
 

長崎市『広報ながさき』連載中 「ちょこっと外国語講座」 

日本語 英語 中国語 韓国語 

ようこそ長崎へ。 

（Ｈ22.4 月号） 

Welcome to Nagasaki. 

ウェルカム トゥ ナガサキ 

欢迎光临长崎 

ホワン イェン グヮン  

リン ツァン チィ 

나가사키에 잘 오셨습니다 

ナガサキヘ ジャル  

オショッスムニダ 

また長崎に来てください。 

（Ｈ22.5 月号） 

Please come to Nagasaki again. 

プリーズ カム トゥ ナガサキ 

アゲン 

再来长崎做客 

ザイラィ ツァンチ  

ズオク 

나가사키에 또 오세요. 

ナガサキエ ト オセヨ 

旅を楽しんでください。 

（Ｈ22.6 月号） 

Enjoy your trip. 

エンジョイ ユア トリップ 

旅途愉快 

リュトゥユークァイ 

즐거운 여행 되세요 

チュルゴウン ヨヘン  

テセヨ 

ありがとう。 

（Ｈ22.7 月号） 

Thank you. 

サンキュー 

谢谢 

シェシェ 

감사합니다. 

カムサハムニダ 

暑いですね。 

（Ｈ22.8 月号） 

It’s hot. 

イッツ ホット 

天气很热 

テンチ ハンルェ 

날씨가 덥네요. 

ナルシガ ドブネヨ 

いい天気ですね。 

（Ｈ22.9 月号） 

The weather is good. 

ザ ウェザー イズ グッド 

天气很好 

テンチ ハンハォ 

좋은 날씨네요. 

チョウン ナルシネヨ 

長崎は気に入りましたか？ 

（Ｈ22.10 月号） 

Do you like Nagasaki? 

ドゥ ユー ライク ナガサキ？ 

你喜欢长崎吗？ 

ニー シィホァン  

ツァンチ マ？ 

나가사키는 마음에 드세요? 

ナガサキヌン マウメ  

ドゥセヨ？ 



日本語 英語 中国語 韓国語 

長崎は坂が多いまちです。 

（Ｈ22.11 月号） 

Nagasaki has a lot of steep 

slopes. 

ナガサキ ハズ ア ロット 

オブ スティープ スロープス 

长崎是坡道多的城市 

ツァンチ シ プダォドォダ 

チャンシ 

나가사키는 언덕이 많은 곳입

니다. 

ナガサキヌン オンドギ  

マヌン ゴシムニダ 

長崎の夜景はきれいですよ。 

（Ｈ22.12 月号） 

Nagasaki is beautiful at night. 

ナガサキ イズ ビューティフル 

アット ナイト 

长崎的夜景很美 

ツァンチ  ダ  イェジン 

ハンメイ 

나가사키의 야경은 멋집니다. 

ナガサキウィ ヤギョンウン 

モッチムニダ 

長崎にはおいしい食べ物がた

くさんあります。 

（Ｈ23.1 月号） 

Nagasaki has a lot of delicious 

food. 

ナガサキ ハズ ア ロット  

オヴ デリシャス フード 

长崎 有 很多 好吃 的 食物 

ツァンチ  ユ  ハンドォ 

ハォチ ダ スウー 

나가사키에는 맛있는 음식이 

많이 있습니다. 

ナガサキエヌン マシッヌン 

ウムシギ マニ イッスムニダ 

ちゃんぽんは食べましたか？ 

（Ｈ23.2 月号） 

Have you eaten Champon yet? 

ハヴ ユー イートゥン  

チャンポン イェット？ 

吃 什锦 汤面 了 吗？ 

チー  シジン  タンメン 

ラマ？ 

짬뽕은 먹었어요? 

チャンポンウン モゴッソヨ？ 

長崎を満喫してください。 

（Ｈ23.3 月号） 

Please enjoy Nagasaki! 

プリーズ エンジョイ ナガサキ! 

请尽情观赏长崎 

チン ジンチィン  

グアンシャン チャンチ 

나가사키를 만끽해 주세요. 

ナガサキルゥ マンキックへ 

チュセヨ 

記念写真を撮りましょうか？ 

（Ｈ23.4 月号） 

Would you like me to take your 

picture? 

ウジュー ライク ミー トゥー 

テイク ユア ピクチャー？ 

拍 纪念照 吧? 

パィ ジィニェンザォ  

バー? 

기념 사진을 찍어 드릴까요? 

キニョム サジヌル チゴ 

トゥリルカヨ？ 



日本語 英語 中国語 韓国語 

長崎の歴史に触れてくださ

い。 

（Ｈ23.5 月号） 

Please enjoy Nagasaki’s history. 

プリーズ エンジョイ ナガサキ

ズ ヒストリー 

请 感受 长崎 历史 

チン ガンショウ チャン

チ リーシ 

나가사키의 역사를 느껴 보세

요. 

ナガサキウィ ヨクサルゥ 

ヌキョ ポセヨ 

（バス・電車内で） 

どうぞ座ってください。 

（Ｈ23.6 月号） 

Please take a seat. 

プリーズ テイク ア シート 

请 坐 

チン ズォ 

여기에 앉으세요. 

ヨギエ アンズセヨ 

長崎のお菓子は美味しいです

よ。 

（Ｈ23.7 月号） 

Nagasaki has delicious treats. 

ナガサキ ハス デリシャス ト

リーツ 

长崎 的 点心 好吃 

チャンチ  ダ  デァンシン 

ハオチ 

나가사키의 과자는 맛있어요. 

ナガサキウィ クァジャヌン 

マシッソヨ 

どちらのご出身ですか？ 

（Ｈ23.8 月号） 

Where are you from? 

ウェア アー ユー フロム？ 

你 是 哪里 人？ 

ニィ  シ  ナァリー  レ

ン？ 

어디 출신이에요? 

オディ チュルシニエヨ？ 

長崎にはお祭りがたくさんあ

ります。 

（Ｈ23.9 月号） 

There are many festivals in 

Nagasaki. 

ゼア アー メニー フェスティ

バルス イン ナガサキ 

长崎 有 很多 节日 

チャンチ ユゥ ヘンヅォ 

ジェリー 

나가사키에는 축제가 많이 있

어요. 

ナガサキエヌン チュクジェ

ガ マニ イッソヨ 



日本語 英語 中国語 韓国語 

長崎の港はきれいでしょう。 

（Ｈ23.10 月号） 

Nagasaki’s port is really pretty, 

isn’t it? 

ナガサキズ ポート イズ リア

リー プリティー、イズント イッ

ト？ 

长崎 的 港口 很美 

チャンチ  ダ  ガンコウ 

ヘンメイ 

나가사키의 항구는 예쁘죠? 

ナガサキウィ ハングヌン 

イェプジョ？ 

カステラはおいしいですよ。 

（H23.11 月号） 

Castella tastes really good. 

カステラ テイスト リアリー 

グッド 

蛋糕 很 好吃 

ダンガオ ハン ハオチ 

카스텔라는 맛있어요. 

カステラヌン マシッソヨ 

長崎は初めてですか？ 

（H23.12 月号） 

Is this your first time in 

Nagasaki? 

