話してみよう！ヒンディー語

日

はい

本

語

ヒン ディー 語

ハーン ジー

ヤハン ウェイト キジエ
ムジェ 30 ミニッツ ラゲンゲ

30 分かかります

アダ ガンタ ラゲガ

ジー ナヒーン

私を迎えに来てください

Ｑ：お元気ですか

アープ ケーセー ヘ

さくらちゃんを迎えに日本人学校へ行きましょう

Ａ：元気です

メーン ティーク／アッチー フーン

真っ直ぐ行ってください

コイ バート ナヒーン

どういたしまして

エク メナットゥ
ちょっと待って

トラ   ルク   ジャイエ
ウェイト   キジエ

あいさつ編

ムジェ レネ アーイエ

本

語

ヒン ディー 語

サクラチャン コ レーネ
ジャパニーズスクール チャリエ
ビルクル シーダ チャリエ

バックしてください

バック キジエ

左／右に行ってください

レフト／ライト チャリエ

明日の朝 10 時までに来てください

カル スバハ ダス バジェ タック

アーイエ

あなたは INA への道を知っていますか

アープコ INA カ ラスタ パタ ヘ？

エアコンを強く／弱くしてください

エーシー テーズ／カム キジエ

この荷物を上に持ってきてください
日

ヒン ディー 語
ヤハン ルキエ

いいえ

大丈夫です

イエ サマーン ウッパル レ
カル アーイエ

メイド編

こんにちは、（さよなら）

ナマステ

お名前は何ですか

アープカ ナーム キャー ヘ

私の名前はプージャです

メーラー ナーム プージャ ヘ

気をつけてやってください

ディアン セ キジエ

私はプージャです

メーン プージャ フーン

ゆっくりやってください

アーラム セ キジエ

私は日本人です

メーン ジャパニ フーン

急いでやってください

ジャルディ キジエ

また会いましょう

フィル ミレンゲ

ここをきれいにしてください

ヤハーン サーフ キジエ

日

本

語

最初に食器／この部屋をきれいにしてください

ドライバー編
本

語

早く運転してください
今日、私は日本人会に行きたいです

ヒン ディー 語

サブセ ペヘレ

バルタン／イエルーム

サーフ キジエ

今日はすしを作ってください

アージ スシ バナイエ

これ／あれを直してください

イエ／ヴォー ティーク キジエ

アージ  ムジェ   ジャパニ  アソシエーション

あなたは肉じゃがを作ることができますか

アープコ ニクジャガ

ジャーナー  ヘ

ドア／カーテンを開けて／閉めてください

ダルワザ／パルダ コリエ／バンド キジエ

ライト／エアコンをつけて／消してください

ライト／エーシー オン／オフ キジエ

洗ってください

ドーイエ

皮をむいてください

チーリエ

ヒン ディー 語
ジャルディ チャライエ

今からＩＮＡに行きたいです

アビ ＩＮＡ チャリエ

りません

パフチュナ  ヘ

ムジェ  ノー   バジェ  タク カーンマーケット   

バナ サクテ ホ？

ヒンディー語

ヒンディー語

日

9 時にカーンマーケットに到着しなければな

188

語

ここで待っていてください

よく使う言葉編
日

本

189

日

本

語

（小さく）切ってください

（チョーターチョーター）カーティエ

揚げてください

タリエ

茹でて／沸かしてください

ウバリエ

ガスを弱くしてください

ガス シム／カム キジエ

ガスを強くしてください

ガス ハイ／テズ キジエ

料理を温めてください

カーナ ガラム キジエ

アイロンをかけてください

プレス キジエ

これはアイロンをかけないでください

イエ プレス ナヒン キジエ

これは軽くアイロンをかけてください

イス パル

これは手洗いしてください

イエ ハート セ ドーイエ

手伝ってください

メリ マーダットゥ キジエ

花に水をやってください

フール コ パニ ディジエ

今日の仕事は終了です

アージ カ カーム カタム

帰っていいです

アープ ジャー サクテ ヘーン

（明日は）遅刻しないでください

memo

緊急電話番号

ヒン ディー 語

警察：100
消防：101

ハルキ プレス キジエ

（カル）レイト マット ホナ

救急：デリー＆グルガーオン 102 ノイダ：108

ウーマンヘルプライン：デリー＆グルガーオン 1091 ノイダ 1090
チャイルドライン：1098

※ウーマンヘルプラインやチャイルドラインは、自身が被害に遭った時や被害に遭っている人を
見かけた時などに使用する番号です。

在インド日本国大使館：（011）26876564、26876581 〜 3

日本人会事務局：（011）64724448
日本人学校：（011）26891230

※救急対応病院については「医療案内」の章を参照してください。

電話番号覚え書き
自分の電話番号：
緊急連絡先：

名前
家族

TEL

名前

TEL

ドライバー
メイド

緊急電話番号

ヒンディー語
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