
楽しいボランティアに戻る 
ASUKA10ヶ国語サイトに戻る 

累計累計累計累計  本日 本日 本日 本日  昨日 昨日 昨日 昨日      

セントレアボランティアセントレアボランティアセントレアボランティアセントレアボランティア多言語多言語多言語多言語会会会会話集話集話集話集 
 

  
（下記をクリックしてウィンドウを開いてテキストを貼りつけると設定言語できれいな発音で読みあげてくれます！） 

  Text-to-Speech (多言語音声合成）Window Open

セントレアボランティアセントレアボランティアセントレアボランティアセントレアボランティア英語英語英語英語会会会会話集話集話集話集 
 
（出発）Departure  デパーチャー 

1.おはよう！ Good morning!  グットモーニング！ 
2.こんにちは！ Good afternoon!  グットアフタヌーン！ 

3.こんばんは！ Good evening!  グットイブニング! 
4.どこへ行かれますか？ Where are you going?  ホェヤーアーユーゴイング？ 

5.出発は何時ですか？ What time you are departure?  ファット タイム ユァー デパーチィアー? 
6.航空会社は？ What your airline?  ファット ユァー エアライン? 

7.Ｃ-カウンターです。C-counter Please!  C－カウンター プリーズ！ 
8.カウンターで確認して下さい。Please check in counters.  プリーズ チェック イン カウンターズ。 

9.こちらへどうぞ。 This way please!  ディス ウエイ プリーズ！ 
10.あなたはどこから来られましたか？ Where are you come from?  ホェアー アー ユー カム フロー

ム？ 

11.ありがとう。 Thank you very much.  サンキュー ベリーマッチ。 
12.どういたしまして。 You're welcome.  ユァー ウェルカム。 

13.よいご旅行を！ Have a good day!  ハブ ア グート デー! 
14.さようなら! Good-bye!  グットバイ！. 
（到着）Arrival  アライバル 

1.こんにちは！ Hello!  ハロー! 
2.どこへ行かれますか？ Where is your destination?  ホエアー イズ ユアー デスティネーション? 

3.貴方はどこの国の方ですか？ Which you are country?  フイッチ ユーアー カントリー？ 
4.あなたの国籍は？ What you are nationality?  ファット ユアー ナショナリティー?  

5.電車の駅はどこですか？ Where is the train station?  ホエアー イズ ザ トレイン ステーション？ 
6.私は電車で名古屋へ行きたい。I want to go to Nagoya by train.  アイ ウオント トゥー ゴー トゥー 

ナゴヤ バイ トレイン。 

7.私は国内線へ乗換えしたい。I want to transfer to domestic flights.  アイ ウオント トゥー トランスフ

ァー トゥー ドメスチック フライッ。 

8.ATMはどこですか？ Where is a ATM?  ホエアー イズ ア エイティエム？ 

9.どこで両替できますか？ Where can I change money?  ホエアー キャン アイ チェンジ マネー？ 
10.トイレはどこですか？  Where is the restroom?  ホエアー イズ ザ レストルーム？  
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11.喫煙所はどこですか？ Where is the smoking area?  ホエアー イズ ザ スモーキイング エリア？ 
12.誰か迎えに来ますか？ Someone come?  サムワン カム? 

13.携帯電話を持っていますか？ Do you have a mobile phone?  ドゥー ユー ハブ ア モービル ホー

ン? 
14.彼/彼女の電話番号は？ His / Her phone number?  ヒズ/ハー ホーン ナンバー？ 

15.１００円硬貨を持っていますか？ Do you have a 100 yen coin?  ドゥー ユー ハブ ア ワンハンドレ

ット エン コイン？ 
16.私は案内ボランティアです。I am a volunteer guide.  アイアム ア ボランティア ガイド。 
 
 
セントレアボランティアセントレアボランティアセントレアボランティアセントレアボランティア中中中中国国国国語語語語会会会会話集話集話集話集 
 
（出発）出发  Chūfā 

1. おはよう！ 早上好！  Zǎoshang hǎo！ 
2. こんにちは！ 您好！  Nín hǎo！ 

3. こんばんは！ 晚上好！  Wǎnshàng hǎo! 

4. どこへ行かれますか？您去哪儿？  Nín qù nǎ'er? 

5. 何時の出発ですか？ 几点出发？  Jǐ diǎn chūfā? 

6. 航空会社は 航空公司？  Hángkōng gōngsī?？ 
7. Ｃカウンターです。 Ｃ柜台。  C guìtái. 

8. カウンターの方に聞いて下さい。请听柜台服务员。  Qǐng tīng guìtái fúwùyuán. 

9. こちらへどうぞ 请到这边走。  Qǐng dào zhè biān zǒu. 

10. あなたはどこの出身ですか？ 您是哪里人？  Nín shì nǎlǐ rén? 

11. ありがとう 谢谢 您！  Xièxiè nín! 

12. どういたしまして。 不客气。  Bù kèqì. 

13. お気をつけて！ 祝您一路平安！  Zhù nín yīlù píng'ān！ 

14. さようなら 再见！  Zàijiàn! 

（到着）到达  Dàodá 

1. こんにちは 您好！  Nín hǎo！ 

2. どこへ行かれますか？ 您要去哪儿？  Nín yào qù nǎ'er? 

3. どこから来られましたか？ 从哪里来了？  Cóng nǎlǐ láile? 

4. あなたの国籍は？ 你的国籍怎么？  Nǐ de guójí Zěnme? 

5. 電車の駅はどこですか？电车的车站在哪里？  Diànchē de jū zhàn zài nǎlǐ? 

6. 電車で名古屋へ行きたい。想乘电车去给名古屋。  Xiǎng chéng diànchē qù gěi mínggǔwū. 

7. 私は国内線へ乗換えしたい。转移国内航班。  Zhuǎnyí guónèi hángbān. 

8. ATMはどこですか？自动取款机在哪里？  Zìdòng qǔkuǎn jī zài nǎlǐ? 

9. どこで両替出来ますか？ 我在哪里可以换钱？  Wǒ zài nǎlǐ kěyǐ huànqián? 