イズ ディス ユア ファースト 

タイム イン ナガサキ？ 

你 是 第一次 来 长崎 吗？ 

ニー スー ディイーツー 

ライ チャンチー マ 

나가사키는 처음이에요? 

ナガサキヌン チョウムイエ

ヨ？ 

これからどこを見学します

か？ 

（H24.1 月号） 

Where will you go next to see? 

ウェア ウィル ユー ゴー ネ

クスト トゥ シー？ 

等下 要去 哪里 玩？ 

デンシャー イアウ チー 

ナーリー ワン 

이제 어디를 보러 가실 거에

요? 

イジェ オディル ポロ カシル

ゴエヨ？ 

（道に迷っている時）どうし

ましたか？ 

（H24.2 月号） 

May I help you? 

メイ アイ ヘルプ ユー 

怎么 了？ 

ズェン メー レ 

도와 드릴까요? 

トワ トゥリルカヨ？ 



日本語 英語 中国語 韓国語 

ゆっくり話して頂けません

か？ 

（H24.3 月号） 

Excuse me, can you speak slower 

for me? 

エクスキューズ ミー、キャン ユ

ー スピーク スローワー フォ

ー ミー？ 

您 能 慢点 说 吗? 

ニン ネン マンディアン スオ 

マ？ 

천천히 말씀해 주시겠습니

까? 

チョンチョニ マルスムヘ 

チュシゲッスムニカ？ 

船旅はいかがでしたか？ 

（H24.4 月号） 

How was your cruise? 

ハウ ワズ ユア クルーズ？ 

海上 旅行 怎么样？ 

ハイシャン ルィシン  

ズェンメヤン？ 

배 여행은 어떠셨어요? 

ペ ヨヘンウン オトショッ

ソヨ？ 

御用があれば、お呼び下さい。 

（H24.5 月号） 

Please let me know if you need 

any help. 

プリーズ レット ミー ノウ 

イフ ユー ニード エニー ヘル

プ 

有事 的话 请 叫我吧。 

ユウスー デファ 

チン ジァウオウ バ 

도움이 필요하시면 말씀해 주

세요. 

ドウミ ピリョハシミョン 

マルスムヘ チュセヨ 

次の寄港地はどちらですか？ 

（H24.6 月号） 

Where is your next port? 

ホウェア イズ ヨア ネクスト

ポート？ 

下一个停靠港口是哪里呢? 

シャーイーゲー ティンカウ 

ガンコー  スー  ナーリー 

ネ？ 

다음 기항지는 어디에요? 

タウム キハンジヌン オデ

ィエヨ？ 

平和公園には行かれました

か？ 

（H24.7 月号） 

Did you go to Peace Park? 

ディッド ユー ゴー トゥー ピ

ース パーク？ 

您 去了 和平公园了 吗? 

ニン チュー ラ ホーピン ク

ンエン ラ マ？ 

평화공원에는 가 보셨어요? 

ピョンファ コンウォンエヌン 

カ ポショッソヨ？ 



日本語 英語 中国語 韓国語 

どういたしまして。 

（H24.8 月号） 

You’re welcome. 

ユーアー ウェルカム 

不客气。 

ブーケーチ 

천만에요. 

チョンマネヨ 

電停はあちらです。 

（H24.9 月号） 

The streetcar stop is over there. 

ザ ストリートカー ストップ 

イズ オーバー ゼア 

电车站 在 那边。 

ディアンチエーザン ザイ 

ナービァン 

전차 정류장은 저쪽입니다. 

チョンチャ チョンリュジャ

ンウン チョチョギムニダ 

どうぞおくつろぎ下さい。 

（H24.10 月号） 

Please make yourself at home. 

プリーズ メイク ユアセルフ 

アット ホーム 

请 随意。 

チン スイイ 

편히 쉬어 주십시오. 

ピョニ シオ チュシップシ

オ 

しばらくお待ちください。 

（H24.11 月号） 

Could you wait for a moment, 

please? 

クッジュー ウェイト フォー 

ア モーメント プリーズ 

请 稍等。 

チン シャウーデン 

잠시만 기다려 주세요. 

チャムシマン キダリョ チ

ュセヨ 

ここから歩いて５分程度で

す。 

（H24.12 月号） 

It’ll be about a 5-minute walk 

from here. 

イットル ビ アバウト エィ 

ファイブ ミニッツ ウォーク 

フロム ヒア 

从 这里 走 大概 5 分钟。 

ツォン ズェーリー ゾウ 

ダーガイ ウー フェンズ

ォン 

여기에서 걸어서 오 분 정도 

걸립니다.  

ヨギエソ コロソ オブンジ

ョンド コルリムニダ 

おはようございます。 

（H25.1 月号） 

Good Morning! 

グッド モーニング 

早上好！ 

ザゥ シャン ハゥ 

안녕하세요. 

アンニョンハセヨ 



日本語 英語 中国語 韓国語 

長崎は新鮮な魚で有名です。 

（H25.2 月号） 

Nagasaki is famous for fresh fish. 

ナガサキ イズ フェイマス フ

ォー フレッシュ フィッシュ 

长崎 因 鲜鱼 而 出名。 

チャンチー イン シェン

ユイ エ ツーミン 

나가사키는 신선한 생선으로 

유명합니다.  

ナガサキヌン シンソナン 

センソヌロ ユミョンハムニ

ダ 

グラバー園に行かれることを

お勧めします。 

（H25.3 月号） 

I recommend you go to Glover 

Garden. 

アイ リコメンド ユー ゴー 

トゥー グラバー ガーデン 

我 推荐 您 去 哥拉巴园。 

ウォー ティジェン ニン 

チー ゲラバウァン 

글로버 정원에 가시는 것을 

추천드립니다.  

グロブォ ジョンウォンエ カ

シヌン コスル チュチョン

デゥリムニダ 

ずっと道なりに 300 メートル

ほど進んで下さい。 

（H25.4 月号） 

Follow this street for about 300 

meters. 

フォロー ディス ストリート 

フォー アバウト スリー ハン

ドレッド ミーターズ 

顺着这条路走 300 米左右。 

スェンゼー ゼーティアウ

ルー ゾー サンバイミー 

ズォーユー 

길을 따라서 300 미터 정도 

가세요. 

キル タラソ サムベクミト 

チョンド カセヨ 

クルーズにはもう慣れました

か。 

（H25.5 月号） 

Have you gotten used to life on a 

cruise liner? 

ハブ ユー ゴットン ユースト

ゥー ライフ オン ア クルー

ズ ライナー？ 

您 习惯 坐邮轮 了 吗？ 

ニン シーグァン ズォユ

ールェン レ マ？ 

이제 크루즈에 익숙해지셨나

요? 

イジェ クルーズエ イッスク

ヘジショッナヨ？ 



日本語 英語 中国語 韓国語 

築町駅で乗り換えてくださ

い。 

（H25.6 月号） 

Please change streetcars at 

Tsukimachi Station. 

プリーズ チェンジ ストリート

カーズ アット ツキマチ ステ

ーション。 

请 在 筑町 站 换乘。 

チン  ザイ  ズーディン 

ザン ファンチェン。 

츠키마치역에서 갈아타세요. 

