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ホームステイというのは、ボラン

ティアの心を持って、家族ぐるみで

外国の人を迎え、お互いの文化や習

慣の違いを学びあい、楽しみながら

温かい心のふれあいを体験できる機

会なのです。

この手引き書は、そうしたホーム

ステイを引き受けてくださる家庭で

不安に思われることや、わからない

ことがある場合の参考にしていただ

き、豊かな心の交流の手助けになれ

ばと作成しました。

お読みいただいて、ご意見・ご感

想をお寄せいただければ幸いです。

平成27年3月

三田市国際交流協会

交流委員会

通訳翻訳委員会
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ようこそわが家へ

さ

日次

ようこそわが家へ

言葉がわからなくても大丈夫…………………‥2

家の中を案内しましょう…………………………3

わが家の生活を紹介しましょう………………‥4

食事を楽しく

自由時間の過ごし方

必要な経費は

体調が悪くなったら

また逢う日まで

国際電話のかけ方

文例集（英語・韓国）

初対面

家の中

洗濯・お風呂・トイレ…………品…………17

我が家のルール

病気の時

また逢う日まで

あ、いよいよ初対面の日です。どんな人が

わが家へやってくるのか、迎える方もワクワ

クしますね。「方、外国から来られる人にとっては、

初めての外国かもしれないので　笑顔で話しかけ

られれば緊張も和らぐことでしょう。

たとえ、その人の国の言葉で言えなくても、日

本語で「ようこそいらっしゃいました。あなたに会

えてとてもうれしいで一九」の一言で充分で一九i　そ

して、豪族全員を紹介し、名前、愛称、学校や

職場のこと、趣味など、家族の一人ひとりが日本

語でもいいから話しかければ自然に会話が弾むこ

とでしょう。ビジターにとっては、来られる目的・

滞在期間が様々なのでトラブルを避けるために

も、お互いによく話し合って、楽しく過ごせるよう

にしましょう。

なお、本書では、ホームステイをする外国人を

「ビジター」と表記しています。
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二葉ができないからホームステイはちょっと・・と

Ei思っている人。言葉はできるに越したことは

ありませんが、できなくても大丈夫で一九i　それな

ら英語圏以外の国の人を引き受ける場合はどうし

ますか？　身振り手振り、絵を描いたり、辞書を

ひいたり、時には失敗したり。でも、それが通じ

たときの嬉しさは忘れられない思い出になるもの

で‾九　引っ込み思案にならす　いろんな事を尋ね

てみましょう。例えば、「これはあなたの母国語

ではなんと言うの？」とか、「日本語ではこう言う

のよ。」と、こちらが柏手の国や習慣などに興味

を示せば　きっと楽しい時間が過ごせると思いま
‾九　とにかく、言葉よりもまごころ。外国から来

られたビジターと異文化を感じながら、外国に行

かなくてその国を理解することができるので一九

ビジターの中には、日本に興味を持って来日す

る人もあり、これを良い機会にホストファミリーと

して、日本を知ってもらうのも良いかもしれません。

よく日本人は、あいまいな返事をしがちですが、

自分の意思を明確にして、なぜこうしないといけ

ないのか、ビジターに伝えることによってわかって

もらえることでしょう。そして、家族の一員として

飾り気なしに接しましょう。
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／　／＼／詳言黒田諦／畿畿遂鐘遜劉 

∴ �家の中を案 内しましょう

e初に、泊まる部屋、食堂、居間、トイレ、
取洗面所、お風呂などを案内しましょう。せっ

かく日本に来たのだから、和室の良さを体験して

もらうのもよいと思いま一九　日本では、部屋を広

く使うため′ふとんは押入れに片づけることを説明

し、ビジターに自分で出し入れしてもらいましょう。
・靴はどこにしまうか？

・照明のスイッチはどこか？

・洗濯ものは自分で洗うかどうか？

・ウォシュレットの機能の説明

・お風呂の入り方

シャワーの使い方、温度調節の仕方、

湯舟の栓は抜かない、湯舟の中で石

鹸やタオルを使わないことなども伝えま

しょう。
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国が違えば、生活様式も異なりま一九i　そして、それぞれの家庭には生活のリズムがあるの

