
指さしで気持ちを伝える

まずは、やさしい日本語で話しかけてみませんか？
日本語が不慣れな方には、「ともだちカード」を使って自己
紹介をしてみましょう！

やさしい日本語 英 語 中国語 ベトナム語 インドネシア語

こんにちは
Hello（はろー） 

ゆび き   も つた

に ほん ご

に  ほん ご

に ほん  ご ふ　 な か た  か   ー   ど つか じ　 こ  

はな

ちゅう ごく ごえい  ご べ と  な  む ご い ん ど  ね  し あ  ご

你好（にーはお）
Xin chào（しんちゃお）

Selamat siang（すらま しあん）

ありがとうございます
Thank you（さんきゅー）

非常感谢（ふぃーちゃんがんしぇ）
Cảm ơn（かむおん）

Terima kasih（つりまかしー）

さようなら
Good bye（ぐっばい）
再见（ざいじぇん）

Tạm biệt（たむびえっ）
Sampai jumpa lagi（さんぱいじゅんぱらーぎ）Wednesday

周三

Thứ tư
Rabu

すみません
Excuse me/Sorry（えくすきゅーずみー/そーりー）

对不起（どぅぇぶぅち）
Xin lỗi（しんろい）

Maaf/Permisi（まあーふ/ぱーみしー）
このともだちカードは、NIA 留学生交流推進員、新発田市の協力と一般財団法人自治体
国際化協会の助成事業により作成されました。
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I want ○○.
我想要◯◯。

Tôi muốn có◯◯·
Saya butuh ◯◯

I want to (do) ○○.
我想◯◯。（做什么）
Tôi muốn làm ◯◯.
Saya ingin ◯◯

○○がほしいです ○○がしたいです

公益財団法人新潟県国際交流協会（NIA）　
FRCN 外国人相談センター新潟

相談専用

〒950-0078　新潟県新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル2階
にいがたけんにいがた し ちゅうおう く  ばんだいじま　　　   ばんだいじま  び   る　   かい

そうだんせんよう

か ーど りゅう がく せい こうりゅうすい しん いん きょうりょくし  ば  た   し

      じょせい  じ ぎょう さくせい

いっぱんざいだんほうじんじ  ち たい

そうだんせんよう

こう えきざいだ んほ うじ ん に い が た け ん こ くさ い こ う りゅうきょう かい

がい こく じん そう だん    にい がたせ　ん　 た　ー

025-290-5650

025-241-1881

nia21c@niigata-ia.or.jp

相談専用 nia10@niigata-ia.or.jp

ともだちカード
か        ー　    ど

きょうかい
協会HP

きょうかい
協会FB

そうだん せ ん た ー
相談センターFB

What's your name?

Tên bạn là gì?
Siapa nama Anda?

お名前は？
な　まえ

私の名前は◯◯です
My name is 〇〇. 

Tên tôi là ◯◯·
Nama saya ◯◯

な  ま  えわたし

I’ve lived in Japan since ―.
我从◯年◯月开始在日本居住的︒

Tôi sống ở Nhật từ tháng(月)〇 năm (年)〇.
Tinggal sejak tahun ◯ bulan ◯

◯年◯月から住んでいます
ね ん が つ す

How long have you been in Japan?
请问您什么时候开始在日本居住的呢？

Bạn sống ở Nhật từ khi nào ?
Sejak kapan Anda tinggal di Jepang?

いつから日本に住んでいますか？
に  ほ ん す

Where are you from?

Bạn đến từ nước nào?
Darimana asal Anda?

どこの国から来ましたか？
くに き

I'm from ◯◯.
我来自◯◯。

Tôi đến từ ◯◯·
Asal saya dari ◯◯

◯◯から来ました
き

What should I call you?
请问如何称呼您呢？

Tôi nên gọi bạn là gì?
Siapa nama panggilan Anda?

何と呼べばいいですか？
なん よ

Call me ◯◯, please.

Hãy gọi tôi là ◯◯·
Panggil saya ◯◯

○○と呼んでください
よ

買い物
Shopping
购物

Mua sắm
Berbelanja

Hospital
医院

Bệnh viện
Rumah sakit

か

病院
びょう いんも  の

Transportation
交通

Di chuyển
Transportasi

Japanese
日语

Tiếng Nhật
Berbahasa Jepang

日本語
に  ほ  ん   ご

交通
こ う  つ う

Sunday
周日

Chủ nhật
Minggu

日曜日
に ち  よ う   び

Thursday
周四

Thứ năm
Kamis

木曜日
もく よう   び

Friday
周五

Thứ sáu
Jumat

金曜日
きん  よう  び

Saturday
周六

Thứ bảy
Sabtu

土曜日
ど   よう   び

Monday
周一

Thứ hai
Senin

月曜日
げつ よ う   び

Tuesday
周二

Thứ ba
Selasa

火曜日
か   よう  び

水曜日
すい  よう   び

資源ごみ
Recyclables

Rác tái chế
Sampah daur ulang

し げん

粗大ごみ
Oversized Trash

Rác cồng kềnh
Sampah berukuran besar

そ だい

燃えるごみ
Burnable Trash

Rác cháy được

Sampah yang terbakar

Non-burnable trash

Rác không cháy được

Sampah yang tidak terbakar

も

燃えないごみ
も

Today is for ○○ trash.