ツキマチヨッエソ ガラタセ

ヨ。 

日本語を話しますか？  

（H25.7 月号） 

Do you speak Japanese? 

ドゥ ユー スピーク ジャパニ

ーズ？ 

你 会说 日语 吗？ 

ニー フィ スォー リー

ユイ マ？ 

일본어 하실 줄 아시나요? 

イルボンオ ハシル ジュル 

アシナヨ？ 

バスは 10 分おきに来ます。 

（H25.8 月号） 

Bus comes every ten minutes. 

バス カムズ エブリ テン ミ

ニッツ。 

公交车 十分钟 一班。 

ゴンジャウチェー スーフ

ェンジョン イーバン。 

버스는 10 분간격으로 옵니다. 

バスヌン シップン ガンキ

ョグロ オムニダ。 

２つ目の信号まで進んでくだ

さい。 

（H25.9 月号） 

Go to the second set of traffic 

lights. 

ゴートゥ ザ セカンド セット 

オブ トラフィック ライツ。 

一直 走到 第二个 红绿灯。 

イーズー ゾーダゥ ディ

エーゲー ホンリュデン。 

두 번째 신호까지 가세요. 

トゥボンチェ シンホカジ 

ガセヨ。 

長崎くんちは長崎を代表する

お祭りです。 

（H25.10 月号） 

The Nagasaki Kunchi Festival is 

one of the city’s most famous 

festivals. 

ザ ナガサキ クンチ フェステ

ィバル イズ ワン オブ ザ 

シティーズ モースト フェイマ

ス フェスティバルズ。 

长崎 宫日节 是 长崎 代表

性 的 节日。 

チャンチー ゴンリージェ 

スー チャンチー ダイビ

ャウシン デ ジェリー。 

나가사키쿤치는 나가사키를 

대표하는 축제입니다. 

ナガサキクンチヌン ナガサ

キル デピョハヌン チュッ

チェイムニダ。 



日本語 英語 中国語 韓国語 

紅葉はちょうど見頃です。 

（H25.11 月号） 

The autumn leaves are now at 

their best. 

ジィ オータム リーブズ アー ナ

ウ アット ゼア ベスト。 

现在 刚好 是 欣赏 红叶 的 

季节。 

シェンザイ ガンハオ ス

ー グァンシャン ホンイ

エ デ ジージェ。 

단풍놀이 가기 딱 좋은 시기

입니다. 

ダンプンノリ カギ タッ 

チョウンシギイムニダ。 

長崎は寒いですか？ 

（H25.12 月号） 

Do you think Nagasaki is cold? 

ドゥ ユー シンク ナガサキ 

イズ コールド？ 

你觉得长崎冷吗？ 

ニイ ジュエダ チャンチー 

ルアンマ？ 

나가사키는 춥지 않습니까? 

ナガサキヌン チュプジ ア

ンスムニカ？ 

明けましておめでとうござい

ます！ 

（H26.1 月号） 

Happy New Year! 

ハッピー ニュー イヤー！ 

新年 快乐！ 

シンニエン クアイレェ！ 

새해 복 많이 받으세요! 

セヘ ポッ マニ パデゥセ

ヨ！ 

こちらへどうぞ。 

（H26.2 月号） 

Please follow me. 

プリーズ フォロー ミー。 

这边 请。 

ジェイビエン チン。 

이쪽으로 오세요 

イチョッグロ オセヨ。 

交差点を左に曲がってくださ

い。 

（H26.3 月号） 

Please turn left at the 

intersection. 

プリーズ ターン レフト アッ

ト ジ インターセックション。 

在 交叉路口 往左拐。 

ザァイ ジアオチャルゥコ

ウ ワンズオグアイ。 

교차로에서 왼쪽으로 가세요. 

キョチャロエソ ウェンチョ

グロ カセヨ。 

私が写真を撮影しましょう

か？ 

（H26.4 月号） 

Shall I take your photograph for 

you? 

シャル アイ テイク ユア フ

ォトグラフ フォー ユー？ 

让 我 给你 照相 吧。 

ルァン ウオ ゲイニ ジ

ァオシアン バ。 

제가 （사진） 찍어 드릴까

요? 

ジェガ (サジン) チッゴ ド

ゥリルカヨ？ 



日本語 英語 中国語 韓国語 

観光案内所は長崎駅にありま

す。 

（H26.5 月号） 

There is a tourist information 

center at the station. 

ゼア イズ ア トゥアリスト 

インフォメーション センター 

アット ザ ステーション。 

旅游 问询处 在 长崎 火车

站。 

リーユォ ウェンシュンチ

ュ  ヅァイ  チャンチー 

フオチェジャン。 

관광안내소는 나가사키역에 

있습니다. 

クァングァンアンネソヌン 

ナガサキヨゲ イッスムニダ

。 

ロープウェイ乗り場へバスで

行くには、３番または４番に

乗ってください。 

（H26.6 月号） 

Please take bus numbers 3 or 4 to 

get to the Ropeway. 

プリーズ テイク バス ナンバ

ーズ スリー オア フォー ト

ゥー ゲット トゥー ザ ロー

プウェー。 

要坐缆车，请乘坐 3 号或 4 号

公交车。 

ヤオツォ ランチェ チィ

ンチェンツォ  サンホウ 

フォ スホウ グンジョウ

チェ。 

로프웨이 승차장에 가시려면 

3 번 또는 4 번 버스를 타십시

오. 

 

ロプウェイ スンチャジャン

エ カシリョミョン サムボ

ン  

トヌン サボン バスル タ

シップシヨ。 

夏になると、ペーロン競漕が

市内各地で開かれています。 

（H26.7 月号） 

In the summer, there are ‘Peiron’ 

boat races held around the city. 

イン ザ サマー ゼア アー 

ペーロン ボート レーセズ ヘ

ルド アラウンド ザ シティー。 

到了夏天,在市内各地举行龙

舟比赛。 

タオロシャテン ザイスネ

イ  クォディ  ジュシン 

ロンツォウビサイ。 

여름이 되면 페론경기가 시내 

곳곳에서 열립니다. 

ヨルミ デミョン ペロンキ

ョンギガ シネ コッコセソ 

ヨリムニダ。 



日本語 英語 中国語 韓国語 

空港行のバスはこちらで乗車

できます。 

（H26.8 月号） 

Board here for the bus to the 

airport. 

ボード ヒア フォー ザ バス 

トゥー ディ エアポート。 

在这里可以乘坐去机场的大

巴。 

ツァイ  ツェリ  クェイ 

チェンツォ チュ ジツァ

ンデ タバ。 

공항으로 가는 버스는 여기서 

타시면 됩니다. 

コンハンウロ カヌン バス

ヌン ヨギソ タシミョン 

テンミダ。 

お土産を買われますか？ 

（H26.9 月号） 

Would you like to buy any 

souvenirs? 

ウッド ユー ライク トゥー 

バイ エニィ スーベニアーズ？ 

要买礼品吗？ 

ヤオ マイ リピン マ？ 

기념품은 사셨어요? 