で、それを知ってもらうために守ってほしいことな

ども、あらかじめ話しておきましょう。そうすれば、

相手もそのつもりで行動しやすいでしょう。そして、

「おはよう・いただきます・行ってきます・おやす

みなさい」など、声をかけ合うのはどうでしょうか。

我が家の習慣を体験してもらい、柏手の国の

習慣も「あなたの家ではどのようにしているの？」

と聞いてみて、お互いの文化の違いを知るのも楽

しいですね。

家族全員の起きる時間・寝る時間、朝食・夕

食の時間、家族のスケジュールも事前に伝えてお

きましょう。また、自宅の住所・電話番号などを

メモに書いて渡しておくのもよいでしょう。

ビジターが未成年の場合、飲酒や運転につい

て年齢を考慮しましょう。
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／言／　一 

食事を楽し 

ビ記譜嵩謹書諾謹
味わってもらいましょう。家族そろって楽しくおしゃ

べりをしたり、言葉がわからなくても身振り手振り

をまじえて、充分楽しい食事ができま・九

ビジターさえよけれぼ　買い物や食事の用意な

どを手伝ってもらったり、得意料理を作ってもらっ

たりしておいしくいただくのもよいでしょう。せっか

くのチャンスなので　日本独特の食べ物にも挑戦

してもらいたいのですが、あまり無理強いしない

で「食べられるものを好きなだけどうぞ。」と柔

軟に対応しましょう。

ビジターによっては宗教・食習慣・アレルギー

体質の方など　個人差があるので　前もって食べ

られないものを聞いておくと安心できますね。
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自由時間があるときは、日本の有名な観光地に行くのもよいでしょう。また、市内、その

周辺の観光スポットに行くのもよいでしょう。ハー

ドスケジュールの場合などは家でゆっくり休んで

お話をしたり、料理を作ったり、自分の趣味を紹

介したり、近所のスーパーマーケットに行くのもよ

いかもしれません。他の友人宅を訪問して、また

違った家庭の雰囲気を味わったり、そこで出会っ

た人の温かさにふれることもいいでしょう。もし

チャンスがあれば　お茶・お花・書道などの体験

をしてもらうのもよい思い出になるのでは。いずれ

にしても、本人の希望を聞くことが大切で一九

・／　　∴1＼　　言∴＼・∴∴im 

＼要 �必要な経費 

ホ篤信器誤慧藍
基本的には本人負担にしましょう。外出時には、

交通費・食事代・入場・入館料など費用がかか

ります。こちらのできる範囲をはっきり説明して本

人が負担する費用を理解してもらってください。
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ビ論語書芸誌煮詰雪
があるかもしれません。単なる疲れのようなら、