10. トイレはどこですか？ 洗手间在哪里？  Xǐshǒujiān zài nǎlǐ? 

11. 喫煙所はどこですか？ 吸烟区在哪里？  Xī yān qū zài nǎlǐ? 

12. 誰か迎えに来ますか？ 是不是谁来迎接？  Shì bùshì shuí lái yíngjiē? 

13. 携帯電話を持っていますか？你有手机吗？  Nǐ yǒu shǒujī ma? 

14. 彼/彼女の電話番号は？他/她的电话号码？  Tā/tā de diànhuà hàomǎ? 

15. 100円硬貨を持っていますか？ 你有一个100日元硬币？  Nǐ yǒu yīgè 100 rì yuán yìngbì? 

16. 私は案内ボランティアです。 我是向导志愿者。  Wǒ shì xiàngdǎo zhìyuàn zhě. 
 
 
セントレアボランティアハングルセントレアボランティアハングルセントレアボランティアハングルセントレアボランティアハングル語語語語会会会会話集話集話集話集 
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（出発）출발  chulbal 

1.おはよう！ 안녕하세요!  annyeonghaseyo! 

2.こんにちは！ 안녕하십니까!  annyeonghasibnikka! 

3.こんばんは！ 안녕하십니까!  annyeonghasibnikka! 

4.どこへ行かれますか？ 어디에 가십니까?  eodie gasibnikka? 

5.何時に出発しますか？ 몇시에 출발합니까?  myeochsie chulbalhabnikka? 

6.航空会社は？ 항공 회사는?  hang-gong hoesaneun? 

7.Ｃカウンターです。C카운터입니다.  Ckaunteoibnida. 

8.カウンターで確認して下さい。카운터에서 확인해 주십시오.  kaunteoeseo hwag-inhae jusibsio. 

9.こちらへどうぞ。여기로 오십시오.  yeogilo osibsio.. 

10.あなたはどこの出身ですか？ 당신은 어느 출신입니까?  dangsin-eun eoneu chulsin-ibnikka? 

11.ありがとう。 감사합니다.  gamsahabnida. 

12.どういたしまして。 천만에요.  cheonman-eyo. 

13.楽しい旅行を！ 즐거운 여행을!  jeulgeoun yeohaeng-eul! 

14.さようなら! 안녕히 가세요!  annyeonghi gaseyo! / 안녕히 계세요! annyeonghi gyeseyo! 

（到着）도착  dochag 

1.こんにちは 안녕하세요!  annyeonghaseyo! 

2.どこに行きたいですか？ 어디로 가고 있습니까?  eodilo gago issseubnikka? 

3.どこから来られましたか？ 어디에서 오셨습니까?  eodieseo osyeossseubnikka? 

4.韓国の方ですか？ 한국 사람입니까?  hangug salam-ibnikka? 

5.電車の駅はどこですか？전철의 역은 어디입니까?  jeoncheol-ui yeog-eun eodiibnikka? 

6.電車で名古屋へ行きたい。전철로 나고야 에게 가고 싶다.  jeoncheollo nagoya ege gago sipda. 

7.私は国内線へ乗換えしたい。나는 국내선에 갈아타고 싶다.  naneun gugnaeseon-e gal-atago 
sipda.. 
8.ATMはどこですか？ ATM은 어디입니까?  ATM eun eodiibnikka? 

9.両替所はどこですか？ 환전소는 어디입니까?  hwanjeonsoneun eodiibnikka? 

10.トイレはどこですか？ 화장실은 어디입니까?  hwajangsil-eun eodiibnikka? 

11.喫煙所はどこですか？ 흡연소는 어디입니까?  heub-yeonsoneun eodiibnikka? 

12.誰か貴方を迎えに来ますか？누군가 당신을 마중하러 옵니까?  nugunga dangsin-eul 
majunghaleo obnikka? 
13.携帯電話を持っていますか？ 휴대전화를 가지고 있습니까?  hyudaejeonhwaleul gajigo 
issseubnikka? 
14.彼/彼女の電話番号は？ 그/그녀 의 전화번호는?  geu/geunyeo ui jeonhwabeonhoneun? 

15.１００円硬貨を持っていますか？100(백)엔 동전을 가지고 있습니까?  100(baeg)en dongjeon-
eul gajigo issseubnikka? 
16.私は案内ボランティアです。나는 안내 자원봉사입니다.  naneun annae jawonbongsaibnida. 
 
 
セントレアボランティアポルトガルセントレアボランティアポルトガルセントレアボランティアポルトガルセントレアボランティアポルトガル語語語語会会会会話集話集話集話集 
 
（出発）Partida  パルチーダ 

1. おはよう！ Bom dia!  ボンジァ! 
2. こんにちは！ Boa tarde!  ボァタルジ! 

3. こんばんは！ Boa noite!  ボァ ノイチ! 
4. どこへ行かれますか？ Onde você vai?  オンジ ヴォスェ ヴァイ? 

5. 何時に出発しますか？ A que horas você sai?  アキ オラス ヴォスェ サイ? 
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6. 航空会社は？ A que companhia aérea?  ア コンパニア アエーレア? 
7. Ｃカウンターです。O balcao C.  オ バルカオ シー。 
8. カウンターで確認して下さい。Verifique em balcao, Por favor.  ベリフィケ エン バルカオ、 ポル

ファヴォール。 

9. こちらへどうぞ。Por aqui..  ポアー アキー. 
10. あなたはどこから来られましたか？ De onde o senhor veio?  ジ オンジェオ セニョル ビエイ

オ。 

11. ありがとう。 Obrigado.  オブリガード。 
12. どういたしまして。 De nada.  ジ ナーダ。 

13. よいご旅行を！ Boa viagem!  ボァ ヴィアジェン! 
14. さようなら! Até logo!  アテ ロゴ！. 