キニョンプムン サショッソ

ヨ？ 

長崎へお越しいただきありが

とうございます。 

（H26.10 月号） 

Thank you for coming to 

Nagasaki. 

サンキュー フォー カミング 

トゥー ナガサキ。 

感谢您来到长崎。 

カンシェ ニン ライタオ 

ツァンチ。 

나가사키에 와주셔서 감사합

니다. 

ナガサキエ ワチュショソ 

カムサハムニダ。 

お気をつけて！ 

（H26.11 月号） 

Have a safe trip! 

ハブ ア セーフ トリップ！ 

请小心。 

チン ショウシン。 

조심해서 가세요. 

チョシムヘソ カセヨ。 



日本語 英語 中国語 韓国語 

博多行の列車は午後６時に出

発します。 

（H26.12 月号） 

The train will leave for Hakata at 

6:00pm. 

ザ トレイン ウィル リーブ 

フォー ハカタ アット シック

ス ピーエム。 

列车 18 点开往博多。 

レチェ スバデン カイワ

ン ボゥトゥオ。 

하카타행 열차는 오후 6 시에 

출발합니다. 

ハカタヘン ヨルチャヌン 

オフ ヨソッシエ チュルバ

ルハムニダ。 

お荷物をお持ちしましょう

か？ 

（H27.1 月号） 

May I take your bags? 

メイ アイ テイク ユア バッ

グス？ 

帮您拿行李吗？ 

バン  ニン  ナ  シンリ

マ？ 

짐 들어드릴까요? 

チム トゥロドゥリルカヨ？ 

明日の朝９時にロビーでお待

ちしています。 

（H27.2 月号） 

I will be waiting for you in the 

lobby tomorrow at 9:00am. 

アイ ウィル ビ ウェイティン

グ フォー ユー イン ザ ロ

ビー  トゥモロー アット ナ

イン エーエム。 

明天 早上 9 点 在 大厅等

您。 

ミンテン ツァウサン ジ

ュウテン ツァイ タティ

ンデンニン。 

내일 아침 9 시에 로비에서 기

다리고 있겠습니다. 

ネイル アチム アホップシ

エ ロビエソ キダリゴ イケ

ッスムニダ。 

立山公園の桜がちょうど満開

です。 

（H27.3 月号） 

The cherry blossom in Tateyama 

Park is in full bloom. 

ザ チェリー ブロッサム イン 

タテヤマ パーク イズ イン 

フル ブルーム。 

立山公园的樱花正好是满开。 

リサングンウェンダ イン

ファ ゼンハオシ マンカ

イ。 

다테야마 공원의 벚꽃이 활짝 

피었습니다. 

タテヤマ コンウォンネイ 

ポッコシ ファルチャッ ピ

ヤッスムニダ。 



日本語 英語 中国語 韓国語 

色とりどりの鯉のぼりがとて

もきれいです。 

（H27.4 月号） 

The colorful carp streamers are 

very beautiful. 

ザ カラフル カープ ストリー

マーズ アー ベリー ビューテ

ィフル。 

各种 色彩的 鲤鱼旗 很漂

亮。 

クォジュン  ソチャイダ 

リウィチ ヘンピョウリャ

ン。 

형형색색의 코이노보리가 정

말 아름답습니다.  

ヒョンヒョンセクセグィ コ

イノボリガ チョンマル ア

ルムダップスムニダ。 

段差にお気をつけください。 

（H27.5 月号） 

Please watch your step. 

プリーズ ウォッチ ユアー ス

テップ。 

请 小心 阶梯 

チン シャオシン ジェテ

ィ。 

계단 조심하세요. 

ケダン チョシムハセヨ。 

今月は湿度が高く、蒸し暑い

です。 

（H27.6 月号） 

It is very humid this month. 

イット イズ ベリー ヒューミ

ッド ディス マンス。 

这个月 湿度高，天气 闷

热。 

ツェコユェ スドゥカオ、 

テンチ モンロ。 

이번 달은 습하고 덥습니다.  

イボン ダルン スッパゴ 

トップスムニダ。 

もうすぐ海開きです。 

（H27.7 月号） 

The beach will be open to the 

public soon.  

ザ ビーチ ウィル ビー オー

プン トゥー ザ パブリック 

スーン   

马上 就可以 下海了 

マシャン チュカイ シャ

ハイラ 

곧 해수욕장이 개장합니다.  

コッ ヘスヨクジャンイ ケ

ジャンハムニダ。 



日本語 英語 中国語 韓国語 

この店では、クレジットカー

ドでお支払いできます。 

（H27.8 月号） 

This shop accepts credit card 

payment. 

ディス ショップ アクセプツ 

クレディット カード ペイメン

ト 

这个店 可以 用信用卡 付款 

ツェコテン カイ ユンシ

ンユンカ フクァン 

이 가게에서는 신용카드를 사

용하실 수 있습니다.  

イ カゲエソヌン シニョン

カドゥル サヨンハシルス 

イッスムニダ。 

食べられないものはあります

か？ 

（H27.9 月号） 

Is there anything you can’t eat? 

イズ ゼア エニスィング ユー 

キャント イート 

有 不能吃的 东西吗 

ヨウ ブナンチダ ドゥン

シマ？ 

못 드시는 음식이 있으십니

까? 

モッ トゥシヌン ウムシギ 

イッスシムニカ？ 

ボタンを押して信号が青にな

るまでお待ちください。 

（H27.10 月号） 

Please push this button and wait 

for the light to turn green. 

プリーズ プッシュ ディス バ

トン アンド ウェイト フォー 

ザ ライト トゥー ターン グ

リーン 

请按下按键,等信号灯变为绿

灯。 

チン アンシァ アンジェ

ン、ダンシンホウダン ビェ

ンウェイリュイダン 

버튼을 누른 후 신호가 파란

불로 바뀔 때까지 기다려 주

십시오.  

ポトゥヌル ヌルン フ シ

ノガ パランブルロ パクィ

ルテカジ キタリョ チュシ

ップシオ。 



日本語 英語 中国語 韓国語 

（飲み物等が）熱くなってい

ます。お気を付けください。 

（H27.11 月号） 

Please take care, as it’s hot. 

プリーズ テイク ケア アズ 

イッツ ホット 

（饮料等）很烫，请注意 

 ハンタン チンチゥイ 

매우 뜨겁습니다. 조심해서 드

세요. 

メウ トゥゴップスムニダ。 

チョシムヘソ ドゥセヨ。 

忘れ物はありませんか？ 

（H27.12 月号） 

Have you forgotten anything? 

ハヴ ユー フォーゴッテン エ

ニーシング？ 

有没有遗忘的东西? 

ヨウメイヨウ  イワンダ 

ドゥンシ？ 

잊으신 물건은 없으십니까? 

イズシン ムルゴヌン オッ

プスシムニカ？ 

長崎ではあまり雪は降りませ

ん。 

（H28.1 月号） 

It doesn’t really snow in 

Nagasaki. 

イット ダズント リアリー ス

ノー イン ナガサキ 

长崎不怎么下雪。 

ツァンチ ブジェンマ シ

ャシゥエ 

나가사키에는 눈이 별로 오지 

않습니다. 

