
1. どうか
!חייבים לדעת
1.

はい。同意・賛同の言葉から始めるのはいいことですね。はい
ֵּכן

ken
2.

快く「はい」とばかり受けるわけにはいきませんよね。「いいえ」ときっぱり断りましょ
う。いいえ

ֹלא
lo

3.
「はい」と「いいえ」を覚えたら今度はお願い事をするためにこう言いましょう。どう
か・お願いします

ְּבַבָּקָׁשה
bevakasha

4.
もしお願いしたものが貰えたらお礼を言いたいですよね。そんな場合はこう言いまし
ょう。ありがとう

ּתֹוָדה
toda

5.
もっと丁寧にお礼がしたい場合はこう言いましょう。どうもありがとう

ַרב ּתֹודֹות / ּתֹוָדה ַרָּבה
rav todot / toda raba

6.
お礼を言われた人はきっと「いいのよ」・「気にしないで」もしくは謙虚にこう返事する



でしょう。
どういたしまして

ַעל ֹלא ָּדָבר
al lo davar

7.
さあ、これで皆さん言葉を組み合わせることができますね。言ってみましょう。はい、
お願いします。

ֵּכן, ְּבַבָּקָׁשה
ken, bevakasha

8.
もしくは、いいえ、結構です。

ֹלא, ּתֹוָדה
lo, toda

9.
「すみません」は面白い表現ですよね。丁寧に言いたいときや誰かの注意を引きたい
時、お願いをしたい時などいろいろと使えます。例えば、「すみません、あなたは私の足
を踏んでいますよ！」― すみません

ְסִליָחה
slicha

10.
許して欲しい時もありますよね。「あら、許してください。そんなつもりはなかったんで
す！」もし間違って傷つけてしまったらこう言えますね、許してください

ְסִליָחה...
slicha…

11.
もしストレートにお詫びの言葉を言いたい場合は、ごめんなさいといいましょう。ご
めんなさい

ִמְצַטֵער / ִמְצַטֶעֶרת
mitzta'er / mitzta'eret

12.
そしてもし何も問題がない場合はこう言えますね。大丈夫です

ֶזה ְּבֵסֶדר
ze beseder

13.
さて、ではデートをしたくなったらどう言いましょうか？まずは挨拶からですよね。こん
にちは

ָׁשלֹום
shalom

14.
そしてお別れの時間が来たらこう言いましょう。楽しかったです。また会えるといいで



すね。さようなら
ָׁשלֹום

shalom
15.

時には本当にまた会いたい人もいるでしょう。そんな時にぴったりなのが「またね」。な
んにせよ言ってみましょう。またね

ְלִהְתָראֹות
lehitra'ot

16.
不思議なことにどんな言語でも特別な挨拶が朝にはあります。朝誰かにあったらこう
言いますよね。おはよう！

ּבֹוֶקר טֹוב!
boker tov

17.
そして午後にも特別な挨拶があります。こんにちは！

ַאַחר ָצֳהַריִים טֹוִבים
achar tzohoraim tovim

18.
そして夕方に会ったらこう言えますね。こんばんは！

ֶעֶרב טֹוב
erev tov

19.
そして夜に眠くなったら？そうですね！こう言いますよ。おやすみ！

ַליְָלה טֹוב
laila tov

20.
そしてぐっすり眠ったらまた新しい一日の始まりです。誰かを家に招待したいです
ね。友達がやって来たらこう言いましょう。ようこそ・いらっしゃい

ְּברּוִכים ַהָּבִאים
bruchim haba'im

21.
誰かとばったり会ったらちょっとおしゃべりをしますよね。いつも同じ返事かもしれな
いけど一応聞いちゃいますよね。最近どうですか？

 ָמה ָחָדׁש? ָמה ִנְׁשַמע?

ma chadash? ma nishma?
22.

お元気ですか？
本日はご機嫌いかがですか？

ָמה ְׁשלֹוְמָך ַהּיֹום? ָמה ְׁשלֹוֵמְך ַהּיֹום?



ma shlomcha ha'yom? 
23.

もしくはさらっとこう言う人もいるでしょう。今日の調子はどうですか？
ָמה ָהִעְניָיִנים?

ma ha'inyanim?
24.

