
旅行
承認の状況

承認の状況 - 緊急
日本語 トルコ語
病院に連れて行ってください Hastaneye gitmem lazım.

病院に連れて行ってほしいと頼む場合

気持ちが悪い Hastayım.
 

今すぐ医者に診てもらいたい！ Derhal doktoru görmem gerekiyor!
迅速な医療ケアを頼む場合

助けて！ Yardım!
迅速に相手に医療的注意を働きかける場合

救急車を呼んで！ Bir ambulans çağırın!
救急車を要求する場合

承認の状況 - 医者にて
日本語 トルコ語
ここが痛いです Burası acıyor.

どこが痛いのか表したい場合

ここに発疹があります Buramda bir kızarıklık var.
どこに発疹があるか表したい場合

熱があります Ateşim var.
熱があることを伝えたい場合

風邪を引きました Soğuk algınlığım var.
風邪を引いたことを伝えたい場合

咳が出ます Öksürüğüm var.
咳が出ることを伝えたい場合

いつも疲れています Her zaman yorgunum.
最近疲れていることを伝えたい場合
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めまいがします Başım dönüyor.
めまいがすることを伝えたい場合

食欲がありません Hiç iştahım yok.
食欲がないことを伝えたい場合

お腹がすいていません Gece uyuyamıyorum.
夜眠れないことを伝えたい場合

虫に刺されました Beni bir böcek ısırdı.
虫刺されによってもたらされた現象であると推測する場合

暑さが原因だと思います Sanırım sıcaktan oldu.
暑さによってもたらされた現象であると推測する場合

何か変なものを食べたと思います Sanırım bozuk bişey yedim.
食べたものによってもたらされた現象であると推測する場合

私の_[body part]_ が痛い Benim _[vucudun bir parçası]_ ağrıyor.
体のどこが痛いか伝える場合

_[body part]_を動かすことができない _[vucudun bir parçası]_ u hareket ettiremiyorum.
体のどこが動かすことができないか伝える場合

...頭... ... kafa ...
体の一部

...お腹... ... karın ...
体の一部

...腕... ... kol ...
体の一部

...脚... ... bacak ...
体の一部

...胸... ... göğüs ...
体の一部
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...心臓... ... kalp ...
体の一部

...喉... ... boğaz ...
体の一部

... 目 ... ... göz ...
体の一部

... 背 ... ... sırt ...
体の一部

...　足　... ... ayak ...
体の一部

...手... ... el ...
体の一部

...耳... ... kulak ...
体の一部

...便通... ... bağırsaklar ...
体の一部

...歯... ... diş ...
体の一部

私は糖尿病です Bende şeker hastalığı var.
糖尿病であることを報告する場合

私は喘息持ちです Bende nefes darlığı var.
喘息持ちであることを報告する場合

私は心臓病です Bende kalp hastalığı var.
心臓病であることを報告する場合

私は妊娠しています Hamileyim.
妊娠していることを報告する場合
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一日に何回飲めばいいですか? Bunu günde kaç defa almam gerekiyor?
薬の投薬量を聞く場合

伝染性はありますか? O bulaşıcı mı?
その病気が人に伝染するか聞きたい場合

私は日に当たり/泳ぎ/スポーツをし/お酒を呑
むことができますか?

Güneşte kababilir/ yüzmeye gidebilir/ spor yapabilir/
alkol alabilir miyim?

病気にも関わらず特定の活動を続けることができるか聞きたい場合

これが私の保険書類です Sigorta belgelerim burada.
保健書類を見せる場合

私は保険に入っていません Sağlık sigortam yok.
保険に入っていないことを説明する場合

病気の診断書が必要です Rapora ihtiyacım var.
医者に病気であると証明する書類が必要であると説明する場合

少し気分が良くなりました Şimdi daha iyiyim.
健康状態が良くなったことを伝える

状態が悪化しました O kötüleşti.
状態が悪化したことを報告する場合

前と同じ状態です Eskisiyle aynı.
状態が変わっていないことを報告する場合

承認の状況 - 薬局
日本語 トルコ語
___を買いたいです Biraz __ almak istiyorum.

特定の商品を購入したい場合

痛み止め薬 ağrıkesiciler
薬

ぺニシリン penisilin
薬
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アスピリン aspirin
薬

インシュリン insülin
薬

軟膏 merhem
薬

睡眠薬 uyku hapları
薬

生理用ナプキン hijyenik pedler
医薬品

殺菌剤 dezenfektan
医薬品

バンドエイド bant yardımı
医薬品

包帯 bandajlar
医薬品

経口避妊薬 doğum kontrol hapları
医薬品

コンドーム prezervatifler
他の製品

日焼け止め güneşten koruma
他の製品

承認の状況 - アレルギー
日本語 トルコ語
私は___にアレルギーがあります __e alerjim var.

自分のアレルギーに関して報告したい場合
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花粉 polen
アレルギー

動物の毛 hayvan saçı
動物アレルギー

ハチ刺され　 arı sokmaları/eşekarısı sokmaları
昆虫アレルギー

ダニ toz zerreleri
アレルギー

カビ küf
アレルギー

ラテックス kauçuk ham maddesi
アレルギー

ペニシリン penisilin
薬物アレルギー

ナッツ/ピーナッツ ceviz/fıstık
食物アレルギー

ゴマ/ヒマワリの種 susam çekirdekleri/ayçiçeği çekirdekleri
食物アレルギー

卵 yumurta
食物アレルギー

海産食品/魚/貝/えび deniz ürünleri/balık/kabuklu deniz ürünleri/karides
食物アレルギー

小麦粉/麦 un/buğday
食物アレルギー

牛乳/乳糖/乳製品 süt/laktoz/süt ürünü
食物アレルギー
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グルテン glüten
食物アレルギー

大豆 soya
食物アレルギー

豆科の植物/豆/サヤエンドウ/トウモロコシ baklagiller/fasulye/bezelye/mısır
食物アレルギー

キノコ mantar
食物アレルギー

果物/キーウィ/ココナツ meyva/kivi/hindistan cevizi
食物アレルギー

生姜/シナモン/コリアンダー zencefil/tarçın/kişniş
食物アレルギー

チャイブ/タマネギ/ニンニク frenksoğanı/soğan/sarımsak
食物アレルギー

アルコール alkol
食物アレルギー
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