ナガサキヌン ヌニ ビョルロ 

オジ アッスムニダ  

免税カウンターはあちらで

す。 

（H28.2 月号） 

The duty free counter is over 

there. 

ザ デューティー フリー カウ

ンター イズ オーバー ゼア 

免税柜台在那边。 

ミェンスェイ グェイタイ 

ザイナビェン。 

면세카운터는 저쪽입니다. 

 

ミョンセカウントヌン ジョ

ジョッギムニダ。 



日本語 英語 中国語 韓国語 

今言ったことを紙に書いてく

れませんか？ 

（H28.3 月号） 

Could you please write that 

down? 

クッジュー プリーズ ライト 

ザット ダウン？ 

能不能把刚才的话写在纸上 

ノンブノン バ ガンチャ

イダファ シェツァイ ズ

サン？ 

지금 말씀하신 것을 종이에 

적어주세요.  

チグム マルスムハシン ゴス

ル チョンイエ チョゴチュセ

ヨ。 

軍艦島に行くには予約が必要

です。 

（H28.4 月号） 

You must make a reservation to 

go to Gunkanjima. 

ユー マスト メイク ア レザ

ベーション トゥー ゴー トゥ

ー グンカンジマ 

去军舰岛,需要预约。 

チュイ ジュンジェンダオ 

シュイヤオ ユィウェ 

군함섬에 가려면 예약이 필요

합니다.  

クンハムソメ カリョミョン 

イェヤギ ピリョハムニダ 

疲れていませんか？ 

（H28.5 月号） 

You must be tired. 

ユー マスト ビー タイヤード 

累不累？ 

レイブレイ？ 

피곤하진 않으세요? 

ピゴンハジン アヌセヨ？ 

路面電車は 120 円で乗車でき

ます。 

（H28.6 月号） 

It costs one-hundred-and-twenty 

yen to ride the tram. 

イット コスツ ワン ハンドレ

ッド エンド トウェンティ イ

ェン トゥ ライド ザ トラム  

120 日元就可以乘坐路面电

车。 

イバイアルス  ルウェン 

ジュウ カイ ツォ ルメ

ンデンチゥ。 

노면전철은 균일요금으로 120

엔입니다.  

ノミョンチョンチョルン キュ

ニルリョグムロ ペッイシブォ

ンイムニダ。 



日本語 英語 中国語 韓国語 

日本では夏になると、花火大

会があります。 

（H28.7 月号） 

In Japan there are firework 

displays in the summer.  

イン ジャパン ゼア アー フ

ァイアワーク ディスプレイズ 

イン ザ サマー 

在日本，这个时期有烟花大

会。 

ツァイリベン、ツォコスチ 

ヨウ イェンフア タフェ

イ。 

일본에서는 여름이 되면 불꽃

축제가 열립니다.  

イルボネソヌン ヨルミ テミ

ョン ブルコッチュクチェガ 

ヨルリムニダ。 

（ホテルで）チェックアウト

手続きは済みましたか？ 

（H28.8 月号） 

Have you checked out? 

ハヴ ユー チェックト アウ

ト？  

办好退房手续了吗？ 

バンハオ  テゥイファン 

ソウシュイラマ？ 

체크아웃은 하셨나요? 

チェクアウスン ハショッナ

ヨ？ 

ここは飲食禁止です。 

（H28.9 月号） 

No eating or drinking. 

ノー イーティング オア ドリ

ンキング 

此处禁止饮食。 

ツチュ ヂンズ インス 

이곳은 음식물 반입이 금지되

어 있습니다.  

イゴスン ウムシンムル パニ

ビ クムヂデオ イッスムニダ 

長崎にはどのくらい滞在しま

すか？ 

（H28.10 月号） 

How long will you stay in 

Nagasaki? 

ハウ ロング ウィル ユー ス

テイ イン ナガサキ？ 

您在长崎停留多久? 

ニン ツァイチャンチ テ

ィンリュウ ドゥジュウ？ 

나가사키에는 얼마나 계실 건

가요? 

ナガサキエヌン オルマナ ケ

シル コンガヨ？ 



日本語 英語 中国語 韓国語 

17 時にまたここに集まって

ください。 

（H28.11 月号） 

Please meet here again at 5pm. 

プリーズ ミート ヒアー アゲ

ーン アット ファイブ ピーエ

ム 

17点在这里集合。 

スチディアン ツァイツォ

リ ジフォ。 

오후 5 시에 다시 이곳에 모여

주십시오.  

オフ タソッシエ タシ イゴセ 

モヨチュシップシオ 

この時期は、街中がライトア

ップされてとてもきれいで

す。 

（H28.12 月号） 

The whole city is illuminated 

during this time of the year and 

it’s very beautiful. 

ザ ホール シティ イズ イル

ミネイテッド デュアリング デ

ィス タイム オヴ ザ イアー 

アンド イッツ ヴェリー ビュー

ティフル。 

这个时期街道中点亮照明,非

常漂亮。 

ツォグスチ ジェタオチュ

ン ディェンリャンチャオ

ミン、フェイチャン ピョウ

リャン。 

이 시기에는 거리의 일루미네

이션이 매우 아름답습니다.  

イ シギエヌン コリエ イルミ

ネイショニ メウ アルムダッ

プスムニダ 

日本語の新年のあいさつは

「あけましておめでとうござ

います。」です。 

（H29.1 月号） 

The Japanese New Year’s 

greeting is “Akemashite omedeto 

gozaimasu”. 

ザ ジャパニーズ ニュー イヤ

ーズ グリーティング イズ ア

ケマシテオメデトウゴザイマス。 

日 本 的 新 年 贺 词 是

“Akemashite omedeto 

gozaimasu”。 

リベンダ シンニェンホツ

ス アケマシテオメデトウ

ゴザイマス。 

일본어로 새해 인사는 “아케

마시테 오메데토 고자이마스”

입니다. 

イルボノロ セヘ インサヌン 

アケマシテオメデトウゴザイ

マスイムニダ 



日本語 英語 中国語 韓国語 

ランタンフェスティバルは長

崎を代表するお祭りです。 

（H29.2 月号） 

The lantern festival is a festival 

which represents Nagasaki. 

ザ ランタンフェスティバル イ

ズ ア フェスティバル ウィッ

チ レプリゼンツ ナガサキ。 

灯会是代表长崎的大庆典。 

ダンフェウイス タイビョ

ウ チャンチダ タチンデ

ィェン。 

나가사키 랜턴 페스티벌은 나

가사키를 대표하는 축제입니

다.  

ナガサキ レントォン フェス

ティボルン ナガサキル テピ

ョハヌン チュクチェイムニダ 

目的地はどこですか？ 

（H29.3 月号） 

What is your destination? 

ワット イズ ユア デスティネ

ーション？ 

您的目的地是哪里？ 

ニンダ  ムディティ  ス 

ナリ？ 

목적지는 어디십니까? 

モクチョクチヌン オディシム

ニカ？ 

春の日差しが気持ちいいです

ね。 

（H29.4 月号） 

The sunrays of the spring feel 

good. 

