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日本語 トルコ語

あ 愛、愛情 sevgi

あいさつ selam

アイスクリーム dondurma

愛する、恋する sevmek, âşk olmak

空いている（博物館、店などが） açık

（○○に）会う ile görüşmek

空きの（空席の） boş

開ける açmak

あさって öbür gün

預ける（荷物を） emanet etmek, bırakmak

熱い（飲み物などが）、暑い sıcak

後で sonra

危ない tehlikeli

雨 yağmur

ありがとう teşekkür ederim

アレルギー alerji

安全な güvenli

い 胃 mide

意識をなくす bayılmak

医師 doktor

椅子 sandalye

急ぐ acele etmek

痛み acı

胃腸薬 sindirimi kolaylaştıran ilaç

嫌がらせ rahatsız etmek

入口 giriş

陰性（病気など） negatif

インフルエンザ grip

う 上 yukarı, üst

受付 resepisyon

受け取る almak, kabul etmek

後ろ arka, geri, art

美しい（素晴らしい、美味しい） güzel
宇宙 uzay

海 deniz

海の見える deniz manzaralı

売る satmak

うれしい sevinçli

上着 ceket

運賃 ücret

(車を）運転する (araba) kullanmak

え 営業時間 açık saati

英語 İngilizce

駅 istasyon

絵はがき kartpostal

エレベーター asansör

お おいしい lezzetli, güzel

応急処置 ilkyardım

横断歩道 yaya geçişi

終える bitirmek

大きい büyük

丘 tepecik
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日本語 トルコ語

屋上 dam üstü

送る göndermek, yollamak, iletmek

遅れる geç kalmak, gecikmek

教える öğretmek

押す itmek, basmak

遅い（時間） geç

遅い（スピード） yavaş

落ち着いた（雰囲気が） sakin

おつり paranın üstü, üstü

踊る dans etmek, oynamak

お腹 karın

お腹がすいた acıkmak

おはよう günaydın

覚えている、思い出す hatırlamak

思い出 anı, hatır

お湯 sıcak su

折り返し電話する geri aramak

降りる inmek
降ろす（お金を） çekmek

終わる bitmek

音楽 müzik

か 外国語 yabancı dili

外国人 yabancı

改札口 giriş(入り口）, çıkış（出口）

会社 firma, şirket

会社員 şirket memuru

外出する dışarı çıkmak

階段（エスカレーター） merdiven (yürüyen merdiven)