（到着）Chegada  シェガーダ   
1. こんにちは！ Olá!  オラー！ 

2. どこへ行かれますか？ Onde você vai?  オンジ ヴォスェ ヴァイ? 
3. あなたはどこから来られましたか？ De onde o senhor veio?  ジ オンジェオ セニョル ビエイオ。 

4. あなたの国籍は？ Sua nacionalidade?  スァ ナショナルダージ?  
5. 電車の駅はどこですか？Onde está a estação de trem?  オンジ エスターア エスタサン ジ トレ

ン？ 
6. 電車で名古屋へ行きたい。 Vá de trem para Nagoya.  バージ トレン パラ ナゴヤ。 

7. 私は国内線へ乗換えしたい。Eu quero transferir para vôos domésticos.  エゥ クエロ トランスフィ

リル パラ ボォーズ ドメースチコス。 
8. ATMはどこですか？ Onde está o caixa eletrônico?  オンジ エスター ォ カイシャ エレクトニ

コ？ 

9. 両替所はどこですか？ Onde posso trocar dinheiro?  オンジ ポッソ トロカー ジェニーロ。 
10. トイレはどこですか？  Onde é o banheiro?  オンジ エ オ バニェイロ？ 

11. 喫煙所はどこですか？ Onde é a área de fumar?  オンジ エ ア アーリア ジ フマール？ 
12. 誰か迎えに来ますか？ Quem está vindo para você?  ケム エスター ビンド パラ ボーセ? 

13. 携帯電話を持っていますか？ Você tem um celular?  バーセ テン ウン セルラァール? 
14. 彼/彼女の電話番号は？ Número de telefone que ele / ela?  ヌーメロ ジ テレフォーネ クエ エ

レ/エラ？ 

15. １００円硬貨を持っていますか？ Você tem uma moeda de 100 ienes?  ボーセ テン ウマ モエ

ダ ジ セン イエネス？ 
16. 私は案内ボランティアです。Eu sou um guia voluntário.  エウ ソン ウン ギア ボリュンターリ

オ。 
 
 
セントレアボランティアロシアセントレアボランティアロシアセントレアボランティアロシアセントレアボランティアロシア語語語語会会会会話集話集話集話集 
 
（出発）Отправление  Otpravlenie 

1. おはよう！ Доброе утро!  Dobroe utro! 
2. こんにちは！ Здравствуйте!  Zdravstvuĭte! 

3. こんばんは！ Добрый вечер!  Dobryĭ vecher! 
4. どこへ行かれますか？Куда вы идете?  Kuda vy idete? 

5. 何時に出発しますか？ Какое время вы ушли?  Kakoe vremya vy ushli? 
6. 航空会社は？ Авиакомпания?  Aviakompaniya? 

7. Ｃカウンターです。к кассе с .  k kasse s. 
8. カウンターで確認して下さい。Пожалуйста, проверьте в счетчиках.  Požalujsta, proverʹte v 

sčetčikah. 
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9. こちらへどうぞ。 Пойдемте.  Poĭdemte. 

10. あなたはどこの出身ですか？ Где ваши откуда?  Gde vashi otkuda? 
11. ありがとう。 Спасибо.  Spasibo. 
12. どういたしまして。Всегда пожалуйста.  Vsegda pozhaluĭsta. 

13. ご無事に！ Нас безопасно!  Nas bezopasno! 
14. さようなら До свидания.  do svidaniya. 

（到着）прибытие  pribytie 
1. こんにちは Здравствуйте!  Zdravstvuĭte! 

2. どこへ行かれますか？ Куда вы идете?  Kuda vy idete? 
3. どこから来られましたか？ Вы пришли от где-то?  Vy prishli ot gde-to? 

4. あなたの国籍は？ Какова Ваша национальность или?  Kakova Vasha natsionalʹnost́ ili?  

5. 電車の駅はどこですか？Где находится железнодорожный вокзал?  Gde nakhodit•sya 
zheleznodorozhnyĭ vokzal? 
6. 電車で名古屋へ行きたい。Перейти на поезде до Нагои.  Peryeĭti na poezde do Nagoi. 

7. 私は国内線へ乗換えしたい。Я хочу перейти на внутренних рейсах.  YA khochu peryeĭti na 
vnutrennikh ryeĭsakh. 
8. ATMはどこですか？Где находится банкомат?  Gde nakhodit•sya bankomat? 

9. どこでお金を交換する事が出来ますか？Где я могу обменять деньги?  Gde ya mogu obmenyatʹ 

deńgi? 

10. トイレはどこですか？ Где находится туалет?  Gde nakhodit•sya tualet? 

11. 喫煙所はどこですか？ Где курения?  Gde kureniya? 
12. 誰が貴方を迎えに来ますか？Кто ты пришел, чтобы забрать?  Kto ty prishel, chtoby zabratʹ? 

13. 携帯電話を持っていますか？Есть ли у вас мобильный телефон?  Yest́ li u vas mobiĺnyĭ 

telefon? 
14. 彼/彼女の電話番号は？Как для его/ее телефонного номера?  Kak dlya yego/yee telefonnogo 
nomera? 
15. １００円硬貨を持っていますか？ У вас есть 100 иен монету?  U vas yestʹ 100 ien monetu? 

16. 私は案内ボランティアです。Я волонтер руководства.  YA volonter rukovodstva. 
 
 
セントレアボランティアドイツセントレアボランティアドイツセントレアボランティアドイツセントレアボランティアドイツ語語語語会会会会話集話集話集話集 
 
（出発）Abflug  アップフルング 

1. おはよう！ Guten Morgen!  グーテンモルゲン! 
2. こんにちは！ Guten Tag!  グーテンターク! 

3. こんばんは！ Guten Abend!  グーテンアーベント! 
4. どこへ行かれますか？ Wohin gehen sie?  ウーヘン ゲーエン ジィー? 

5. 出発は何時ですか？ Wann ist ihre Abfahrt?  ヴァン イスト イアー アブファート? 
6. 航空会社は？ Die Fluggesellschaft?  ディ フルクゲイザーシャフト? 