ザ サンレイズ オブ ザ スプ

リング フィール グッド。 

春天的阳光,令人心情舒畅。 

チュンテンダ ヤングァン、 

リンレン シンチンスゥチ

ャン。 

봄 햇살이 기분 좋네요. 

ポム ヘッサリ キブン チョッ

ネヨ 

またお会いしましょう。 

（H29.5 月号） 

Let’s meet again. 

レッツ ミート アゲーン。 

期待 能 再次 相见。 

チタイ  ノン  ツァイツ 

シャンジェン 

또 만나요 

ット マンナヨ 



日本語 英語 中国語 韓国語 

この時期は雨が多く降りま

す。 

（H29.6 月号） 

It rains a lot during this season. 

イット レインズ アロット ジ

ュリン ディス シーズン 

现在是多雨的季节。 

シェンツァイ ス トゥユ

ィダ ジジェ 

이 시기에는 비가 많이 옵니

다.  

イ シギエヌン ピガ マニ オ

ムニダ 

ここから一番近い電停は○○

です。 

（H29.7 月号） 

The closest tram stop from here 

is ○○. 

ザ クロウセスト トラム スト

ップ フロム ヒア イズ ○○。 

离这里最近的电车站是○○

站。 

リ ツォリ ツゥイ チン

ダ  デ ェ ン ツ ォ ツ ァ ン  

ス○○ツァン。 

여기서 가장 가까운 전차역은 

○○입니다. 

ヨギソ カジャン ガッカウン 

チョンチャヨグン ○○イムニ

ダ 

精霊流しは長崎の伝統的な行

事です。 

（H29.8 月号） 

The spirit boat procession is a 

traditional event of Nagasaki. 

ザ スピリット ボート プロセ

ッション イズ ア トラディシ

ョナル イベント オブ ナガサ

キ 

放精灵船是长崎传统的仪式。 

ファン ジンリンツゥァン 

ス チャンチ ツゥァント

ゥン ダ イス 

 

쇼로나가시는 나가사키의 전

통행사입니다.  

ショロナガシヌン ナガサキエ 

チョントンヘンサイムニダ 

台風に気を付けてください。 

（H29.9 月号） 

Please watch out for typhoons. 

プリーズ ウォッチ アウト フ

ォ タイフーンズ 

请注意台风。 

チン チュウイ タイ フ

ォン 

태풍에 주의하십시오. 

テプンエ チュイハシプシオ 



日本語 英語 中国語 韓国語 

案内します。私についてきて

ください。 

（H29.10 月号） 

I will take you there. Please 

follow me. 

アイ ウィル テイク ユー ゼ

ア。プリーズ フォロー ミー。 

现在由我来介绍，请大家跟我

来。 

シェンザイ ユウォ ライ 

ジェサオ、チン ダジャ ゲ

ンウォライ。 

제가 안내해드리겠습니다. 이

쪽으로 따라오세요. 

チェガ アンネヘ トゥリゲッ

スムニダ。イッチョグロ ッタ

ラオセヨ 

長崎で一番行ってみたいとこ

ろはどこですか？ 

（H29.11 月号） 

Where in Nagasaki do you want 

to go the most? 

ウェア イン ナガサキ ドゥ 

ユー ウォント トゥー ゴー 

ザ モースト？ 

在长崎最想去的地方是哪

里？ 

ザイ ツァンチ ツェイシ

ャンチゥイダ ディファン 

スナリ？ 

나가사키에서 가장 가보고 싶

은 곳은 어디입니까?  

ナガサキエソ カジャン カボ

ゴ シプン ゴスン オディイム

ニカ？ 

長崎ではどこに行きました

か？ 

（H29.12 月号） 

Where have you visited in 

Nagasaki so far? 

ウェア ハヴ ユー ヴィジテッ

ド イン ナガサキ ソー ファ

ー？ 

在长崎都去过哪里？ 

ザイ ツァンチ ドウ チ

ゥイグォ ナリ？ 

나가사키에서는 어디에 가보

셨나요? 

ナガサキエソヌン オディエ 

カボショッナヨ？ 

長崎では何を食べましたか？ 

（H30.1 月号） 

What have you eaten while in 

Nagasaki? 

ワット ハヴ ユー イートゥン 

ワイル イン ナガサキ？ 

在长崎吃了什么？ 

ザイ ツァンチ ツラ ス

ェンマ？ 

나가사키에서 무엇을 드셨습

니까? 

ナガサキエソ ムオスル トゥ

ショッスムニカ？ 



日本語 英語 中国語 韓国語 

長崎で一番印象に残ったこと

は何ですか？ 

（H30.2 月号） 

What in Nagasaki left the biggest 

impression on you? 

ワット イン ナガサキ レフト 

ザ ビゲスト インプレッション 

オン ユー？ 

在长崎印象最深的是什么？ 

ザイ ツァンチ インシャン 

ツェイスェンダ ススェン

マ？ 

나가사키에서 가장 기억에 남

는 것은 무엇입니까? 

ナガサキエソ カジャン キオ

ゲ ナムヌン ゴスン ムオッシ

ムニカ？ 

是非○○にも行ってみてくだ

さい。 

（H30.3 月号） 

If you can, try going to ○○ as 

well. 

イフ ユー キャン、トライ ゴー

イング トゥー ○○ アズ ウ

ェル。 

一定要去○○看看。 

イディン ヤオチゥイ○○

カンカン。 

꼭 ○○에도 가보세요. 

ッコ ○○エド カボセヨ。 

日本の春は、桜がきれいです。

（H30.4 月号） 

Cherry trees are beautiful during 

the springtime in Japan. 

チェリー ツリーズ アー ビュ

ーティフル デュリング ザ ス

プリングタイム イン ジャパン。 

日本的春天，樱花非常漂亮。 

リバンダ チュンティェン、

インファ  フェイツァン 

ピョウリャン。 

일본의 봄은 벚꽃이 아름답습

니다.  

イルボネ ポムン ボッコチ 

アルムダプスムニダ。 

美しい夜景が長崎の自慢で

す。（H30.5 月号） 

Beautiful night views are the 

pride of Nagasaki. 

ビューティフル ナイト ビュー

ズ アー ザ プライド オブ 

ナガサキ。 

美丽的夜景是长崎的自豪。 

メリダ イェジンス ツァ

ンチダ ツハオ。 

아름다운 야경은 나가사키의 

자랑입니다.  

アルムダウン ヤギョンウン 

ナガサキエ チャランイムニダ

。 



日本語 英語 中国語 韓国語 

あじさいは長崎市の花です。

（H30.6 月号） 

The hydrangea is the official 

flower of Nagasaki City. 

ザ ハイドレンジア イズ ザ 

オフィシャル フラワー オブ 

ナガサキ シティー。 

绣球花是长崎的市花。 

シュウチュウファス ツァ

ンチダ スファ。 

수국은 나가사키의 꽃입니다. 

スググン ナガサキエ コチ

ムニダ。 

宿泊ホテルはどこですか？ 

（H30.7 月号） 

Which hotel are you staying at? 

ウィッチ ホテル アー ユー 

ステーイング アット？ 

住在哪个酒店？ 

ツゥツァイ ナコ ジュウ

ディェン 

숙박하는 호텔은 어디입니까? 