大抵の人はそう聞いたら丁寧な返事を期待しますよね。愚痴ばっかり聞くのは嫌です
からね。ですからこう言いましょう。元気ですよ。ありがとう。

טֹוב, ּתֹוָדה.
tov, toda.

25.
とても元気ですよ。あなたはどうですか？

ֶאְצִלי ַהּכֹול ְּבֵסֶדר. ּוָמה ֶאְצְלָך / ֶאְצֵלְך? 
etzli hakol beseder. u'ma etzlecha / etzlech?

26.
そしてもし皆大丈夫でしたら、少なくとも文句を言った人がいなければ丁寧にこう言
いましょう。楽しかったです。

ָהיָה ָנִעים ְמאֹוד
haya na'im me'od

27.
招いた側はこう返事するかもしれないですね。「喜んで」
いつでも礼儀正しくするのはいいことですね。喜んで

ָהעֹוֶנג ּכּוּלֹו ֶׁשִּלי.
ha'oneg kulo sheli.

28.
さて、続けて礼儀正しくいきましょう。お別れの際にはこう言ったらどうでしょう。～で
ありますように

ֲאִני ְמַאֵחל ְלָך... )ֲאִני ְמַאֶחֶלת ְלָך(
ani me'achel lecha…  )ani me'achelet lecha…  (

29.
他にも「がんばって」「がんばれ」などとも言えますね。祈りましょう。幸運を祈ります

ְּבַהְצָלָחה
bahatzlacha

30.
もちろん、ただ漠然とではなく絞ってみることもできますね。健康と幸せを祈ります。

ְּבִריאּות וְאֹוֶׁשר
bri'ut ve'osher

31.
他の挨拶では良い休暇を！などがあります。良い休暇を！

ַחג ָׂשֵמַח



chag same'ach
32.

そしてもちろん明けましておめでとう
ָׁשָנה טֹוָבה

shana tova
33.

さようならの他にもお別れの挨拶はありますよ。いってらっしゃい
ְנִסיָעה טֹוָבה

nessi'a tova
34.

やあ、君！何歳になったの？お誕生日おめでとう
יֹום הּוֶלֶדת ָׂשֵמַח 

yom huledet same'ach
35.

そして結婚した日を祝ってこう言いましょう。結婚記念日おめでとう
יֹום ִניּׂשּוִאים ָׂשֵמַח

yom nissuyim same'ach
36.

どうぞごゆっくりとおくつろぎください
ְׁשהּות ְנִעיָמה

she'hut ne'ima
37.

そして、良い一日を
יֹום ָנִעים

yom na'im
38.

そしてこの挨拶はいつでも使えるでしょう。がんばって
ָּכל טּוב
kol tuv



12. ホテル
מלון
355.

さて、それでは無事に着陸し、入国審査も済ませ、観光客として空港を離れました。今
度はどのような場面に遭遇するでしょうか？ホテルですよね。部屋があるかどうかを確
認するために予約を入れましょう。ホテルの部屋を予約する

 ְלַהְזִמין ֶחֶדר ְּבָמלֹון
le'hazmin cheder bamalon

356.
もしまだ予約がないのならホテルスタッフへの最初の質問は、もしもし、空き部屋は
ありますか？

 ָׁשלֹום, יֵׁש ָלֶכם ֶחֶדר ָּפנּוי?
shalom, yesh lachem cheder panui?

357.
この返答は聞きたくないですよね。すみません、満室です。

ִמְצַטֲעִרים, ַהּכֹול ָּתפּוס...
mitzta'arim, hakol tafus…

358.
もし、予約を入れておいたならこう言えますね。私は予約があります。

יֵׁש ִלי ַהְזָמָנה
yesh li hazmana

359.
もし予約がないのなら、最善を尽くしましょう。私は予約がありません。

ֵאין ִלי ַהְזָמָנה
ein li hazmana

360.
もしかするともっと情報を伝えないといけないかもしれませんね。私は部屋が必要で



す。
 ֲאִני ָצִריְך ֶחֶדר, ֲאִני ְצִריָכה ֶחֶדר

ani tzarich )tzericha( cheder
361.

一晩
ְלַליְָלה ֶאָחד

le'laila echad
362.

大人二名と子供二人
ִלְׁשֵני ְמבּוָּגִרים וְִלְׁשֵני יְָלִדים

lishnei mevugarim ve'lishnei yeladim
363.