7. Ｃ-カウンター行って下さい。Bitte gehen sie zum C-Schalter?  ビッテ ゲーヘン ジィー ツーム ツ

ェーシャルター。 
8. カウンターで確認して下さい。Bitte überprüfen Sie den Schalter.  ビッテ ウーバプリュフェン ジィ

ー デン シーシャルター。  

9. こちらへどうぞ。 Kommen Sie mit.  コメン ジィー ミット。 
10. あなたはドイツから来られましたか？ Kommen Sie aus Deutschland?  コメン ジィー アウス ド

イチェランド？ 
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11. ありがとう。 Danke schön.  ダンケ シェーン。 

12. どういたしまして。 Bitte schön.  ビッテ シェーン。 
13. よいご旅行を！ Gute Reise!  グーテ ライゼ! 

14. さようなら! Auf Wiedersehen!  アウフ ヴィダーゼーエン！. 
（到着）Ankunft  アンクンフト 

1. こんにちは！ Guten Tag!  グーテンターク! 
2. どこへ行かれますか？ Wohin gehen sie?  ウーヘン ゲーエン ジィー? 
3. あなたはどこから来られましたか？ Wo kamen Sie ?  ウォー カメン ジィー？ 

4. あなたはどこの国籍ですか？ Welche Nationalität haben Sie?  ヴレシュ ナチョナリチェート ハー

ベン ジィー?  
5. 電車の駅はどこですか？ Wo ist der Bahnhof?  ウォー イスト バーンホーフ？ 

6. 私は電車で名古屋へ行きたい。Ich will mit dem Zug nach Nagoya fahren.  イッヒ ウイル ミット デ

ン ツーク ナッハ ナゴヤ ファーレン。 
7. 私は国内線へ乗換えしたい。Ich möchte zum Inlandstransfer.  イッヒ メヒテ ツーム インランツト

ランスフィアー。 

8. ATMはどこですか？ Wo ist der ATM?  ウォー イスト ディア アーテエム？ 
9. 両替所はどこですか？ Wo kann ich Geld wechseln?  ウォー カン イッヒ ゲルト ヴェクセルン？ 

10. トイレはどこですか？  Wo ist die Toilette?  ウォー イスト ディ トァレッテ？ 
11. 喫煙所はどこですか？ Wo ist der Raucherbereich?  ウォー イスト ディア ラフハーベライヒ？ 

12. 誰か迎えに来ますか？ Wer kommt, um Sie abzuholen?  ウェアー コムト、ウン ジィー アブツホ

ェン? 
13. 携帯電話を持っていますか？ Haben Sie ein Handy?  ハーベン ジィー アイン ハンディー? 

14. 彼/彼女の電話番号は？ Telefonnummer er / sie?  テリホンヌーメル エアー/ジィー？ 
15. １００円硬貨を持っていますか？ Sie haben eine 100 Yen-Münze?  ジィー ハーベン エイネ フ

ンデルト イエン ムンツェ？ 

16. 私は案内ボランティアです。Ich bin ein Freiwilliger zu Auskunft.  イッヒ ビン アイン フライウ

イリッガー ツー アウスクンフト。 
 
 
セントレアボランティアスペインセントレアボランティアスペインセントレアボランティアスペインセントレアボランティアスペイン語語語語会会会会話集話集話集話集 
 
（出発）Partida パルティーダ 
1. おはよう！ ¡Buenos días!  ブエノス ディーアス！ 
2. こんにちは！ ¡Buenas tardes!  ブエナス タルデス！ 
3. こんばんは！ ¡Buenas noches! ブエナス ノーチェス! 
4. どこへ行かれますか？ ¿A dónde vas?  ア ドンデ ヴァス？ 
5. 出発は何時ですか？ ¿Qué hora es su salida? ケ オーラ エス ス サリーダ? 
6. 航空会社は？ ¿Lo que a su compañía aérea?  ロ ケ ア ス コンパニィーア アエーリア? 
7. Ｃ-カウンターです！ C-contador, por favor! スィー コンタードル ポル ファーボル！ 
8. カウンターで確認して下さい。Por favor, consulte en el mostrador. ポル ファーボル、コンスルテ エ

ン エレ モストラドール！。 
9. こちらへどうぞ！ De esta manera, por favor! デ エスタ マネーラ、 ポル ファーボル！ 
10. あなたはどこから来られましたか？ ¿A dónde viene? ア ドンデ ビエーネ？ 
11. ありがとう。 Gracias. グラシアス。 
12. どういたしまして。 De nada. デ ナーダ。 
13. よいご旅行を！ ¡Buen viaje! ブェン ビァッヘ! 
14. さようなら! ¡Adiós!  アディオース！. 
（到着）Llegada ジェガーダ 
1. こんにちは！ ¡Hola!  オラ! 
2. どこへ行かれますか？ ¿Dónde está tu destino?  ドンデ エスタ トゥ ディスティノ? 
3. 貴方はどこの国の方ですか？ ¿Cuál es su país? クワレス ス パイース？ 
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4. あなたの国籍は？ ¿Lo que son la nacionalidad?  ロ ケ ソン ラ ナショナリダン? 
5. 電車の駅はどこですか？ ¿Dónde está la estación de tren? ドンデ エスタ ラ エスタシオン デ ト

レン？ 
6. 私は電車で名古屋へ行きたい。Quiero ir a Nagoya en tren. キェロ イール ア ナゴヤ エン トレ

ン。 
7. 私は国内線へ乗換えしたい。Quiero transferir a los vuelos nacionales. キェロ トランスファイル ア 

ロス ナショナーレス。 
8. ATMはどこですか？ ¿Dónde hay un cajero automático? ドンデ アイ ウン カヘロ オートマティ

コ？ 
9. どこで両替できますか？ ¿Dónde puedo cambiar dinero?  ドンデ プェド カンビアール ディネロ？ 
10. トイレはどこですか？  ¿Dónde está el baño?  ドンデ エスター エル バーニョ？  
11. 喫煙所はどこですか？ ¿Dónde está la zona de fumadores? ドンデ エスター ラ ゾナ デ フマド