ガイド rehber

返す iade etmek, geri vermek

帰る、回る dönmek

鏡 ayna

カギ anahtar

書く yazmak

学生 öğrenci

確認する teyid etmek, doğrulamak

傘 şemsiye

火事 yangın

貸す ödünç vermek

風邪 nezle, grip

数える saymak

肩 omuz

硬い sert, katı

紙 kâğıt 

カミソリ jilet

辛い acı

借りる ödünç almak

ガレージ garaj

河・川 nehir, ırmak

かわいい sevimli, cici, şirin

環境 çevre

観光案内所 turizm bürosu

患者 hasta

勘定、口座 hesap
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日本語 トルコ語

乾燥した kuru

看板 tabela

き 気温 ısı, sıcaklık

傷（軽い傷） yara

きつい（衣服が） dar, sıkı

喫煙所 sigara içme yeri/salonu

気分が悪い rahatsız 

キャンセルする iptal etmek

休暇 tatil

救急車 ambülans

教会 kilise

教師 öğretmen, hoca

距離 mesafe, uzaklık

嫌いだ dan/den nefret etmek

霧 sis

緊急の acil

近所 civar

緊張した gerginlik

筋肉 kas, adale

く 空港 havaalanı, havalimanı

空席 boş yer

くし tarak

薬 ilaç

口紅 ruj

曇り bulutlu

クーラー klima

暗い karanlık

クリーニング kuru temizleme

繰り返す tekrarlamak, tekrar etmek

クレーム şikâyet

加える katmak

け 警察 polis

携帯電話 cep telefonu

ケーキ kek, pasta

外科 cerrahlık

ケガをする yaralanmak

化粧品 kozmetik, makyaj malzemesi

血圧 tansiyon

血液型 kan grubu

下痢 ishal

県 il, vilayet

ケンカ kavga 

玄関 giriş, antre

元気な iyi

現金 nakit para

検査 yoklama

こ 恋 aşk

恋する、熱中する âşık olmak

恋人 sevgili

硬貨 bozuk para

交換する değiştirmek

航空券 uçak bileti

交差点 kavşak

工事 inşaat
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日本語 トルコ語

トイレ tuvalet

高速道路 otoyol

交通 trafik

交通事故 trafik kazası

強盗 soyguncu, soygunculuk

声 ses

国際運転免許証 uluslararası ehliyet

故障した bozuk

午前 öğleden önce

午後 öğleden sonra

小銭 bozuk para

骨折 kemik kırılması

小包 paket, koli

断る reddetmek

ゴミ çöp

ゴミ箱 çöplük

新型コロナウイルス感染症 kovid 19

壊れた bozuk

壊れる kırılmak

混雑した karabalık

コンセント priz

こんにちは merhaba

さ サービス hizmet

採寸する ölçmek

再発行 yeniden basılma

財布 cüzdan

詐欺 dolandırıcı, dolandırıcılık

酒類 içki

座席 oturacak yer, koltuk

撮影する(写真/動画） fotoğraf(resim) çekmek, video çekmek

サッカー futbol

砂糖 şeker

サプリメント besin takviyesi, supplement

寒い soğuk

サンダル sandal

し 塩 tuz

時間 saat, vakit, zaman

至急 acil

時刻表(取り扱い説明書） tren tarifesi (tarife) 

仕事 iş

時差 saat farkı

試食する denemek, tadına bakmak

静かな sakin, durgun

自然 doğa

下着 çamaşır

下 aşağı, alt

試着する denemek

質問 soru

指定席 ayrılmış koltuk

自動販売機 otomatik satış makinesi

始発電車 ilk tren

支払う ödemek

持病 kronik hastalık

油、脂肪 yağ
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日本語 トルコ語

事務所 ofis

閉める・閉じる kapamak, kapatmak

蛇口 musluk

シャワーする duş yapmak

宗教 din

住所 adres

充電する şarj etmek

週末 hafta sonu

重要な önemli

修理する tamir etmek

宿泊する kalmak

手術 ameliyat, operasyon

出血する kanamak

出発する hareket etmek , yola çıkmak

首都 başkent

趣味 hobi

準備ができた hazır

紹介する tanıştırmak

乗客 yolcu

上司 patron

症状 belirti 

招待する davet etmek

使用中 meşgul, dolu

消防署 itfaiye

証明書 sertifika, vesika

正面 ön

ジョーク şaka

食あたり gida zehirlenmesi

食事 yemek

食前酒 aperitif

食欲 iştah

処方箋 reçete

知らせる bildirmek 

知る bilmek

ショッピングモール alışveriş merkezi (AVM)

信号 ışık

新婚旅行 balayı

診察 muayene

寝室 yatak odası

親戚 akraba

診断書 hekim raporu

新聞 gazete

深夜 gece yarısı

す 睡眠 uyku

スーツケース bavul, valiz

好きだ sevmek, beğenmek

過ぎる geçmek

すぐに hemen

少し、ちょっと az

涼しい serin

住む、座る oturmak

スリ yankesici

せ 税 vergi, resim

請求書 fatura
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日本語 トルコ語

税込みの vergi dahil

精算する hesabı temizlemek

成人 yetişkin, erişkin

生理 aybaşı, âdet

生理痛 aybaşı ağrısı

生理用ナプキン sıhhi malzeme

背が高い uzun boylu

背が低い kısa boylu

咳 öksürük

席（乗り物） yer, koltuk

席を予約する（レストラン） rezervasyon yapmak, yer ayırtmak

窃盗 hırsızlık, çalma

世話をする(病人や子供） a/e bakmak

ぜんそく astım

洗濯する yıkamak

洗濯物 çamaşır

そ 騒音 gürültü

掃除する temizlemek, süpürmek

早朝(未明) sabah erken

外に dışarı

た 体温、熱、火 ateş

体温計 termometre

退屈する usanmak, canı sıkılmak

滞在 kalma

大使館 elçilik, büyükelçlik

大丈夫です tamam

高い（高さが） yüksek

高い（値段が） pahalı

宝くじ piyango

タクシー乗り場 taksi durağı

助けて！ imdat

助ける kurtarmak, yardım etmek

たずねる sormak

立ち上がる ayağa kalkmak

楽しむ eğlenmek

タバコ sigara

タバコを吸う sigara içmek

打撲 çürük, bere

だます aldatmak

試す denemek

誕生日 doğum günü

暖房 ısıtma

ち 血 kan

小さい küçük, ufak

地下鉄 metro

チケット売り場 bilet satış yeri

地図 harita

チップ bahşiş

中古の kullanılmış, ikinci el

注射 iğne

駐車禁止 park yapılmaz

駐車場 park yeri, otopark

朝食 kahvaltı

直進する düz/ doğru gitmek
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日本語 トルコ語

直行便 direk uçuş

鎮痛剤 ağrı kesici

つ 追加する ilave etmek, katmak

通路(側） koridor

疲れた yorgun

次の ertesi, gelecek, sonraki

続ける devam etmek

包む sarmak, paket yapmak

つなぐ、結ぶ bağlamak

爪 tırnak

爪切り tırnak makası

冷たい、寒い soğuk

て 手当て、治療 tedavi

テイクアウトする paket yaptırmak

定刻どおりに zamanında

ティッシュ peçete

出口 çıkış

デザート tatlı

手数料 komisyon

手荷物 bagaj

テロ terör

天気 hava

電気（灯り・照明） ışık

電球 ampul

天気予報 hava raporu

伝言 mesaj

店主 sahibi

電話 telefon 

と トイレ tuvalet

到着する varmak

盗難 hırsızlık

同行する refakat etmek

同僚 meslektaş

道路 yol

登録する kaydetmek

遠回りする、歩き回る dolaşmak

通り cadde (～Cad.)

