
第 1 課 打招呼 あいさつ 

 

●你好 こんにちは （いつでもつかえます。） 

●你好嗎？ 元気ですか？  

●我好好、多謝 とても元気です。ありがとう 

●朝早  朝  

●早晨 おはよう  

●多謝晒 ありがとうございます  

●唔駛客氣 どういいたしまして  

●唔好意思 すみません  

●冇関係 気にしないで  

●冇問題 大丈夫  

●再見 さようなら  

●聽日 明日  

●聽日見 また明日  

●下個星期 来週  

●下個星期見 また来週  

 



第２課 天気 天氣 

 

●點   どうですか   

●今日既天氣點呀？   今日の天気はどうですか？  

●好好  とてもいいです  

●今日既天氣好好  今日の天気はとてもいいです  

●聽日既天氣好嗎？ 明日の天気はいいですか？  

●都  ～も、また  

●聽日既天氣也係好天？ 明日の天気もいいですか？  

●好天  晴れ 

●今日係好天 今日は晴れです  

●陰天 曇り  

●聽日會陰天  明日は曇りでしょう  

●雨  雨 

●今日會落雨  今日は雨が降ります  

●落雪 雪が降る 

●聽日會落雪 明日は雪がふります  

●風 風 



●打風 風が吹く  

●熱  暑い  

●今日好熱 今日は（とても）暑いです  

●今日好凍 今日は（とても）寒いです  

●天氣預報 天気予報  

●春 春 

●夏 夏 

●秋 秋 

●冬 冬 

●春天既天氣怎點嫁？ 春の天気はどうですか？ 

●夏天既天氣點嫁？ 夏の天気はどうですか？ 

●夏天係熱 夏はとても暑いです  

●氣温 気温  

●氣温好高 気温がとても高いです  

●秋天既天氣點嫁？ 秋の天気はどうですか？ 

●秋天好涼快 秋は涼しいです  

●冬天既天氣點嫁？ 冬の天気はどうですか？ 

●少少 少し  



●冬天少少凍 冬は少し寒いです  

●氣温好低 気温は低いです  

 

第３課 趣味 愛好 

●鍾意 好き   

●幾 何  

●你喜歓什咩 何をするのがすきですか  

●睇 見る   

●睇戲 映画を見る  

●睇電視 ＴＶを見る  

●我鍾意睇書 読書が好きです  

●我鍾意睇戲 映画をみるのがすきです  

●我鍾意睇電視 ＴＶをみるのがすきです 

●聽 聞く  

●聽音樂 音楽を聞く  

●我鍾意聽音樂 音楽を聞くのがすきです  

●飲 飲む  

●飲茶 お茶を飲む  



●飲咖啡 コーヒーを飲む  

●我鍾意飲咖啡 コーヒーを飲むのがすきです  

●食 食べる  

●食壽司 寿司を食べる  

●我鍾意食壽司 寿司を食べるのがすきです  

●旅行 旅行 

●工作 仕事 

●我鍾意旅行 旅行がすきです 

●我鍾意工作 仕事がすきです  

●我鍾意春天 春が好き  

●我鍾意你 あなたが好き  

●運動 スポーツ  

●鍾意運動 スポーツが好き  

●你鍾意咩運動嫁？ どんなスポーツがすきですか？  

●打籃球 バスケットボールをする 

●打網球 テニスをする  

●游泳 泳ぐ  

●滑雪 スキーをする  



●溜冰 スケートをする  

●你既嗜好係咩 あなたの趣味は何ですか？  

●我既嗜好係滑雪 私の趣味はスキーです  

 

第４課 家族 家人 

 

●屋企人  家族 

●我既屋企人 私の家族  

●有 ある、いる  

●幾多人 何人  

●人 人、人々  

●你屋企人有幾多人？ あなたの家族は何人いますか？ 

●我有 4 個屋企人 私の家族は 4 人です  

●父親 父  

●母親 母 

●大佬 兄  

●家姐 姉 

●細佬 弟  



●細妹 妹  

●然後 そして、と  

●都 ～も、また  

●兄弟 兄弟  

●姊妹 姉妹  

●冇 ありません、いません  

●你既屋企人有幾多個？ あなたの家族は何人ですか？ 

●我有 4 個屋企人 私の家族は 4 人です  

●你有兄弟姊妹嗎？ 兄弟か姉妹がいますか？ 

●有、我有大佬同細妹 はい、兄と妹がいます 

 

第５課 仕事 工作 

 

●做 する  

●工作 仕事、仕事する  

●醫生 医者  

●律師 弁護士  

●公司 会社  



●銀行 銀行  

●公司職員 会社員  

●工程師 エンジニア  

●你做咩既工作？ どんな仕事をしていますか？  

●我係老師 私は先生です  

●他係醫生 彼は医者です  

 

第６課 電話 電話 

 