レス？ 
12. 誰か迎えに来ますか？ ¿Alguien viene? アルギュエン ビエーネ? 
13. 携帯電話を持っていますか？ ¿Tiene usted un teléfono móvil? ティエネ ウステッ ウン テレフォ

ノ モービル? 
14. 彼/彼女の電話番号は？ Su / Su número de teléfono es? ス/ス ヌーメロ デ テレフォノ エス？ 
15. １００円硬貨を持っていますか？ ¿Tiene una moneda de 100 yenes? ティエネ ウナ モネダ デ シ

エン エンエス？ 
16. 私は案内ボランティアです。Yo soy un guía voluntario. ヨ ソイ グィア ボルンタリオ。 
 
 
セントレアボランティアフランスセントレアボランティアフランスセントレアボランティアフランスセントレアボランティアフランス語語語語会会会会話集話集話集話集 
 
（出発）Le depart ル パール  
1. おはよう！ Bonjour!  ボンジュール！ 
2. こんにちは！ Bonjour!  ボンジュール！ 
3. こんばんは！ Bonsoir!   ボンソワール! 
4. どこへ行かれますか？ Où allez-vous?  ウー アレヴ？ 
5. 出発は何時ですか？ A quelle heure vous êtes de départ? ア キュレ ウアー ヴゼ デ デーパー

ル? 
6. 航空会社は？ La compagnie aérienne?  ラ コムパニー アリエン? 
7. Ｃ-カウンターです！ C-contre S'il vous plaît! セ－カント スィル ヴ プレ！ 
8. カウンターで確認して下さい。Vérifiez dans les compteurs, S'il vous plaît . ベリフェ ダン レ コンテ

ーウ スィル ヴ プレ。 
9. こちらへどうぞ！ De cette façon, s'il vous plaît! デェ セッテッソン、 スィル ヴ プレ！ 
10. あなたはどこから来られましたか？ Où êtes-vous venu? ウエト ヴエニュー？ 
11. ありがとう。 Merci beaucoup. メルスィ ボーク。 
12. どういたしまして。 Je vous en prie.  ジュ ヴー ザン プリ。 
13. よいご旅行を！ Bon voyage! ボン ヴォワィヤージュ 
14. さようなら! Au revoir.!  オールヴォワール！. 
（到着）Arrivée アリヴエ 
1. こんにちは！ Bonjour!  ボンジュール！ 
2. どこへ行かれますか？ Où est votre destination? ウー エ フォート デスティナシオン? 
3. 貴方はどこの国の方ですか？ Quel est votre pays? クエレ ヴォトペイー？ 
4. あなたの国籍は？ Nationalité êtes-vous? ナショナリテェ エヴー? 
5. 電車の駅はどこですか？ Où est la gare? ウー エ ラ ガール？ 
6. 私は電車で名古屋へ行きたい。Je veux aller à Nagoya par le train. ジェ ヴアーレ ア ナゴヤ ﾊﾟﾚ

ター。 
7. 私は国内線へ乗換えしたい。Je veux transférer aux vols intérieurs. ジュヴェ トランスフェレ ウボル 

インテイェール。 
8. ATMはどこですか？ Où est un distributeur automatique? ウー エ アン ディストリブーテ オート

マチケ？ 
9. 両替所はどこですか？ Où y-a-t-il un buteau de change? ウー ヤ ティル アン ビュロー ドゥ シャ

ンジュ？  
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10. トイレはどこですか？  Où sont les toilettes?  ウー ソン レ トワレット？ 
11. 喫煙所はどこですか？ Où est la zone fumeurs?   ウー エ ラ ゾン フュメェール？ 
12. 誰か迎えに来ますか？ Quelqu'un venu? ケルキュン ヴェニュー? 
13. 携帯電話を持っていますか？ Avez-vous un téléphone portable? アヴィヴ アン テレホン ポル

タブル? 
14. 彼/彼女の電話番号は？ Sa / Ses numéro de téléphone est? サ/セ ヌーメロ テレホンネスト？ 
15. １００円硬貨を持っていますか？Avez-vous une pièce de 100 yen? ヴィヴ アン ピェース デ サ

ン エン？ 
16. 私は案内ボランティアです。Je suis un guide bénévole. ジュ シー アン ギィドニボール。 
 
 
セントレアボランティアイタリアセントレアボランティアイタリアセントレアボランティアイタリアセントレアボランティアイタリア語語語語会会会会話集話集話集話集 
 
セントレアボランティアイタリア語会話集 
（出発）Partenza パルテンツァ 
1. おはよう！ Buon giorno!  ブオン ジョルノ！ 
2. こんにちは！ Buon giorno! ブオン ジョルノ！ 
3. こんばんは！ Buona sera! ブオナ セーラ! 
4. どこへ行かれますか？ Dove andate?  ドーヴェ アンダーテ？ 
5. 出発は何時ですか？ Che tempo è la partenza? ケ テンポ エ ラ パルテンツァ？ 
6. 航空会社は？ La compagnia aerea?  ラ コンパニァ アエーリア? 
7. Ｃ-カウンターです！ Il contatore C! イル コンタトーレ チィー！ 
8. カウンターでご確認して下さい。Per favore lo confermi ad una cassa. ペル ファヴォーレ、ロ コンフェ

ルミ アドナ カッサ。  
9. こちらへどうぞ！ Andate qui! アンダーテ クィ！ 
10. あなたはどこから来られましたか？ Dove venne da? ドベ ベンネ ダ？ 
11. ありがとう。 Grazie. グラーツィエ。 
12. どういたしまして。 Prego. プレーゴ。 
13. よいご旅行を！ Buon viaggio! ボン! ヴィアッジョ 
14. さようなら! Arrivederci!   アッリヴェデルチ！. 
（到着）arrivo アッリーヴォ 
1. こんにちは！ Ciao!  チャーオ! 
2. どこへ行かれますか？ Dove andate?  ドーヴェ アンダーテ？ 
3. 貴方はどこの国の方ですか？ Quale il Suo paese? クワレ イル スォ パレーゼ？ 
4. あなたの国籍は？ Nazionalità sei?  ナツォオナリタ セイ?  
5. 電車の駅はどこですか？ Dove si trova la stazione ferroviaria?  ドーヴェ シィ トラバ ラ スタツィ

