eat
つける/消す（Tsukeru/Kesu)・・・On/Off
塗る（Nuru）
・・・Put on * For liquid or cream on skin
貼る（Haru）
・・・Put on*For sticker/tape to stick on
保険（Hoken）
・・・Insurance
携帯電話/携帯（Keitai denwa/Keitai）
・・・Cellular phone *Mobile phone
手洗い（Tearai）
・・・Washing hands
レジ（Reji）
・・・Register/Cashier
支払い（Shiharai）
・・・Payment
領収書（Ryoushuusho）
・・・Receipt
買い物袋（Kaimono bukuro）
・・・Shopping bag
ポイントカード（Pointo kâdo）
・・・Point card
クーポン（Kûpon）
・・・Coupon
不在票（Fuzaihyou）
・・・Notice of a package
お土産（Omiyage）
・・・Souvenir/gift
お裾分け（Osusowake）
・・・Sharings
夕飯
（Yuhan）
・・・Dinner
水やり（Mizu yari）
・・・Watering plants
手入れ（Teire）
・・・Taking care
草刈り/草取り（Kusakari/Kusatori）
・・・(Cutting down/picking up) grass
草刈り機（Kusakariki）
・・・Mower
ゴミ拾い（Gomi hiroi）
・・・Picking up trash
清掃/掃除（Seisou/Souji）
・・・Cleaning
指定ゴミ袋（Shitei gomi bukuro）
・・・Specified trash bag
ペットボトル（Petto botoru）
・・・Plastic bottle
空き缶（Akikan）
・・・Empty can
燃えるゴミ（Moeru gomi）
・・・Burnable
燃えないゴミ（Moenai gomi）
・・・Non burnable
リサイクル（Risaikuru）
・・・Recycle
紙（Kami）
・・・Paper
Vocabulary
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単語 9（食品・地域・その他）Vocabulary ９（Food, Community, and Miscellaneous）
食品・地域・その他
Food, Community, and Miscellaneous

【食品/Food】

朝食/朝ごはん（Choushoku/Asa gohan）
・・・Breakfast
昼食/昼ごはん（Chuushoku/Hiru gohan）
・・・Lunch
夕食/夕ごはん/夜ごはん（Yuushoku/Yuu gohan/Yoru gohan）
・・・Dinner
野菜（YASAI）
・・・Vegetable
タマネギ（Tamanegi）
・・・Onions キュウリ（Kyuuri）
・・・Cucumbers
トマト（Tomato）
・・・Tomatoes
キャベツ（Kyabetsu）
・・・Cabbages
ニンニク（Nin’niku）
・・・Garlics
ショウガ（Shouga）
・・・Gingers
果物（Kudamono）
・・・Fruit
リンゴ（Ringo）
・・・Apples
みかん（Mikan）
・・・Oranges
イチゴ
（Ichigo）
・・・Strawberries
スイカ（Suika）
・・・Watermelon
魚
（Sakana）
・・・Fish
さしみ（Sashimi）
・・・Raw fish
肉/牛肉（Niku/Gyuniku/ ・・・Meat/beef/
豚肉/鶏肉（Butaniku/Toriniku）
・・・Pork/chicken
馬肉（Baniku）
・・・Horse meat
缶詰（Kanzume）
・・・Canned food
米/白米（Kome/Hakumai）
・・・White rice grainy
味噌（Miso）
・・・Miso *Japanese traditional ingredient made out of soybeans
醤油（Shouyu）
・・・Soy sauce
酢（Su）
・・・Vinegar
緑茶/紅茶（Ryokucha/Koucha）
・・・Green tea/Black tea
麦茶/ハーブ茶（Mugicha/Hâbucha)・・・Wheat tea/Herbal tea
酒（Sake）
・・・Liquors/Rice wine
塩（Shio）
・・・Salt
砂糖（Satou）
・・・Sugar
【地域/Community】
郵便局（Yuubinkyoku）
・・・Post office
銀行（Ginkou）
・・・Bank
（市/役）役所（(shi/Ku) Yakusho）
・・・City/Ward Office
お店（Omise）
・・・Shop *Store