家でゆっくり休んでいただき様子をみましょう。そ

うでない場合は、本人の常備薬以外は市販の薬

を使用せ・笑　まず、受け入れ団体に連絡し、必

要があれば病院へ連れて行ってあげましょう。で

きれば母国語のわかる病院のほうが、ビジターも

気分的に安心できるでしょう。

病院での診察料を本人が支払うとき、領収書

をもらうように伝えてください。そして後で　受入

団体に報告してください。

ビジターの体調に気を配り、無理のないように

充分気をつけましょう。

＼　　　　，　一 

＼ �また逢う日 

淋

まで

しいけれど、お別れの日が近づいてきました。

お互いに楽しかったことや、いろいろな想い

で胸がいっぱいになることでしょう。

日本の習慣では、お土産のことが気になります

が、高価な物を贈る必要はありません。その人が

ホームステイ中に使っていた物や、家族のことを思

い出してもらえるような品物にしてはいかがでしょ

うか。きっと、大切にしてくれることでしょう。帰

国時の荷物の重量オーバーにつながる可能性が

あるので　かさばる物や重たい物はできるだけ避

けたほうがよいでしょう。

帰国前夜はあまり無理なスケジュールにせず

家族とゆっくり語らいの夜にしてはいかがですか。

お別れの日がとうとうやってきました。連絡先

を交換したりして　いつかまた再会できることを

願いましょう。
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固定電話から国際電話のかけ方

（l・2・3の順に）

1．国際アクセス番号

それぞれの会社によって違います。

2．相手の国番号

例）　アメリカ・…………‥l

オーストラリア…‥・61

韓国……………82

8本　……………81

3．柏手の国内の電話番号

市外局番からすべて必要。先頭に0がある場合は削除する。

例）　アメリカの0123－456－7890に固定電話からかける場合

国際アクセス番号　－1－123－456－7890

外貨の両替
米ドル：三田市内一部の金融機関で換金できます。

豪ドル・韓国ウォン：三田市内金融機関では換金できませんが、市

外の銀行等で、できるところがありますので、事前に問い合

わせてから行ってください。

※換金の際には、身分を証明するもの（パスポート等）が必要です。
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初対面MeetingpeqpleRlrthe紐sttime圭e帽

ロはじめまして

Nicetomeetyou・

荷台草薮舎u可．（チョウムペッケスム二分

口私は三田花子です

Hello！IlmHanakoSanda．

布き社中市中主管叶中．（チョヌンサンタハナコイム二の

口お目にかかれて嬉しいです

llmgladtomeetyou．

せ十本中音舎1中．（マンナソパンがッスムニダ）

口私の父の太郎です

Thisismyfather，Taro．

利〇十可ズ口中主管u叫．（チエアポジタロイム二の

口飛行機はどうでしたか

Howwasyournight？

中電71≒中敷台u力十？（ピへンギヌンオッデスムニッカ？）

口疲れていませんか

ArenItyoutired？

中辛可人lズl且？（ピコナシジョ？）

口どうぞおくつろぎになってください

Pleasemakeyourselfathome．

担司可倒小豆．（ピョ二八シプシオ）

口日本は初めてですか

IsthisyournrstvisittoJapan？

曾呈刊王君含旦王壬魚台u力十？（イルポネヌンチョウムロオショツスムニッカ？）
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口趣味は何ですが

Whatlsyourhobby？

詞Pl≒中層利中間且？（チイミヌンオットッケテセヨ？）

口私は～をするのが好きです

Ilike～lng．

布き～すき貝01尋OT督1叫．（チョヌン一八ヌンゴシチョアハム二分

口私は一に勤めています

Ilmworkingfbr

布き～刊本王早計ヱ飯台1叫．（チヨヌン～エソクンムハコイツスム二ダ）

口私は高校生です

IlmahighschooIstudent．

布き五号可鳶色u可．（チョヌンコドゥンハクセンイム二ダ）

単語　WCabuia町　嘗q

母　mother Ol叫Ll（オモ二）

妻　W碇　0日（アネ）

夫　husband　甘哩（ナンピョン）

娘　daughter　曽（タル）

息子　SOn O恒（アドウル）

兄　elderbrother　智（ヒョン／弟から）・2叫（妹から／オッJO

弟　youngerbrother　甘きtg（ナンドンセン）

姉　eIdersister　宇山（ヌナ／弟から）・q！LI（オン二I妹から）

妖　youngerSister OI喜色（ヨドンセン）　祖母　grandmother　営叫Ll（ハルモ二）

祖父　grandfather　営0同村（ハラボジ）

叔母　aunt　玉里（コモ／父方）・0恒（イモ／母方）

叔父　uncIe　営室（サンチョン／父方）・割合室（ウェサンチョンl母方）

小学校　eIementaryschool　重き可五（チョドンハツキョ）
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中学校　juniorhighschooi　き智正（チュンハツキョ）