オーネ フェロヴィアーリア ？ 
6. 私は電車で名古屋へ行きたい。Voglio andare in treno per Nagoya. ヴォリーオ アンダーレ イン 

トレーノ ペル ナゴーヤ。 
7. 私は国内線へ乗換えしたい。Voglio trasferire ai voli nazionali. ヴォリーオ トラスフェリレ アイ ヴ

ォリ ナツォナーリ。 
8. ATMはどこですか？ Dov'è il bancomat? ドヴェ ィル バンコーマット？ 
9. どこで両替できますか？ Dove posso cambiare i soldi? ドーヴェ ポッソ カンビアーレ ィ ソルディ？ 
10. トイレはどこですか？  Dov'è il bagno? ドヴェ ィル バーニョ？  
11. 喫煙所はどこですか？ Dove si trova la zona fumatori? ドーヴェ シィ トラバ ラ フマトリ？ 
12. 誰か迎えに来ますか？ ¿Alguien viene? アルギュエン ビエーネ? 
13. 携帯電話を持っていますか？ Avete un telefono cellulare? アヴェーテ ウン テレフォノ セルラ

ーレ? 
14. 彼/彼女の電話番号は？ Numero di telefono lui / lei? ヌーメロ ディ テレフォノ ルイ/レイ？ 
15. １００円硬貨を持っていますか？ Avete una moneta da 100 yen? アベーテ ウナ モネータ ダ チェ

ント エン？ 
16. 私は案内ボランティアです。Sono una guida dei volontari. ソノ ウナ ギィーダ ディ ボロンターリ。 
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セントレアボランティアアラビアセントレアボランティアアラビアセントレアボランティアアラビアセントレアボランティアアラビア語語語語会会会会話集話集話集話集（（（（β版版版版）））） 
 
セントレアボランティアアラビア語会話集（β版） 
（出発）KLMر プロハィル 
1. おはよう！ OLPQح اTUV!  サバーアルフェィル 
2. こんにちは！ TUMOW!  マルハバ！ 
3. こんばんは！ OLPQء اTYW!   メサー アルフェィル! 
4. どこへ行かれますか？ أ`_ ^[ه]؟  テイマトティフ？ 
5. 出発は何時ですか？ أ؟bU^ cdeQا eه TW マホーワァクタボー? 
6. 航空会社は？ ان؟OLgQا hآOj  シェリカエパエラーン? 
7. Ｃ-カウンターです。C - ادblQا. C－デラッダード 
8. カウンターで確認して下さい。اداتblQا no رTLpqrء اTsOQا. タラジャーリフティア フラデダット。  
9. こちらへどうぞ。 لeu vwx n^y`. イエティアラトール 
。 10. あなたはどこから来られましたか？ ؟cL^أ zQ リマアテイタ？ 
11. ありがとう。 {Q اO|j. シェカアリカ。 
12. どういたしまして。 {} [MO~ _��o ファナハロ ナロハボビッカ。 
13. よいご旅行を！ hwL�s hwMر bdو! ワカダリ ハルジャミラ! 
14. さようなら! اbs K`eu!  トィルジェラ！. 
（到着）لeVو ウスウル 
1. こんにちは！ TUMOW!  マルハバ！ 
2. どこへ行かれますか？ أ`_ ^[ه]؟  テイマトティフ？ 
3. 貴方はどこの国の方ですか？ ؟bw} _W Oأآ� c~أ アンタ エクセルミン ベルガ？ 
4. あなたの国籍は？ ؟c~أ hLY�s ジンチィェト アナット? 
5. 電車の駅はどこですか？ ر؟Tg�Qا hg�W eأ`_ ه  アイエンニ ホウメ ハッテ テルキポール？ 
6. 私は電車で名古屋へ行きたい。T`e�T~ vQر إTg�QT} [أن أذه b`أر. オリード アン オヘイアブリック パール 

イマレ ルーリア。 
7. 私は国内線へ乗換えしたい。hLwqاbQت ا�MOQا vQإ K��` أن b`أر  オリード アニョン コラー イラド ハラー

ト アダッヒリア。 
8. ATMはどこですか？ ؟nQاف ا�O�Qة ا��sأ nأ`_ ه アニヤヒヤー アジス アッソラー フンアリー？ 9. 
どこで両替できますか？ د؟e��Qف اOV n��|�` _`أ アニヤー ヨンキロミサルフ アンコールト？ 
10. トイレはどこですか？  م؟T��Qأ`_ ا アイヤー アン ハマン？  
11. 喫煙所はどこですか？ ؟_LqbpQل اT�W eأ`_ ه アイヤー アン フー マジャリタ チン？ 
12. 誰か迎えに来ますか？ ؟TW �Pj رTLpqا T~ا TW マアナァフティヤ ショフシマ? 
13. 携帯電話を持っていますか？ ل؟e��W �^Tه {`bQ Kه アーララ ベイキヤ ハテ マフモール? 
14. 彼/彼女の電話番号は？  eه �^T�Qا zd؟/ رnه  プレコンマ アラフェテ フーア/ヒィア？ 
15. １００円硬貨を持っていますか？  _LQا hw�x {`bQ K؟100ه   ハンドラ デイキョ オングラ アリアン メイ

テン？ 
16. 私は案内ボランティアです。_Lxegp�Qا KLQد T~أ. アナダイール モトトヤ アイーナ. 
 