スクパク ハヌン ホテルン 

オディイムニカ？ 

日本の夏は湿気が多いです。 

（H30.8 月号） 

Summer in Japan is very humid. 

サマー イン ジャパン イズ 

ヴェリー ヒューミッド。 

日本的夏天湿度高。 

リベンダ  シャティェン 

ストゥ カオ 

일본의 여름은 습기가 많습니

다. 

イルボヌィ ヨルムン スプ

キガ マンスムニダ 

日本では水道水を飲むことが

できます。 

（H30.9 月号） 

You are able to drink the tap 

water in Japan. 

ユー アー エーブル トゥ ド

リンク ザ タップ ウォーター 

イン ジャパン。 

在日本可以直接喝自来水。 

ツァイリベン コイ ズジ

ェ ホ ツライスイ 

일본에서는 수돗물을 마실 수 

있습니다. 

イルボネソヌン スドンムル

ル マシル ス イッスムニ

ダ 



日本語 英語 中国語 韓国語 

今年、長崎に二つめの世界遺

産が誕生しました。 

（H30.10 月号） 

This year, the second UNESCO 

World Heritage Site in Nagasaki 

was born. 

ディス イヤー、ザ セカンド ユ

ネスコ ワールド ヘリテージ 

サイト イン ナガサキ ワズ 

ボーン 

今年,长崎诞生了第二个世界

遗产。 

ジンニェン、ツァンチダンソ

ンラ ディアルコ スジェ

イツァン 

올해 나가사키에서 두 번째 

세계유산이 탄생했습니다. 

オルヘ ナガサキエソ トゥ

ボンチェ セゲユサニ タン

センへッスムニダ 

ここは禁煙です。 

（H30.11 月号） 

No smoking in this area. 

ノー スモーキング イン ディ

ス エリア 

这里是禁烟区。 

ツォリス チンイェンチュ

ィ。 

이곳은 금연구역입니다. 

イゴスン クミョングヨギム

ニダ 

原爆資料館へは路面電車で行

く方法が便利です。 

（H30.12 月号） 

Taking the tram to the Atomic 

Bomb Museum is convenient. 

テーキング ザ トラム トゥ 

ザ アトミック ボム ミュージ

アム イズ コンビニエント。 

去原爆资料馆,坐电车比较方

便。 

チュイ ウェンバウズリョ

ウグァン、ツォディェンツォ 

ビジャオファンビェン。 

원폭 자료관은 노면전철로 가

는 편이 편리합니다. 

ウォンポク チャリョグァヌ

ン ノミョンジョンチョルロ 

ガヌン ピョニ ピョルリハ

ムニダ 



日本語 英語 中国語 韓国語 

長崎は異国情緒あふれる町で

す。 

（H31.1 月号） 

Nagasaki is a city overflowing 

with exotic atmosphere. 

ナガサキ イズ ア シティ オ

ゥバーフロイング ウィス エグゾ

ティック アトモスフィア。 

长崎是充满异国风情的城市。 

ツァンチ ス チュンマン 

イグォ フェンチンダ チ

ェンス 

나가사키는 이국적인 정취가 

풍기는 곳입니다. 

ナガサキヌン イググチョギ

ン ジョンチュイガ プンギ

ヌン ゴシムニダ 

何か食べたい物はあります

か？ 

（H31.2 月号） 

Is there anything you would like 

to eat? 

イズ ゼア エニシング ユー 

ウッド ライク トゥ イート？ 

有什么想吃的吗? 

ヨウ  シェンマ  シャン 

ツダマ？ 

무언가 먹고 싶은 음식이 있

습니까? 

ムオンガ モッコ シプン 

ウムシギ イッスムニカ？ 

少し休憩しましょうか？ 

（H31.3 月号） 

Shall we take a break? 

シャル ウィー テイク ア ブ

レイク？ 

休息一下吧。 

シュウシ イシャバ。 

잠시 쉴까요? 

チャムシ スィルカヨ？ 



日本語 英語 中国語 韓国語 

稲佐山のつつじが見ごろで

す。（H31.4 月号） 

The azaleas at Mount Inasa are 

in full bloom, so now is the best 

time to see them. 

ザ アゼーリアズ アット マウ

ント イナサ アー イン フー

ル ブルーム、ソ ナウ イズ ザ 

ベスト タイム トゥ シー ゼ

ム。 

稻佐山正是杜鹃花盛开的时

节。 

タオズォサン  ツェンス 

トゥジュアンファ スェン

カイダ スジェ。 

이나사야마 산의 철쭉이 한창

입니다. 

イナサヤマ サヌィ チョル

チュギ ハンチャンイムニダ 

長崎空港へはリムジンバスが

出ています。 

（H31.5 月号） 

There is a limousine bus that 

goes to Nagasaki Airport. 

ゼア イズ ア リムジンバス 

ザット ゴーズ トゥ ナガサキ 

エアポート。 

去长崎机场有机场大巴。 

チュィ ツァンチジツァン 

ヨウ ジツァンタバ 

나가사키 공항으로 가는 리무

진 버스가 다니고 있습니다. 

ナガサキ ゴンハンウロ ガ

ヌン リムジン ボスガ ダ

ニゴ イッスムニダ 

イベントは予定通り行われま

す。 

（H31.6 月号） 

The event will be carried out as 

planned. 

ザ イベント ウィル ビ キャ

リード アウト アズ プランド 

活
フォ

动
ドン

如
ルー

期
チー

举
ジュ

行
シン

。 

행사는 예정대로 이루어집니

다. 

ヘンサヌン イェジョンデロ 

イルオジムニダ 



日本語 英語 中国語 韓国語 

そこは危険です！ 

（R1.7 月号） 

It’s dangerous over there! 

イッツ デェインジャラス オー

バー ゼア！ 
那
ナ

里
リ

很
ヘン

危
ウェイ

险
シェン

! 

그곳은 위험합니다! 

クゴスン ウィホムハムニ

ダ！ 

長崎のお盆は、お墓で花火を

します。 

（R1.8 月号） 

During the Bon Festival in 

Nagasaki, we play with fireworks 

in front of graves. 

デュアリング ザ ボン フェス

ティバル イン ナガサキ、ウィ 

プレイ ウィス ファイヤーワー

クス イン フロント オブ グ

レーブズ。 

长
ツア

崎
チ

的
ダ

 盂
ウ

兰
ラン

盆
プン

节
ジェ

 是
シ

在
ジャ

墓
ム

碑
ベイ

前
チェン

 放
ファン

烟
エン

花
ファ

。 

백중날, 나가사키에서는 무덤

에서 불꽃놀이를 합니다. 

ペクチュンナル ナガサキエ

ソヌン ムドメソ ブルコン

ノリルル ハムニダ。 

長崎でキャンプをするラグビ

ースコットランド代表を一緒

に応援しましょう。 

（R1.9 月号） 

Let’s cheer for the Scottish Rugby 

Team holding a camp in 

Nagasaki. 