大学　coIIege　軸智正（テハツキョ）　　　料理　cooking　曳きl（ヨリ）

釣り　fiShing　宵人l（ナクシ）　　　　　旅行　traveIling OI埋（ヨヘン）

音楽　muSic　書中（ウマク）　　　　　　　手芸　handicraft　仝011（ス工）

読書　reading　雪月（トクソ）　　　　　ガーデニング　gardening　副i（ウオネ）

・おはようございます

Coodmomlng．

叫洞手早規叫郎（アン二ヨンヒチュムショツソヨ）

こんにちは

Cooda龍emoon．

せせ中畑且？（アシニヨンハセヨ）

・こんばんは

Goodevenlng．

せせ中畑且？（アン二ヨンハセヨ）

・おやすみなさい

Goodnight．

せぢ司手早畑且．（アン二ヨンヒチュムセヨ）

・よく分かりません

Ilmnotsure．

召旦王城舎山中．（チヤルモlげッスム二ダ）
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挨拶　Greetings e！人i

・ちょっと待ってください

Waitaminute，please．

脅社中71中耳欄且．（チャンカンマンキダ）セヨ）

・いいえ

otu且．（ア二ヨ）

・ありがとう

Thankyou・

有村督u中．（カムサハム二鈎

・もう一度いっていただけますか

Pardonme．

軸軸珊告暗相．（タの＼ンボントマ順メジュセ］）

・ゆっくり話していただけますか

Pleasespeakalittlemoreslowly．

翻す官舎利手　血（チョンチョ二マルスメジュセヨ）

・嬉しいです

71営十百（キップム二ダ）



・これは韓国語で何といいますか

Howdoyousay～inKorean？

Ol貼軒惟掴壇晒？（イ玖ンハン加ムオラゴハム二励

日本語では～といいます

Wecallit～inJapanese．

純増呈～可ヱ哲西．（イルポノロ～ラゴハム二期

・どういたしまして

lbu“rewelcome．

車中刊丘．（チヨンマネヨ）

・ごめんなさい

1－msorry・

司令官申す（チエソンハム二列

・失礼します

Excuseme．

色剤督uq．（シルレハム二ダ）

・そう思います

Ithinkso．

ユ尊台「中．（クロツスム二ダ）

・分かりました

曾戒告u叫．（アlげッスム二ダ）
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家の中ihthehouse　菅生

口こちらです

Thisway，Please．

01寄主呈主用血．（イチョグロオセヨ）

口どうぞお入り下きい

Pleasestepln．

書中主用且．（トウロオセヨ）

口ここで靴を脱いでください

Wouldyoutakeofryourshosehere？

中71月千千号貝中子和正．（ヨギソクドゥルルポソジュセヨ？）

ロここがあなたの部屋です

Thisisyourroom．

中717ヤー付せ曾u可．（ヨギガ～シパンイム二ダ）

口荷物はこの部屋に置いてください

Pleaseleaveyourbaggagehere．

召含01常用吉oT千畑且．（チムンイパン工ノアドゥセヨ）

ローしてもいいですよ

lbumay～

～剤王宮1叫．（～ヘドテェム二の

ローしないでくだきい

Pleasedonlt～

～寸刻中畑丘．（一八ジマセヨ）

口裏の中をご案内します

Letmeshowyouaroundourhouse．

召せ合せ同寸戒告「中．（チバヌルアンネハケツスム二ダ）
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口これは～です

Thisis～

01貝皇～曾「中．（イゴスシーイム二ダ）

口あなたは今日から家族の一員です

Fromtodayyouareamemberofourfamily．

～付き全き早耳♀司フ†手車曾包曾叶中．（～シヌンポルプットウリカジョゲイロオ二ム二ダ）

口必要なものがあったらいつでも言ってくださいね

Pleasedon’thesitatetoaskme，ifyouneedsomethig・

豊丘守貝01飯皇申せ利叫甘苦副手用心．（ビjiハンコッシイツスミヨンオンジェナマルがジュセヨ）

単語　VoCabulary　寧01

台所　kitchen　早eI（プオク）

ダイニングキッチン　kitchen－diningroom　叫0憎ヲIiJ（タイニンキチン）

居間Iivingroom　判型（コシル）

お風呂　bathroom　言争告（モギョッシル）

洗面所　washroom　人悼む（セスガン）　トイレ　toiIet　芋l営堂（フアジャンシル）

引き出し　drawer Al曹（ソラ刀　　　　　机　desk　割き（チエクサン）

いす　chair　印r（ウイジヤ）　　　　　　冷蔵庫　refrigerator　せ魁ユ（ネンジャンコ）

コンセント　eiectricoutlet　皇位呈（コンセントウ）
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洗濯・お風呂・トイレ　Laundry，Bath，Toiiet　営利・早辛・封沓tl