 
セントレアボランティアタイセントレアボランティアタイセントレアボランティアタイセントレアボランティアタイ語語語語会会会会話集話集話集話集（（（（β版版版版）））） 
 
セントレアボランティアタイ語会話集 
（出発）ออกเดินทาง Xxk deinthāng 
1. おはよう！ สวัสดี ครับ/คะ!  Swạsdī khrạb/kha! 
2. こんにちは！ สวัสดี ครับ/คะ!  Swạsdī khrạb/kha!（同じ） 
3. こんばんは！ สวัสดี ครับ/คะ!  Swạsdī khrạb/kha!（同じ） 
4. どこへ行かれますか？ สถานที่ท่ีคุณไป? Sthān thī� thī� khuṇ pị? 
5. 出発は何時ですか？ มันเปนสิ่งที่เวลาเริ่มตน? Mạn pĕn sìng thī� welā reìm tn? 
6. 航空会社は？ สายการบิน? Sāy kārbin? 
7. Ｃ-カウンターです。C - เคานเตอร C - kheāntexr 
8. カウンターで確認して下さい。กรุณาเคานเตอรเช็คอิน Kruṇā kheāntexr chĕkh xin 
9. こちらへどうぞ。 มาพรอม Mā phrxm 
10. あなたはどこから来られましたか？ คุณมาจากไหน? Khuṇ mā cāk hịn? 
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11. ありがとう。 ขอบคุณ Khxbkhuṇ 
12. どういたしまして。 ยินดีตอนรับคุณ Yindī txnrạb khuṇ 
13. よいご旅行を！ ขอใหการเดินทางเปนไปไดดวยดี! Khx hıkār deinthāng pĕn pị dị dwy dī! 
14. さようなら! นาน ๆ ! Nān ! 
（到着）การมาถึง Kār mā thụng 
1. こんにちは！ สวัสดี ครับ/คะ!  Swạsdī khrạb/kha! 
2. どこへ行かれますか？ สถานที่ท่ีคุณไป? Sthān thī� thī� khuṇ pị? 
3. 貴方はどこの国の方ですか？ ท่ีคุณจะประเทศไหน Thī� khuṇ ca pratheṣ̄ h ̄ịn 
4. あなたの国籍は？ สัญชาติคุณเปนอยางไรบาง Sạỵchāti khuṇ pĕn xỳāngrị bāng 
5. 電車の駅はどこですか？ สถานีรถไฟที่เปน? Sthānī rthfị thī� pĕn? 
6. 私は電車で名古屋へ行きたい。ฉันตองการไปโดยรถไฟไปนาโกยา Chạn txngkār pị doy rthfị pị nā ko 
ỳā 
7. 私は国内線へ乗換えしたい。ฉันตองการท่ีจะถายโอนไปยังเท่ียวบินภายในประเทศ Chạn txngkār thī� ca 
thāy xon pị yạng theī�yw bin phāynı pratheṣ ̄
8. ATMはどこですか？ ในกรณีที่เครื่อง ATM คืออะไร Nı krṇī thī� kherụxng ATM khụxxarị 
9. どこで両替できますか？ ฉันสามารถแลกเงินไดท่ีไหน? Chạn sāmārth læk ngein dịthī� hịn? 
10. トイレはどこですか？  หองน้ําที่ไหนคืออะไร? Ĥxngnả thī�hịn khụx xarị? 
11. 喫煙所はどこですか？ ในกรณีท่ีเขตสูบบุหรี่คืออะไร? Nı krṇī thī� khet sūb buhrī� khụx xarị? 
12. 誰か迎えに来ますか？ สิ่งที่ฉันจะมารับคน? Sìng thī� chạn ca mā rạb khn? 
13. 携帯電話を持っていますか？ คุณมีโทรศัพทมือถือ Khuṇ mī thorṣạ̄phth mụx thụx 
14. 彼/彼女の電話番号は？ หมายเลขโทรศัพทเขา / เธอ? Hmāylekh thorṣạ̄phth kheā/ ṭhex? 
15. １００円硬貨を持っていますか？ คุณมีเหรียญ 100 เยน? Khuṇ mī herīyỵ 100 yen? 
16. 私は案内ボランティアです。ผมคูมืออาสาสมัคร Phm khū�mụx xāsā smạkh 
 
 
セントレアボランティアインドネシアセントレアボランティアインドネシアセントレアボランティアインドネシアセントレアボランティアインドネシア語語語語会会会会話集話集話集話集（（（（β版版版版）））） 
 
セントレアボランティアインドネシア会話集（β版） 
（出発）keberangkatan ケベランカータン 
1. おはよう！ Selamat pagi!  セラマット パギ！ 
2. こんにちは！ Selamat siang! セラマット シアン！Selamat sore! セラマット ソーレ！ 
3. こんばんは！ Selamat malam!   セラマット マラム！ 
4. どこへ行かれますか？ Kemana kamu akan pergi?  ケマナ カム アカン ペルギ？ 
5. 出発は何時ですか？ Apa waktu keberangkatan Anda? アパ ワクトッ ケベランカタン アンダ? 
6. 航空会社は？ Apa penerbangan Anda?  アパ ペネルバンガン アンダ? 
7. Ｃ-カウンターです。C-counter Silahkan! チェ－チョウンタル シラハッカン！ 
8. カウンターで確認して下さい。Silahkan cek di counter. シラハッカン チェック デ チョウンタル 
9. こちらへどうぞ。 Cara ini silahkan! カラ イニ シラハッカン！ 
10. あなたはどこから来られましたか？ Mana Anda datang dari? マナ アンダ ダータン ダリ？ 
11. ありがとう。 Terima kasih. テリマ カシ。 
12. どういたしまして。 Terima kasih kembali テリマ カシ クンバリ。 
13. よいご旅行を！ Semoga perjalanan anda menyenangkan! スモガ プルジャラナン アンダ ムニュ

