
自己紹介 Self Introduction
※日本語かローマ字で記入してください。

Please write in Japanese or Romaji.

Sudden Illness

Car Accident

氏名

Name

性別 Gender Ｍ ／ Ｆ

住所

Address

国籍

Nationality

話せる言語

Languages you speak

持病

Chronic diseases

常備薬

Personal medication

血液型 Blood type A／Ｂ／Ｏ／AB Rｈ＋／－

アレルギー

Allergies

避難所

Nearest shelter to your home

Emergency

Point & Speak

Phrase Booklet

The person showing you this booklet is in

trouble. Please help him/her if you can.

(City of Okazaki.)

これを提示した外国人は困っています。

できる範囲で助けてくだされば幸いです。

岡崎市

緊急時

指差し会話集

英語版

Tasukete

助けて！
Help me !

Kyūbyō  

急 病
Saigai / Kaji

災害・火事

Disaster / Fire

Kōtsūjiko 

交通事故
Crime / Trouble

Hanzai / Toraburu

犯罪・トラブル



Hanzai
犯罪
Crime

Toraburu
トラブル
Trouble

Ninshin shiteimasu

妊娠しています
Pregnant

Yukuefumei

行方不明
Lost / Missing

Kuruma ga

kowareta

車が壊れた
Car was damaged

Osowareta / Nagurareta

襲われた・殴られた
Attacked /

Punched

Hito wo

haneta

人をはねた
Hit a person while driving

Kōtsūjiko

交通事故

Car Accident

Taoreta / Ugokenai

倒れた・動けない
Fell down /

Cannot move

Netsu ga deta / Itai

熱が出た・痛い
High Fever /

Painful

Kega wo shita

怪我をした
Injured

Ie ga kowareta

家が壊れた
Building was

damaged

Ie ga moeta

家が燃えた
Building is

on fire

Naka ni hito ga iru

中に人がいる
Someone is still

in the building

Surareta / Nakushita

すられた・なくした
Pick-pocketed /

Lost something

Kyūbyō  

急病

Sudden Illness

Saigai / Kaji

災害・火事

Disaster / Fire



Mizu

水 Water

Tabemono

食べ物 Food

Okane

お金 Money
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日本語のできる家族・友人 Family / friends who speak Japanese

① 氏名 Name ( ) No. [ - - ]

② 氏名 Name ( ) No. [ - - ]

③ 氏名 Name ( ) No. [ - - ]

Zainichi taishikan

在日大使館 Embassy in Japan No.[ - - ]

※ http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/over/index.html

Libura kokusai kōryū sentā  

りぶら国際交流センター LICC 水曜休み (Closed Wednesdays)

Libra International Community Center No. [0564 - 23 - 3148]

Okazaki shiyakusho

岡崎市役所 土日休み (Closed Saturdays & Sundays)

Okazaki City Hall No. [0564 - 23 - 6480]

119

Keisatsu

警察 Police

Kｙūｋｙūsha 

救急車 Ambulance

Shōbōsha 

消防車 Fire Engine

Takushī 

タクシー Taxi

No. [ - ]
Nihongo no dekiru

kazoku / yūjin 

_ _ ni denwa wo shite hoshii

＿ ＿に電話をしてほしい

I want you to

telephone _ _

_ _ ga hoshii / Tsukawasete

_ _がほしい・使わせて

Give me _ /

Let me use _



Tetsudatte hoshii

手伝ってほしい
I need your help

Kodomo / kazoku wo sagashite

子ども・家族を探して
Help me find my

child / family

member

Michi ni mayoimashita. Koko wa doko?

道に迷いました。

ここはどこ？
I am lost.

Where am I?

Tsūyaku wo yonde hoshii 

通訳を呼んでほしい
Bring an

interpreter

Dōshiteiika wakaranai 

どうしていいか

分からない
I have no idea

what to do

Byōin 

病院
Hospital

Hinanjo

避難所
Shelter

Keisatsusho / Kōban 
警察署・交番
Police station / box

Kōshūdenwa

公衆電話
Public telephone

Toire

トイレ
Toilet

Shiyakusho

市役所
City Hall

_ _ e tsureteitte

＿ ＿へ連れて行って
Take me to _ _

Chizu wo kaite

地図を書いて
Draw a map to _ _