口洗濯物は自分でしますか

Wouldyouliketowashyourclothesbyyourself？

宮部古土と主計月叶坤？（l砂レヌンススロハシム二万？）

口こちらでしましょうが

ShallIwashyourclothes？

利フ†剖三掌オ丘？（チェガへトウールカヨ？）

口私たちは、夜にお風呂に入ります

Wetakeabathatnight．

♀中主官制早卑官u中．（ウリヌンパメモギョカム二の

口もし、朝にシャワーを使いたいときは私Iこ知らせてください

Letmeknowifyouliketotakeashowerinthemorning．

畢澗0†細入闇討五色［相補刑鯛手相血．（マ二げアツチメシャウオハゴシツタミ］ンチ］工ゲ7ルijiジュセ］）

口浴槽の外で体を洗ってから、ゆぶねにつかります

Anerwashingyourbody，SOakyourselfinthebathtub．

阜至常副因官舎貸調合主軸言輔叶旧．（ヨクジョ周ケソモムルシソソヨクジョ工トウロがムニダ）

口（お風呂に入るとき）シャワーは、浴槽の外でお願いします

Takeshoweroutsidethebathtub（whileyouareinthebathroom）．

本絹吉阜主計刊本中畑且．（シャウオヌンヨクジョl母ケソハセヨ）

口お風呂に入った後、浴槽を空にしないでください

AHeryoutakeabath，donotemptyabathtub．

早早苗手合圭耳言合珊図中側且．（モギョッカンフヨクジョ工ムルウルペジマセヨ）

ロこのボタンでこのように温度調節ができます

Youcana句ustthetemperaturewithlhisbutton，likethis．

o国号旦呈0憎倒旦王台王きる辞令飯台岬．（イ射り如イロンシグロオンドルルチ］ジ］ラルスイツスム二期



ロトイレの使用後は、必ず流してください

Besuretonushthetoiletafteryouuseit．

斗有色台村舌電車主宰号合判申子粗食．（77ジャンシルルサヨンハンフヌンコツムルルネリョジュセヨ）

ロトイレットペーパー以外は流さないでくだきい

Donotthrowanythingbuttoiletpaper，please．

棄オol仝l斗安全書中対ロ†仲且．（ヒュジイヴェエコツスルフリジマセヨ）

口このボタンはウォシュレットのボタンです

Thisbuttonisfbrwashlet．

01中主全印刷車中主管叶叫．（イボトウヌンビデエボトウニム二ダ）

単語　VoCabulary EOl

シャンプー　Shamp00　営芋（シャム7）　リンス（hair）rinse　型仝（リンス）

ボディソープ　bodysoap　叫亡l♀囚（パディウオシ）

ドライヤー　dγer EきしOIq（トライオ）

18

食事　Food Aいト

口好きな食べ物は何ですが

What’syourfavoritefbod？

尋ol中主言草壬異色「力「？（チョアハヌンウンシグンムオシムニッカ？）

口食べられないものはありますか

Isthereanythingthatyoucan：teat？

中台手敏主項01双書耳布？（モグルスオンヌンコツシイツスムニッカ？）

口食事（朝食・昼食・夕食）の用意が出来ました

BreakfastQ．unchorDinner）isready．

宮村吉日17†親告「可．（シクサチュンビガチッスム二ダ）

口どうぞご自由にお取りください

Pleasehelpyourselr．

可合印呈三周血．（マウムデロトウセヨ）

口以前に和食を食べたことがありますか

HaveyouevertriedJapanesecuisine？

不吉叫オ曾草食司書中主卒ol飯皇個食？（チグムがイルボンヨiルルモンヌンチョギイツスセヨ？）

口おかわりはいかがですか（ご飯・お茶・グラス）

Willyouhaveanotherbowlofrice？（cupoftea／glassof‥）．

中三川数台耳布？（トトウシゲッスムニッカ？）

口無理しないでいいですよく全部食べなくていいですよ）

Youdon’thavetoeatall．

早耳可対ロ†却丘．（ムリハジマセヨ）

ロー緒に買い物に行きませんか

Shallwegoshopping？

召01仝葛斗司オ全科丘？（カツチショツピンハロカシルカヨ？）
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口一緒に作ってみませんか