ナンカン! 
14. さようなら! Selamat jalan! セラマット ジャラン！Selamat tinggal! セラマット ティンガル！ 
（到着）kedatangan クダタンガン 
1. こんにちは！ Selamat pagi!  セラマット パギ！ 
2. どこへ行かれますか？ Di mana Anda pergi? ディ マナ アンダ ペルギ? 
3. 貴方はどこの国の方ですか？ Apa yang Anda negara? アパ ヤング アンダ ネガラ？ 
4. あなたの国籍は？ Apa yang Anda kebangsaan?  アパ ヤング アンダ ケバンサン?  
5. 電車の駅はどこですか？ Dimana stasiun kereta?  ディマナ スタシューム ケレータ？ 
6. 私は電車で名古屋へ行きたい。Saya ingin pergi ke Nagoya dengan kereta api. サヤー インギン ペ

ルギー ケ ナゴヤー デガン クレタ アピ。 
7. 私は国内線へ乗換えしたい。Saya ingin transfer ke penerbangan domestik. サヤー インギン トラン
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スファー ケ ペネルバンガン ドメスティック。 
8. ATMはどこですか？ Dimana ATM itu?  ディマナATM  イトー？ 
9. どこで両替できますか？Dimana saya bisa menukar uang? ディマナ サヤー ビサー マヌカルン？ 
10. トイレはどこですか？  Mana kamar kecil? マナ カマル カチィール？ 
11. 喫煙所はどこですか？ Dimanakah daerah merokok? ディマナカッハ ダエラハ モロッコ？ 
12. 誰か迎えに来ますか？ Seseorang datang? セセオラン ダタン? 
13. 携帯電話を持っていますか？ Apakah Anda memiliki ponsel? アパカハ アンダ ムミリキ ポンセ

ル? 
14. 彼/彼女の電話番号は？ Nya nomor telepon? ニャー ノモル テレホン？ 
15. １００円硬貨を持っていますか？ Apakah Anda memiliki koin ¥ 100? アパカハ アンダ ムミリキ 

コイン イエン スラトゥス？ 
16. 私は案内ボランティアです。Saya panduan relawan.  サヤー パンドュアン レラワン。 
 
 
セントレアボランティアベトナムセントレアボランティアベトナムセントレアボランティアベトナムセントレアボランティアベトナム語語語語会会会会話集話集話集話集（（（（β版版版版）））） 
 
セントレアボランティアベトナム語会話集（β版） 
（出発）khởi hành コイ ハーン 
1. おはよう！ Chào buổi sáng!  チャオ ブォイ サング！ 
2. こんにちは！ Xin chào!  シン チャウ！ 
3. こんばんは！ Chào buổi tối!   チャオ ブォイ トォイル！! 
4. どこへ行かれますか？ Nơi nào bạn đi?  ノイ ナオ バン ディー？ 
5. 出発は何時ですか？ Mấy giờ rồi bắt đầu? メイ ギォ ロイ バット ダゥ? 
6. 航空会社は？ Hãng hàng không của bạn?  ハン ハン コン チュァ バン? 
7. Ｃ-カウンターです。C-cập. シーカップ。 
8. カウンターで確認して下さい。Xin vui lòng kiểm tra tại quầy.シン ヴィ ロン キエム トラ タイ キ

ェイ。  
9. こちらへどうぞ。 Bằng cách này, xin vui long. バン キャッチ アイ シン ヴィ ロング 
10. あなたはどこから来られましたか？ Trường hợp bạn đến từ đâu? トルオン ハップ バン デン ツ 

ダゥ？ 
11. ありがとう。 Cảm ơn bạn. カム オン バン。 
12. どういたしまして。 Bạn đang chào đón.  バン ダン チャォ ドン。 13. よいご旅行を！ Có một 
chuyến đi tốt đẹp! コァー モット チュェン ディ トット デップ! 
14. さようなら!  Vì vậy, lâu!  ビ バイ ロウ！。  
（到着）đến デェ 
1. こんにちは！ Xin chào!  シン チャウ！ 
2. どこへ行かれますか？ Nơi nào bạn đi? ノイ ナオ バン ディ? 
3. 貴方はどこの国の方ですか？ Mà bạn là đất nước? マ バン ラ ダット ニョース？ 
4. あなたの国籍は？ Những gì bạn có được quốc tịch? ニュフン ギ バン コー デュオック キョック 

チィッヒ?  
5. 電車の駅はどこですか？ Nhà ga xe lửa ở đâu?  ヤー ガ ヘ リュ オ ダゥ？ 
6. 私は電車で名古屋へ行きたい。Tôi muốn đi đến Nagoya bằng tàu hỏa. トイ ミュオン ディ デン 

ナゴヤ バン タウ ホァー。 
7. 私は国内線へ乗換えしたい。Tôi muốn chuyển giao cho các chuyến bay nội địa. トイ ミュオン チュ

エン ギアオ チョ カッ チュエン バイ ノイ ディア。 
8. ATMはどこですか？ ATM ở đâu?  アーティエム オ ダゥ? 
9. どこで両替できますか？ Tôi có thể trao đổi tiền bỏ ra? トイ コ テ トラオ ドイ ティエン ボ ラー？  
10. トイレはどこですか？  Nhà vệ sinh ở đâu? ニャー ベ シン オ ダゥ？ 
11. 喫煙所はどこですか？ Trường hợp là khu vực hút thuốc lá? トルン ヘル ラ コウ ヴォク ホット 

チォク ラ？ 
12. 誰か迎えに来ますか？ Một người nào đó đến để chọn bạn? モット ニュイ ナオ ドゥ デン デ 

チョン バン? 
13. 携帯電話を持っていますか？ Bạn đã có một điện thoại di động? バン ダ カー モット ディエン 

ソアイ ディ ドン? 
14. 彼/彼女の電話番号は？ Số điện thoại của ông/cô? ソー ディエン ソアイ キァ オン/コォー？ 
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つづく つづく つづく つづく  
 

ASUKA High-tech Laboratoryへ へ へ へ  

  

15. １００円硬貨を持っていますか？ Bạn đã có một đồng xu ¥ 100? バン ダー コォー モット ドン ソ

ー エン モクトラム？ 
16. 私は案内ボランティアです。Tôi là một tình nguyện viên hướng dẫn. トイ ラ モット ティン ニュー

エン ビエン ヒュン ジュン。 
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