
English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

１５．food, clothing and shelter　衣・食・住
                                                               YI       SHOKU     JYU

combustible rubbish / trash
(environmentally friendly waste / decomposable waste)

燃えるゴミ MOERU GOMI15-1

もえるごみ

non-combustible rubbish / trash
(environmentally hazardous waste / non-decomposable waste)

燃えないゴミ MOENAI GOMI15-2

もえないごみ

garbage ゴミ GOMI15-3

ごみ

hot water heater　 瞬間湯沸器 SHUNKAN YUWAKASHI KI15-4

しゅんかんゆわかしき

laundry 洗濯もの SENTAKU MONO15-5

せんたくもの

accommodation 宿泊 SHUKUHAKU15-6

しゅくはく

key 鍵 KAGI15-7

かぎ

residence 居住 KYOJYUU 15-8

きょじゅう

board and lodging 下宿 (まかない付) GESHUKU (MAKANAI TSUKI)15-9

げしゅく(まかないつき)

deposit　 敷金，予約金 SHIKI KIN / YOYAKU KIN15-10

しききん，よやくきん

guarantor 保証人 HOSHOU NIN15-11

ほしょうにん
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

key money　 礼金 REI KIN15-12

れいきん

landlord　 大家，家主 OO YA / YANUSHI15-13

おおや，やぬし

lessee 賃借人，借りる人 CHINSHAKU NIN / KARIRU HITO15-14

ちんしゃくにん，かりるひと

lessor 賃貸人，貸す人 CHINTAI NIN / KASU HITO15-15

ちんたいにん，かすひと

lease contract 賃貸契約書 CHINTAI KEIYAKUSHO15-16

ちんたいけいやくしょ

lodging 下宿 GESHUKU15-17

げしゅく

real estate agent / realtor 不動産屋 FUDOUSAN YA15-18

ふどうさんや

rent　 家賃 YACHIN15-19

やちん

room to let　 貸し部屋 KASHI BEYA15-20

かしべや

sublet　　 又貸し  MATAGASHI 15-21

またがし  

１６．payment / expenses　 支払・支出       
                                                               SHIHARAI       SHISHUTSU
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

living expense　 生活費 SEIKATSU HI16-1

せいかつひ

charge 有料 YUURYOU16-2

ゆうりょう

free 無料 MURYOU16-3

むりょう

water rate (charges)　 水道料金 SUIDOU RYOUKIN16-4

すいどうりょうきん

electricity charges / power rate 電気料金 DENKI RYOUKIN16-5

でんきりょうきん

gas charges (rate) ガス料金 GASU RYOUKIN16-6

がすりょうきん

telephone charges (rate) 電話料金 DENWA RYOUKIN16-7

でんわりょうきん

invoice / bill 請求書 SEIKYUU SHO16-8

せいきゅうしょ

receipt 領収書 RYOUSHUU SHO16-9

りょうしゅうしょ

voucher 受領 (支払) 証 JURYOU (SHIHARAI)  SHOU 16-10 

じゅりょう (しはらい) しょう

fare 料金 RYOUKIN16-11

りょうきん

change おつり OTSURI16-12

おつり
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

settle 清算する SEISAN SURU16-13

せいさんする

pay for～ in installments 分割払いにする BUNKATSU BARAI NI SURU16-14

ぶんかつばらいにする

pay temporarily / reimburse 立て替える TATEKAERU16-15

たてかえる

１７．bank　銀行
                                                       GINKOU

bank account 銀行口座 GINKOU KOUZA17-1

ぎんこうこうざ

bank book　　 預金通帳 YOKIN TSUUCHOU17-2

よきんつうちょう

bank card キャッシュカード KYASSHU KAADO17-3

きゃっしゅかーど

bank deposits 銀行預金 GINKOU YOKIN17-4

ぎんこうよきん

cash a check　 小切手を換金する KOGITTE O KANKIN SURU17-5

こぎってをかんきんする

interest　 利息  RISOKU  17-6

りそく  

open an account 銀行口座を開く GINKOU KOUZA O HIRAKU17-7

ぎんこうこうざをひらく
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

close an account 銀行口座を閉じる，解約する GINKOU KOUZA O TOJIRU /
KAIYAKU SURU

17-8

ぎんこうこうざをとじる，かいやくす
る

refund　 払い戻し HARAI MODOSHI17-9

はらいもどし

balance 残高 ZANDAKA17-10

ざんだか

secret number / Personal Identification
Number

暗証番号 ANSHOU BANGOU17-11

あんしょうばんごう

ATM (automatic teller machine) 自動預金機，自動支払い機 JIDOU YOKIN KI / JIDOU
SHIHARAI KI

17-12

じどうよきんき，じどうしはらいき

transfer 振り込む FURIKOMU17-13

ふりこむ

withdraw (預金を) 引き出す (YOKIN O)  HIKIDASU17-14

(よきんを) ひきだす

１８．mail / post　郵便
                                                                YUUBIN