Willyoumakeitwithme？

沓01甘言中里全科丘？（カツチマンドロボシルカヨ？）

口手伝ってもらえますか

Willyouhelpme？

土牛手本裁可血？（トワジュシゲッソヨ？）

単語　VoCabulary E州

朝食　breakfast O悔甘（アツチムパブ）　　昼食Iunch　習省くチョムシム）

夕食　dinner　村自営（チョニヨクItj）　　　お茶　tea　封（チヤ）

コーヒー　COffee　列珂（コピ）　　　　　紅茶（black）tea　雲利（ホンチヤ）

パン　bread　営（パン）　　　　　　　　　ごほん　rice　普（Jtj）

お箸　ChopstickS　裂7回（チョツカラク）　　お皿　dish　召人l（チョプシ）

我が家のルール　Ruiesofourfamily　♀己I召gi古召

口電気、エアコンのスイッチは、使わないときは消しましょう

Pleaseswitch0倍thelightortheairconditioner，Whennotinuse．

阜川棚　全納古村舌雪抑制主音桐．（プルエオコネスウイチヌンサヨンハルテウ工エヌンクッシ列

口我が家の～は一時です　7時に朝食を食べる11時に寝る

Wedo～　at～．小avebreakfastatseven池OtObedateleven）

♀司召単一亡～営「中．（ウノチべ～ヌン～イムニダ）

（曾宮人lo暗闇営舎中台申恥（イルゴプシェアツチムl肋レモグスム二列（紐桐即ヰ）（］ランシ工チエム二列

口もし夕食に間に合わない時は前もってお知らせ下きい

Ifyouarelatefbrdinner，letmeknowbefbrehand．

中年釧神官釧貴台召♀≒ロ田宮申子粗金．（マ二げチ］ニ］クパべヌジュルキ］ンウヌンミリアルリヨジュセ］）
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口帰る時間が遅くなる時は必ず連絡してください

Besuretocontactmewhenyouwillcomehomelate．

刊フ†71妄中型為♀主宰里中副手粗食．（ギガガヌジョジルキョンウヌンコツヨンラケジュセヨ）

口明日の予定は～です（～することになっています）

WearegolngtOdo～　tOmOrrOW．

皿掌中帽悟～曾uq．（～営梨河西．）（ネイレイ工ジョウン～イム二ダ（一八ルゴッシム二ダ））

ロ友達を招く時は、事前にお知らせ下きい

Letmeknowifyouwouldliketoinviteyourn．iends．

包子言刊司合同≒ロl中宮申子粗食．（チングルルデノヨオルテヌンミリアルリョジュセヨ）

口こちらがここの連絡先（住所、TEL）です

Thisisourcontactaddress（address，Phonenumber）．

○間中71軍洞（手全，巷可塑互）qu叫．（イゲヨギヨンラクチョ（チュソチョナボノ）イム二鈎

単語　VoCabuIary　各州

ガス　gas　71仝（カス）

テレビ　TV EI里Oi（ティブイ）

外食　eatingout　214（ウ工ジク）

ヒーター　heater　51日（ヒト）

電灯Iight　喜（プル）

外泊　stayawayfromhome g甲（ウ工バク）

病気の時1ncaseofsickneS i芭州書聖剛

口どうかしましたか

What’swrongwithyou？

早全曾01奴飯台耳坤？（ムスンイリイツソツスムニッカ？）

口少し横になったらいかがですか

Whydon’tyoutakearestfbrawhile？

干♀ぜ叫中畑且？（ヌウミョンオットセヨ？）
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口いかがですか