八百屋（Yaoya）
・・・Vegetable shop
魚屋（Sakanaya）
・・・Fish shop
病院（Byouin）
・・・Hospital
美術館（Bijyutsukan）
・・・Art museum
博物館（Hakubutsukan）
・・・Museum
公園（Kouen）
・・・Park
スーパー（Sûpâ)・・・Supermarket
コンビニ/売店（Konbini/Baiten)・・・Convenience store/Shop
公民館（Koumin kan）
・・・Community house
幼稚園（Youchien)・・・Kindergarten/Preschool
保育園（Hoikuen）
・・・Nursery
小学校（Shougakkou）
・・・Elementary/Primary school
中学校（Chugakkou）
・・・Junior high/Middle school
高校（Koukou）
・・・High school
日本の幼稚園は3年間あり、4歳になる年の4月2日から7歳になる年の
3月までです。授業時間は昼までのところが多く、保育園と合わさった、
「こども園」と呼ばれるところは午後の部に保育園システムを実施して
います。保育園は、通常は6 ヶ月の年齢から7歳になる3月までの間通う
ことができます。
Japanese kindergarten system is generally 3yr system. The
range is from 2nd April that a child turns 4yrs to 1st of April
that turns 7yrs old. It generally finishes classes around 2p.m.
in the afternoon. ”Kodomoen”that combines a kindergarten
system and a nursery system, it provides the kindergarten
system from the morning and switches to nursery system in the
afternoon.
【その他/Miscellaneous】
いつ（Itsu）
・・・When
いつまで（Itsumade)・・・Until when
なにが(Naniga)・・・What
どこ（Doko）
・・・Where
だれが（Darega)・・・Who
どうやって（Douyatte）
・・・How
なぜ（Naze）
・・・Why
どれ
（Dore)・・・Which
はい/いいえ（Hai/Iie）
・・・Yes/No
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単語１０（交通機関・ATM・熊本弁）Vocabulary １０（Transportation, ATM, and Kumamoto Dialect）
交 通 機 関・ATM・ 熊 本 弁/Transportation, ATM, and
Kumamoto Dialect

【交通機関/Transportation】
バス停（Basutei）
・・・Bus stop
電停（Dentei）
・・・Tram station
駅（Eki）
・・・Train station
時刻表（Jikokuhyou）
・・・Time schedule
運賃（Unchin）
・・・Fare
切符（Kippu）
・・・Ticket
番号（Bangou）
・・・Number
乗り場（Noriba）
・・・A place to line up to get on the transportation.
降り場（Oriba）
・・・A place to get off from the transportation
通学証明書（Tsuugaku shoumeisho）
・・・ Proof of attendance
通 学 定 期 券 購 入 兼 用 証 明 書（Tsuugaku teikiken kounyuu ken
shoumeisho）
・・・ Proof of attendance for purchasing JR ticket
【ATM/Automatic Teller Machine】
お引きだし（Ohikkidashi）
・・・Cash out/Withdraw
お振り込み（Ohurikomi）
・・・Payment
お振り替え/送金（Ohurikae/Soukin）
・・・Money transfer
お預け入れ（Oazuke ire）
・・・Deposit
通帳記入（Tuuchoukinyuu）
・・・Bank book record update
住 所・電 話 番 号 変 更（Jusho/Denwa bangou henkou）
・・・Change of
address and phone number
暗証番号変更（Anshoubangou henkou）
・・・Change of security code
キャッシング（Kyasshinngu）
・・・Loans
利用限度額（Riyougendo gaku）
・・・Expense limitation
キャッシュカード（Kyasshu kâdo）
・・・Cash card
振込カード（Hurikomi kâdo）
・・・Money transfer card
確認（Kakunin）
・・・Confirmation
おつり（Otsuri）
・・・Change

はい/いいえ（Hai/Iie）
・・・Yes/No
通帳（Tuuchou）
・・・Bank book
現金（Genkin）
・・・Cash
小銭（Kozeni）
・・・Coins
入れ直してください。
（Irenaoshite kudasai）
・・・Please re-insert
取り出してください。
（Toridashite kudasai）
・・・Please take it out
挿入してください。
（Sounyuu shitekudasai）
・・・Please insert.
残高（Zandaka）
・・・Balance
【熊本弁/Kumamoto Dialect】
よか**（Yoka）
・・・*With positive feeling: Good/Indeed/Alright/Enough
*With negative feeling: No/Don't/Enough
そぎゃん**（Sogyan）
・・It is so/That is so/Is it so?/Is that so?
でけん**（Deken）
・・・Not good/Can't
だけん**（Daken）
・・・So*In standard Japanese, it's the same as だか
ら(Dakara)
ばってん（Batten）
・・・But/However/Although
ふとか（Futoka）
・・・Big/Tall/Thick
ほそか（Hosoka）
・・・Thin/Small
こまか（Komaka）
・・・Small/Tiny
だご（Dago）
・・・①Dango*traditional sweet
②Very/Really*In casual conversation
たいぎゃ（Taigya）
・・・・Very/Really*In regular conversation
**To make it polite, use DESU/MASU at the end.
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