address 住所，宛先 JUUSHO / ATE SAKI18-1

じゅうしょ，あてさき

addressee 名宛人 NAATE NIN18-2

なあてにん

care of / c/o 気付 KIZUKE18-3

きづけ
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

EMS 国際エクスプレスメール KOKUSAI EKUSUPURESU
MEERU

18-4

こくさいえくすぷれすめーる

air mail 航空便 KOUKUU BIN18-5

こうくうびん

surface mail 船便 FUNA BIN18-6

ふなびん

envelope 封筒 FUUTOU18-7

ふうとう

post card 葉書 HAGAKI18-8

はがき

express delivery 速達 SOKUTATSU18-9

そくたつ

forward 転送する TENSOU SURU18-10

てんそうする

money order / postal order 郵便為替 YUUBIN KAWASE18-11

ゆうびんかわせ

home delivery service 宅急便 (宅配便) TAKKYUU BIN (TAKUHAI BIN)18-12

たっきゅうびん  (たくはいびん)

mail box 郵便受け YUUBIN UKE18-13

ゆうびんうけ

parcel / packet 小包 KOZUTSUMI18-14

こづつみ

post office 郵便局 YUUBIN KYOKU18-15

ゆうびんきょく
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

post office savings　 郵便貯金 YUUBIN CHOKIN18-16

ゆうびんちょきん

postal code / zip code 郵便番号 YUUBIN BANGOU18-17

ゆうびんばんごう

printed matter　 印刷物 INSATSU BUTSU18-18

いんさつぶつ

registered mail / registered post 書留 KAKITOME18-19

かきとめ

remittance　 送金 SOUKIN18-20

そうきん

postage cost / charge 送料 SOURYOU18-21

そうりょう

stamp 切手 KITTE18-22

きって

１９．transportation　交通
                                                                       KOUTSUU

air ticket 航空券，飛行機のチケット KOUKUU KEN / HIKOUKI NO
CHIKETTO

19-1

こうくうけん，ひこうきのちけっと

reconfirm 予約確認 YOYAKU KAKUNIN19-2

よやくかくにん

flight 飛行，飛行機の便 HIKOU / HIKOUKI NO BIN19-3

ひこう，ひこうきのびん
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

airport 空港 KUUKOU19-4

くうこう

departure 出発 SHUPPATSU19-5

しゅっぱつ

arrival 到着 TOUCHAKU19-6

とうちゃく

car, vehicle 車，自動車 KURUMA / JIDOUSHA19-7

くるま，じどうしゃ

subway 地下鉄 CHIKA TETSU19-8

ちかてつ

tickets barrier / ticket gate 改札口 KAISATSU GUCHI19-9

かいさつぐち

the nearest station 寄りの駅 MOYORI NO EKI19-10

もよりのえき

North (East, West, South) exit 北口 (東，西，南) KITA GUCHI (HIGASHI, NISHI,
MINAMI)

19-11

きたぐち (ひがし，にし，みなみ)

carfare 乗車賃 JYOUSHA CHIN19-12

じょうしゃちん

a book (sheet) of tickets / a book of 11
coupons

回数券 KAISUU KEN19-13

かいすうけん

excursion ticket / round-trip ticket 周遊券 SHUUYUU KEN19-14

しゅうゆうけん

season ticket, commutation (commuter)
ticket

定期券 TEIKI KEN19-15

ていきけん
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

transportation expenses 交通費 KOUTSUU HI19-16

こうつうひ

change from one train to another /
transfer to another car

乗換 NORIKAE19-17

のりかえ

stop over / stop off 途中下車 TOCHU GESHA19-18

とちゅうげしゃ

via / by way of 経由 KEIYU19-19

けいゆ

bicycle 自転車 JITENSHA19-20

じてんしゃ

２０．health / hospital　健康・病院
                                                              KENKOU         BYOUIN