ちょっと不自然に聞こえるかも知れませんが、経験上トイレ・シャワー付きと付け加え
た方がいいかもしれません。トイレ・シャワー付き

ִעם ֲחַדר ַרֲחָצה וְֵׁשירּוִתים
im hadar rachatza ve'sherutim

364
シングル・ベッドもしくはダブル・ベッド

ִעם ִמיַּטת יִָחיד / ִמיָּטה זּוִגית
im mitat yachid / mita zugit

365.
部屋はどこですか？一階です。一階

ַּבּקֹוָמה ַהַּתְחּתֹוָנה
bakoma hatachtona

366.
それとももしかすると最上階にあるかもしれませんね。最上階

ַּבּקֹוָמה ָהֶעְליֹוָנה
bakoma ha'elyona

367.
階段を使って上階にあがる必要がありますか？上階

 ְלַמְעָלה ַּבַּמְדֵרגֹות
lemala bamadregot

それとも階下に下りますか？階下
368.

それとも階下に下りますか？下階
 ְלַמָּטה ַּבַּמְדֵרגֹות

lemata bamadregot
369.

でもスーツケースがありますのでエレベーターはありますか？エレベーター
ַמֲעִלית



ma'alit
370.

ホテルの所在地は観光客にとってとても大事ですし料金にも影響しますよね。ホテル
は繁華街にあるかもしれませんし、駅の近くかもしれませんし、郊外にあるかもしれま
せん。ホテルの正確な住所を知っておくのはいいことかもしれませんね。場所はどち
らですか？

ֵאיפֹה ַאֶּתם ְממּוָּקִמים?
eifo atem memukamim?

371.
もし所在地からはよくわからなかったならば、こういう聞き方もあります。～からはどう
やってそちらに行けますか？

ֵאיְך ֲאִני ַמִּגיָעה ֲאֵליֶכם ִמ...?
eich ani magi'a eleichem mi…?

372.
そしてもちろん後でびっくりしないように聞いておきましょう。料金はいくらですか？

ָמה ַהְּמִחיר ְּבַבָּקָׁשה?
ma hamechir bevakasha?

373.
こちらは必ずしも明瞭ではありませんが、料金に朝食は含まれますか？・朝食付きで
すか？

 ַהִאם ַהְּמִחיר ּכֹוֵלל ֲארּוַחת ּבֹוֶקר?
ha'im hamechir kolel aruchat boker?

374.
では食事の用語を復習しましょう。朝食

 ֲארּוַחת ּבֹוֶקר
aruchat boker

375.
昼食

ֲארּוַחת ָצֳהַריִים
aruchat tzohoraim 

376.
夕食

 ֲארּוַחת ֶעֶרב
aruchat erev

377.
ホテルスタッフのことを忘れていましたね。なんと言いましょうか？その部屋下さい。
ありがとう。私はそちらに・・・4時までに到着します。

ּתֹוָדה. ַאִּגיַע ַעד ַהָּׁשָעה... 4
toda. agi'a ad ha'sha'a… arba

378.



ほとんどの国には観光案内所があります。ほとんどのホテルも観光客用に受付があり
ます。観光案内所

ֵמיָדע ְלַתָּייִרים
meida letayarim

379.
必要に応じて波線を埋めて質問を完成させてください。すみません、～はどこにあり
ますか？

ְסִליָחה, ֵאיפֹה יֵׁש ָּכאן...?
slicha, eifo yesh kan..?

380.
別れて買い物をしましょうか。だとすると集合場所が必要ですね。集合場所・集合地

ְנקּוַּדת ִמְפָּגׁש
nekudat mifgash

381.
ひょっとすると街の地図を持っていますか？街の地図

ַמַּפת ָהִעיר
mapat ha'ir

382.
レンタカー代理店を探すのを手伝ってくれませんか？レンタカー代理店

 סֹוְכנּות ְלַהְׂשָּכַרת ֶרֶכב
sochnut le'haskarat rechev

383.
実は私はタクシー乗り場かバス停がいいのですが。タクシー乗り場・バス停

 ַּתֲחַנת מֹוִנּיֹות / ַּתֲחַנת אֹוטֹוּבּוס
tachanat moni'yot / tachanat otobus

384.
～への電車

ַרֶּכֶבת ְל...
rakevet le…