Hôm nay là ngày đổ rác  ◯◯.
Hari ini adalah hari untuk membuang sampah ◯◯

今日は○○ごみの日です
き   ょ  う ひ

相談/Consultation/咨询/Tư vấn/konsultasi
そうだんだ

If you have any difficulty, let me know.
如果你有任何问题，都可以向我们提出。

Nếu có khó khăn bạn có thể hỏi tôi bất kì điều gì.
Jika ada kesulitan, silakan bertanya apapun

困っていることがあれば、何でも聞いてください
こ  ま な ん き

  しょう かい

自己紹介/self-introduction/自我介绍/Giới thiệu bản thâ n/perkenalan
じ こ しょうかい

こくさいか きょうかい 

圾 圾

圾 圾



わかりますか？
Do you understand?
请问您明白吗？

Bạn có hiểu không?
Apakah Anda mengerti?

できますか？
Can you do that?
可以做到吗？

Bạn có thể làm không?
Apakah Anda bisa melakukannya?

よく◯◯をします
I mostly do◯◯.
我经常◯◯。

Tôi hay làm ◯◯·
Saya seringkali ◯◯

はい
Yes
是

Có
iya

いいえ
No
不是

Không
tidak/bukan

Places (Where?)
请问地点是哪里？

Địa điểm (Ở đâu )

Dimana tempatnya?

場所（どこ？）
ば  しょ

Date, Time (When?)
请问日期和时间是什么时候？

Ngày・Giờ (Khi nào )

Hari apa? Jam berapa?

日にち・時間（いつ）
ひ じ  かん

How do you say ○○ in Japanese?
这个用日语怎么说？

Cái này tiếng Nhật gọi là gì?
Dalam bahasa Jepang artinya apa?

これは日本語で何といいますか？
に   ほん   ご なん

What do you do in your free time?
请问您在休息日都做些什么呢？

Bạn làm gì vào ngày nghỉ?
Apa yang Anda lakukan saat liburan?

休みの日は何をしますか？
な にや す ひ

I often go ◯◯.
我经常去◯◯。

Tôi thường đi ◯◯·
Saya sering pergi ke ◯◯

よく○○へ行きます
い 

これは英語/中国語/ベトナム語/インドネシア語で
何といいますか？

How do you say ○○ in English?
这个用中文怎么说？

Cái này ti ế ng Ti ế ng Việt gọi là gì?
Dalam bahasa Dalam bahasa Indonesia artinya apa?

えい ご ちゅう ごく  ご ごごべ い ん ど ね し あと な む

なん

Could you say that again?
请您再说一遍。

Bạn có thể nhắc lại được không?
Bolehkah diulang sekali lagi?

もう一度言ってください
い   ち ど い

What is your job?
请问您的工作是什么呢？

Bạn đang làm công việc gì?
Apa pekerjaan Anda?

お仕事は何ですか？
し ごと な ん

Factory
工厂

Công nhân
Pabrik

工場
こ う じょう

Nursing
护理

Điều dưỡng
Perawat

介護
かい  ご

Agriculture
农业

Pertanian
Nông nghiệp

農業
のう　ぎょう

自営業
Self-employed
自由工作

Kinh doanh
Berbisnis sendiri

Interpretation
翻译

Phiên dịch
Penerjemah

通訳
つう やく じ    え  い  ぎ ょ う　

I’m looking for a job.
我正在找工作。

Tôi đang tìm việc.
Saya sedang mencari pekerjaan

仕事を探しています
し   ご  と さが

Architecture (Construction)
建筑

Xây dựng
Pembangunan

建築
け ん ちく

Home making
主妇/家庭主夫

Nội Trợ
Ibu rumah tangga/
Bapak rumah tangga

主婦/主夫
しゅ　ふ しゅ    ふ

Can you eat this/that?
可以吃么？

Bạn có ăn được không ?
bisa makan?

食べられますか？
た

I can eat ○○.
我可以吃○○。

Tôi ăn được.
Saya bisa makan

休日/Free time/休息日/ngày nghỉ/liburan
きゅう じ つ

I can't eat ○○.
我没法吃○○。

Tôi không ăn được.
Saya tidak bisa makan

食べられません
た

What's your favorite food?
请问您喜欢的食物是什么呢？

Món ăn bạn thích là gì?
Apa makanan kesukaan Anda?

I like/love ○○.
我喜欢吃◯◯。
Tôi thích ◯◯.
Saya suka ◯◯

す

○○が好きです
There is event by the neighborhood Association.

在社区协会，会有居民活动。
Tại tổ dân phố có tổ chức hoạt động.

Ada acara berlangsung di RT (Rukun Tetangga)

町内会で、イベントがあります
ちょう ない か い い    べ　 ん    と

Will you join?
想要参加吗？

Bạn có muốn tham gia không?
Apakah tidak ikut?

参加しませんか？
さん   か

Yes, I will.
是的，我想参加。

Có, tôi muốn tham gia.
Iya, saya ikut

はい、参加したいです
さん  か

Please come to ◯◯.
请到◯◯这里来。

Hãy đến ◯◯.
Datanglah ke tempat ○○

○○に来てください
き

It’s ◯◯ Yen.
需要花费◯◯日元。

Bạn cần đóng ◯◯ yên.
Biayanya sebesar ○○ yen

○○円かかります
えん

It’s free.
是不收费的。

Miễn phí.
Biayanya gratis

お金は無料です
かね む　りょう

No, I have to do other things.
不了，我还有别的事情。
Không, tôi có việc bận.

Tidak, saya ada urusan lain

いいえ、別の用事があります
よう    じべつ

質問/Questions/疑问/ Câu hỏi/pertanyaan
しつもん

食べ物/Food/食物/món ăn/makanan
た もの

仕事/Job/工作/Công việc/pekerjaan
し ごと 町内会/neighborhood Association/社区协会 (市区居委会）/

Hội tổ dân phố/Rukun Tetangga (RT) 

ちょうないかい

食べられます
た

好きな食べ物は何ですか？
す もの なんた