レッツ チア フォ ザ スコッ

ティッシュ ラグビー チーム 

ホルディング エイ キャンプ 

イン ナガサキ。 

让
ラン

我
ワォ

们
メン

一
ィー

起
チー

为
ウィ

来
ライ

长
チャン

崎
チー

集
ジー

训
セン

的
ダ
苏
ス
格
ガ

兰
ラン

橄
ガン

榄
ラン

球
チュー

队
ダィ

加
ジャ

油
ユー

吧
バ
。 

나가사키에서 전지훈련을 하

는 스코틀랜드 럭비 국가 대

표팀을 함께 응원합시다. 

ナガサキエソ チョンジフル

リョヌル ハヌン スコトゥ

ルレンドゥ ログビ クッカ

 デーピョティムル ハムケ

 ウンウォンハプシダ。 



日本語 英語 中国語 韓国語 

長崎市の木「なんきんはぜ」

は、紅葉が綺麗です。 

（R1.10 月号） 

Nagasaki City’s tree, the tallow 

tree, is gorgeous when its leaves 

turn autumnal colors. 

ナガサキ シティーズ トゥリー 

ザ タロー トゥリー イズ ゴ

ージャス ウェン イッツ リー

ヴズ ターン オータムナル カ

ラーズ。 

长
チャン

崎
チー

市
シ

的
ダ

市
シ

树
シュウ

“ 乌
ウー

桕
ジュ

”一
イ

到
ダォ

秋
チュ

天
ティェン

, 树
シュウ

叶
イェ

变
ベン

红
ホン

, 非
フィ

常
チャン

漂
ピャァ

亮
リャン

。 

나가사키시의 나무인 ‘오구나

무’는 단풍이 아름답습니다. 

ナガサキシウィ ナムイン 

オグナムヌン ダンプンイ 

アルムダプスプニダ。 

肌寒くなりましたね。 

（R1.11 月号） 

It’s gotten chilly! 

イッツ ガットゥン チリー。 天
ティェン

气
チー

变
ベン

冷
レン

啦
ラー

。 

쌀쌀해졌네요. 

サルサルヘジョンネヨ。 

冬は、温かいちゃんぽんや角

煮まんがおすすめです。 

（R1.12 月号） 

You should eat nice, warm bowls 

of champon and kakuni buns 

during the winter. 

ユー シュッド  イート ナイ

ス ウォーム ボールズ オブ 

チャンポン アンド カクニ バ

ンズ ドゥーリング ザ ウィン

ター。 

冬
ドン

天
ティァン

推
テウイ

荐
ジャン

吃
ツ

热
ラ

乎
フ

乎
フ

的
ダ

什
シー

锦
ジン

面
メン

和
ハァ

角
ジャオ

煮
ズゥ

馒
マン

头
トウ

! 

겨울에는 따뜻한 짬뽕과 가쿠

니만주를 추천합니다. 

キョウレヌン タトゥッタン

 チャンポングァ カクニマ

ンジュルル チュチョンハム

ニダ。 



日本語 英語 中国語 韓国語 

美しい花と香りが楽しめる

「のもざき水仙まつり」が開

催されています。 

（R2.1 月号） 

You can enjoy the aroma of the 

beautiful daffodils at the 

Nomozaki Daffodil Festival that’s 

being held right now. 

ユー キャン エンジョイ ジ 

アロマ オブ ザ ビューティフ

ル ダッフォディルズ アット 

ザ ノモザキ ダッフォディル 

フェスティバル ザッツ ビーイ

ング ヘルド ライト ナウ 

能
ナン

欣
シン

赏
シァン

到
ダォ

美
メー

丽
リー

 花
ファ

朵
ダゥォ

与
ユー

香
シァン

味
ウェイ

 的
ダ
 

“ 野
イェ

母
ムー

崎
チー

水
スゥェ

仙
セン

节
ジェー

” 

正
ゼン

在
ザイ

举
ジイ

办
バン

中
ズォン

。 

아름다운 꽃과 향기를 즐길 

수 있는 ‘노모자키 수선화 축

제’가 열리고 있습니다. 

アルムダウン コックァ ヒ

ャンギルル チュルギル ス

 インヌン ノモジャキ ス

ソンファ チュクチェガ ヨ

ルリゴ イッスムニダ。 

長崎の夜景の美しさは、坂の

多さが関係しています。冬は

特に綺麗です。 

（R2.2 月号） 

Nagasaki’s nightscape is 

beautiful because of its many 

hills. It is particularly beautiful 

in the winter. 

ナガサキズ ナイトスケープ イ

ズ ビューティフル ビコーズ 

オブ イッツ メニー ヒルズ。イ

ット イズ パティキュラリー 

ビューティフル イン ザ ウイ

ンター。  

美
メイ

丽
リー

的
ダ

长
ツァ

崎
チー

夜
イェ

景
ジン

 与
ユ
它
タ

的
ダ

众
ゾン

多
ドゥ

坡
ポ

道
ダォ

有
ユー

关
グァン

。冬
ドン

日
リー

里
リ
的
ダ

夜
イェ

景
ジン

尤
ユウ

其
チー

美
メイ

。 

나가사키의 야경이 아름다운 

데에는 언덕이 많은 것과 관

련이 있습니다. 겨울이 특히나 

아름답습니다. 

ナガサキウィ ヤギョンイ 

アルムダウン デエヌン オ

ンドギ マヌン ゴックァ 

クァンリョニ イッスムニダ

 ギョウリ トゥキナ アル

ムダプスムニダ。 



日本語 英語 中国語 韓国語 

長崎でたくさんの素敵な思い

出ができましたか。 

（R2.3 月号） 

Have you made many fantastic 

memories in Nagasaki? 

ハブ ユー メイド メニー フ

ァンタスティック メモリーズ 

イン ナガサキ？ 

你
ニ

在
ザイ

长
ツァ

崎
チー

有
ユウ

 很
ヘン

多
ドゥ

美
メー

好
ハォ

的
ダ

回
へェ

忆
イー

吗
マ

？ 

나가사키에서 좋은 추억을 많

이 만드셨나요? 

ナガサキエソ チョウン チ

ュオグル マニ マンドゥシ

ョンナヨ？ 

「ハタ」と呼ばれる凧は、昔

から長崎の人々に親しまれて

います。 

（R2.4 月号） 

Kites, referred to by locals as 

“hata,” have been popular with 

the people of Nagasaki since long 

ago. 

カイツ リファード トゥ バイ

ローカルズ  アズ ハタ ハブ 

ビーン ポピュラー ウイズ ザ 

ピーポー オブ ナガサキ シン

ス ロング アゴー。 

自
ズ

古
グー

以
イー

来
ラィ

， 被
ベィ

称
チェン

为
ウェー

“hata”的
ダ

风
フン

筝
ズン

就
ジュー

深
スェン

受
スゥォ

长
ツァ₋

崎
チー

人
レン

的
ダ

喜
シー

爱
アィ

。 

‘하타’라는 연은 오래전부터 

나가사키의 사람들에게 사랑

받아 왔습니다. 

ハタラヌン ヨヌン オレジョ

ンブト ナガサキウィ サラ

ムドゥレゲ サランバダ ワ

ッスムニダ。 

 