●預約 アポイントメント  

●時間 時間 

●喂 もしもし  

●請問 すみません  

●響度 いる  

●邊個 誰  

●o 個邊 そちら  

●呢度 ここ  

●喂請問、陳老師響度嗎？ もしもしすみません、陳先生はい



らっしゃいますか？  

●陳老師唔響呢度 陳先生はそこにいません  

●到 着く  

●張先生，請黎呢度 張さん、ここへ来てください 張先生，請

來到這裡 

 

第７課 紹介 介紹 

 

●叫 呼ぶ、呼ばれる  

●oセ 何  

●名 名前  

●你叫 oセ名？ 名前は何ですか？  

●你既名係・・・？ あなたは？  

●我既名係～  私の名前は～です  

●我係～ 私は～です  

●好 とても  

●幸福 幸せ  

●好幸福 とても幸せ  



●知 知る  

●第一次見面、請多指教 はじめまして  

●都請您多多指教 こちらこそはじめまして 

 

第８課 方法 方法 

 

●左轉 左に曲がる  

●右轉 右に曲がる 

●紅綠燈 信号機  

●過馬路 道を渡る  

●街口 交差点  

●遠 遠い 

●近 近い  

●點去呢？ どうやっていきますか？ 

●車 車  

●巴士 バス  

●塔巴士 バスに乗る  

●的士 タクシー  



●電車 電車  

●我想買車票 切符を買いたい 

●您要去邊呢？ どこへ行きますか？ 

●去香港火車站 香港駅まで 

●三十蚊 ３０香港ドルです 

●呢度 どうぞ 

●您既車票 切符をどうぞ 

●去過香港未？ 香港に行ったことはありますか？ 

●去過未？ いったことはありますか？ 

●去過香港迪士尼樂園未？ 香港ディズニーランドにいったこ

とはありますか？ 

●去過海洋公園未？ オーシャンパークにいったことはありま

すか？ 

●冇去過 ～にいったことはありません 

●風景好靚 景色はいいです 

●山頂 ビクトリア・ピーク 

●黄大仙 ウォンタイシン 

●蘇豪 ソーホー 



●香港公園 香港公園 

●彌敦道 ネイザンロード 

●房 部屋  

●單人房 シングルルーム 

●雙人房 ダブルルーム 

●填表格 フォームに記入する  

●護照 パスポート  

●退房 チェックアウト  

 

第９課 コミュニケーション 溝通 

 

●銀行 銀行  

●我想去銀行 銀行に行きたい 

●錢 お金  

●換外幣 両替  

●呢度 ここ  

●日幣 日本円  

●港幣 香港ドル  



●我有日幣 私は日本円をもっています 

●想換成港幣 香港ドルに両替したいです   

●匯率 為替レート  

●今天既匯率係幾多呀？ 今日の為替レートはいくらですか？ 

●提款 お金をおろす  

●我想要提款 お金をおろしたい 

●存錢 お金をあずける  

●我想存錢 お金をあずけたい 

●用 使う  

●信用咭 クレジットカード  

●可以使用信用卡嗎？ クレジットカードを使えますか？ 

●早 早い  

●晩 遅い 

●非去不可 行かなければなりません 

●學校 学校  

●小學校 小学校  

●中學校 中学校  

●高中 高校   



●大學 大学  

●小學生 小学生  

●中學生 中学生  

●高中生 高校生  

●大學生 大学生  

●幾年級？ 何年生？  

●畢業 卒業する  

●學 勉強する  

●專業 専攻  

●你既專業係咩？ あなたの専攻は何ですか？ 

●商務 ビジネス 

●廣東話 広東語  

●專攻商務  ビジネスを専攻しました 

 

 

 

 

 



第１０課 香港のスラング 

●鬼 お化けを意味する白人に対する侮辱語 

●鬼佬 白人男性に対する侮辱語 

●八婆 尻軽女 

●衰婆 だめな女性・主夫 

●餛飩 バカな 

●好有型 かっちょいい   

●有冇搞錯呀!  誰かがバカなことをした際にあざ笑う

時に使います 

●黐線!  アホ 

 

 

第１１課 恋人達の表現 

 

我中意你 あなたが好き 

我愛你 愛してる 

我暗戀你 あなたに片思い 

我一直愛小涼 ずっと愛するよ 



我想錫你 君にキスしたいよ 

我希望佢會中意 彼/彼女が好きだといいなぁ 

我地做個朋友丫 友達になろう 

冇左你我好痛苦 君がいないと辛い 

我日日都掛住你 いつも君を思ってるよ 

你唔好再傳郵件俾我啦 もうメールしてこないで 

我地就做朋友啦 友達の関係のほうがいい 

我地做朋友會好 o的 友達のままのほうがいい 

我已經有女朋友喇 もう彼女がいるんだ 

請原諒我 ゆるして 