appetite 食欲 SHOKU YOKU20-1

しょくよく

chills 悪寒 OKAN20-2

おかん

cold / flu かぜ KAZE20-3

かぜ

diarrhea　
　

下痢 GERI20-4

げり

fatigue　 疲労 HIROU20-5

ひろう
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

fever 熱がある NETSU GA ARU20-6

ねつがある

flu 流感 RYUUKAN20-7

りゅうかん

hay fever 花粉症 KAFUN SHOU20-8

かふんしょう

headache 頭痛 ZUTSUU20-9

ずつう

indigestion 消化不良 SHOUKA FURYOU20-10

しょうかふりょう

itchy かゆい KAYUI20-11

かゆい

rash 発疹 HASSHIN / HOSSHIN20-12

はっしん，ほっしん

sprain 捻挫 NENZA20-13

ねんざ

burn やけど YAKEDO20-14

やけど

stomach discomfort　 胃の不快感 I NO FUKAIKAN20-15

いのふかいかん

stomach ache 腹痛 FUKUTSUU20-16

ふくつう

swelling　 腫れ HARE20-17

はれ
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

vomit / throwing up　 嘔吐 OUTO20-18

おうと

prescription　 処方箋 SHOHOU SEN20-19

しょほうせん

temperature　 体温 TAION20-20

たいおん

immunization 予防接種 YOBOU SESSHU20-21

よぼうせっしゅ

medicine / drug 薬 KUSURI20-22

くすり

pain killer 鎮痛剤 CHINTSUU ZAI20-23

ちんつうざい

medical treatment / cure 治療 CHIRYOU20-24

ちりょう

hospital 病院 BYOUIN20-25

びょういん

enter hospital / be hospitalized 入院する NYUUIN SURU20-26

にゅういんする

leave hospital / be discharge (from
hospital)

退院する TAIIN SURU20-27

たいいんする

drug store 薬局 YAKKYOKU20-28

やっきょく

doctor 医者 ISHA20-29

いしゃ
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

dentist 歯科医，歯医者 SHIKA I / HA ISHA20-30

しかい，はいしゃ

oculist / ophthalmologist / eye doctor 眼科医，目医者 GANKA I / ME ISHA20-31

がんかい，めいしゃ

physician 内科医 NAIKA I20-32

ないかい

surgeon 外科医 GEKA I20-33

げかい

nurse 看護婦 KANGOFU20-34

かんごふ

patient 患者 KANJYA20-35

かんじゃ

medical certificate　 診断書 SHINDAN SHO20-36

しんだんしょ

medical examination (check-up)　 健康診断 KENKOU SHINDAN20-37

けんこうしんだん

medical fee reimbursement 医療費補助 IRYOUHI HOJYO20-38

いりょうひほじょ

national health insurance 国民健康保険 KOKUMIN KENKOU HOKEN20-39

こくみんけんこうほけん

２１．public office　役所
                                                                    YAKUSHO
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

alien registration 外国人登録 GAIKOKUJIN TOUROKU21-1

がいこくじんとうろく

embassy 大使館 TAISHI KAN21-2

たいしかん

government employee　 国家公務員 KOKKA KOUMUIN21-3

こっかこうむいん

ID card 身分証明書 MIBUN SHOOMEISHO21-4

みぶんしょうめいしょ

immigration office 入国管理局 NYUUKOKU KANRI KYOKU21-5

にゅうこくかんりきょく

ministry of education, science, sports
and culture

文部省 MONBU SHOU21-6

もんぶしょう 

temporary leave and re-entry 一時出国及び再入国 ICHIJI SHUKKOKU OYOBI SAI
NYUKOKU

21-7

いちじしゅっこくおよびさいにゅう
こく

visa ビザ，査証 BIZA / SASHOU21-8

びざ，さしょう

ward office 区役所 KU YAKU SHO21-9

くやくしょ

２２．etc.　その他
                                                  SONO  TA

answering machine　 留守番電話 RUSU BAN DENWA22-1

るすばんでんわ
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

cellular phone　 携帯電話 KEITAI DENWA22-2

けいたいでんわ

money changer 両替機 RYOUGAEKI22-3

りょうがえき

part-time job アルバイト ARUBAITO22-4

あるばいと

vending machine　 自動販売機 JIDOU HANBAI KI22-5

じどうはんばいき

volunteer ボランティア BORANTIA22-6

ぼらんてぃあ
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