Howdoyoufeel？

叫中畑且？（オットセヨ？）

口楽になりましたか

Doyoufeelbetter？

垣部類含叶坪？（ピョネジョッスムニッカ？）

口ご用があれば遠慮なく呼んでください

Feeln“eetocallmeifyouneed．

舌召01線皇中ソ申営口†人lユ宮司手刷丘．（ヨンゴ二イツスミヨンサヤンマシゴプルロジュセヨ）

口熱があります

Youhaveaftver．

亀01練、含uq．（ヨリイツスム二ダ）

口お医者さん（病院）に行きましょうか

Willyougoseeadoctor？（thehospital）

母型刊フ†小娘舎1力「？（ピョンウオネカシゲッスムニッカ？）

単語　Vocabulary E叩

頭痛　headache　手書（トウトン）　　　　鼻血　nosebIeed　五割（コtf）

歯痛　t00thache　えI言（チトン）　　　　　下痢　diarrhea　里人「（ソルサ）

腹痛　stomachache　草書（ポクトン）　　　耳鳴り　tinnituS　刊書目（キウノム）

風邪　COId　召71（カムギ）

胸やけ　heartburn　フ恰坐目（カスムスリム）便秘　constipation gtJI（ピョンビ）

心臓が痛い（胸が痛い）haveapaininone’schest　包むOiO恒叫（シムジャンイアブ9）

食欲がない　havenoappetite Al雪Oi敵中（シギョギオツタ）

気分が悪い（戻しそう）feeIbad〈feeliikevomiti［g）椙OIL悼刊軽費沓Ou（ギブ二ナッガ〈トハルゴ加タ〉）
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経費　Expenses　召81

口AからBまで往復チケット一円かかります

Itcosts～yenfbraround－tripticketfromAtoB・

A早耳Bdr礼Ql常幸正一他言tl叫．（AプトBカジ工ウォンポッピョ～エントウム二ダ）

口Aの料金は一円です

Itcosts～yenfbrA．

A単五吉舎一也営uq．（Aエヨグムン～工ンイム二ダ）

口個人の支出（食事、交通費、国際電話、クリーニング、買い物、入場料）

はあなたの支払いでお願いします

Pleasepayyourpersonalexpensessuchasmeals．transportation

expenses，OVerSeaSCalls，Cleanlng．Shopplng，admissionfees．

神津洞国号（宮村，正号可，子利率耳，相中，仝弔，郎匝）主神糾早宮副手粗食．（ケイ
ンジ］ギンチプル（シクサ、キョットンビクッチエチヨナ、セタク、ショツピン、イツチャンリョ）ヌンカクジャブタメジュセヨ）

また逢う日まで　TilIwemeetagain　亡国嘗官制Drス1

口あなたとすぼらしい時間を過ごすことが出来ました

Ihadawonderfultimewithyou．

～申年書舎人l社台旦哩手奴鎮台山中．（～シワチョウンシガヌルポネルスイツソツスム二の

口淋しくなります

Iwillmissyou．

中主軒荻川回．（ウェロウオジルゴム二ダ）

口また会えるのを楽しみにしています

I’mlookingfbrwardtoseelngyOuagaln．

中川せせ貝含71印可王納舎u中．（タシマンナルゴッスルキデハコイツスム二ダ）
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口連絡を取り合いましょうね

Let’skeepcontactwitheachomer．

帝王軍韓国中．（ソロヨンラカブシダ）

ロメールします

Iwillmailyou．

01刊営舎旦¶親書叶中．（イメイルルポネゲソスム二の

口元気でね

Goodluck！Takecareofyourself．

社務晒恒．（コンガンハセヨ）

口また来てね

Comeandvisitusagaln．

中人l主用且．（タシオセヨ）

口ご両親によろしくね

Sayhellotoyourparents．

早旦官印刺せ早言巷副手却且．（プモニメゲアンプルルチョネジュセヨ）

口気をつけて（良い旅を）

Takecare．qaveanicemp）

至月割困フ†側且．（言合中電主朝丘．）（チョシメソカセヨ（チョウンヨヘンテセヨ））
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三田市国際交流協会

〒669－1528三田市駅前町2－1（キツピーモール6階）

三田市まちづくり協働センター内
TEL：079－559づ164　FAX：079－559－5173
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