時計 saat

途中で yolda

徒歩で yürüyerek

友達 arkadaş, dost

ドライヤー saç kurutma makinesi

トランク(車の） bagaj yeri

取り扱い注意 dikkat edin

泥棒 hırsız

トルコ語 Türkçe

トルコ人 Türk

な 名前 ad(名前、ファーストネーム), isim(名前、物の名称), soyadı(名前、姓)

内科 dahiliye

ナイトクラブ gece kulübü

ナイフ bıçak

直す（故障を） onarmak, tamir etmek

治る(病気が） iyileşmek

長い uzun 
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日本語 トルコ語

眺めのいい güzel manzaralı

無くす kaybetmek

なぜ neden, niçin, niye

に においがする kokmak

日本語 Japonca

日本人 Japon

荷物 yük

入場料 giriş ücreti

尿 sidik, idrar

庭 bahçe

ぬ ぬるい ılık

ね 値段・価格 fiyat

値段交渉 pazarlık

熱がある ateşli

ネットに接続する internete bağlamak

眠る uyumak

捻挫する burkmak

の 喉 boğaz

喉が渇く susamak

飲み物 içecek

飲む içmek

乗り換える aktarmak

乗り損なう（乗り物に） kaçırmak

乗り物酔い taşıt tutması

乗る binmek

のんびりする rahatlamak, dinlenmek

は 歯 diş

パーティー parti

肺炎 akciğer yangısı, zatürre

バイク motosiklet

歯医者 dişçi

歯痛 diş ağrısı

入る girmek

吐き気 bulantı, kusma hissi

吐く kusmak

運ぶ taşımak

始まる başlamak

パジャマ pijama, gecelik

場所 yer, mevki

バスで otobüs ile

バス停 otobüs durağı

パソコン bilgisayar

働く çalışmak

はっきり açıkça

発車する kalkmak

派手（衣服が） göşterişli

パトカー polis arabası

話す konuşmak

歯ブラシ diş fırçası

歯磨き粉 diş macunu

早い（時間） erken

速い（スピード） çabuk, hızlı

払戻し geri ödeme

晴れた açık

8



日本語 トルコ語

番号 numara

絆創膏 yara bandı, plaster

反対側の karşı

半日の yarım gün

パンフレット broşür

ひ ビーチ kumsal, plaj

被害 hasar, zarar

日帰りの bir günlük

引く（扉を） çekmek

低い alçak, kısa

ヒゲ（頬髭） sakal

ヒゲ（口髭） bıyık

ヒゲを剃る tıraş olmak

飛行機で uçak ile

非常口 acil çıkış

左 sol

ピッタリの（サイズが）、ちょうど、完全な tam

必要な gerek, lazım

１１０ (火事) yüz on

１１２ (救急) yüz oniki

１５５ (警察) yüz ellibeş

日焼け bronzlaşma, güneş yanığı

日焼け止め güneş kremi

病院 hastane

病気 hasta

標識 işaret

拾う toplamak, yerden kaldırmak

貧血 kansızlık, anemi

ふ 不安な üzüntülü, kaygılı, meraklı

ブーツ çizme, bot

夫婦 karı koca, çift

腹痛 karın ağrısı

二日酔い içki semserliği

ブラシ fırça

ブランド品 marka

古い eski

フロント(ホテル） resepsiyon

分割払い taksit

紛失した kayıp, eksik

へ 平日 hafta içi, mesai gün

変圧器 trafo, transformatör

返金する geri ödemek

変更する değiştirmek

便秘 kabız

返品する geri vermek, iade etmek

ほ 方向 yön

暴行 tecavüz

帽子 şapka

ポーター portör, yataklı vagon görevlisi

ホーム（駅） peron

保険 sigorta

保険料 sigorta primi

ま 迷子になる kaybolmak

前に（位置） ön
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日本語 トルコ語

前もって önceden

曲がる dönmek, eğilmek

混ぜる karıştırmak

まずい（味） tatsız

待合室 bekleme salonu

間違い yanlış, hata

マッサージ masaj

窓 pencere

間に合う yetişmek

眉 kaş

満室（掲示） dolu

慢性の kronik

満席の dolu

満足する yetinmek, doymak

み 右 sağ

短い kısa

水 su

湖 göl

未成年 küçük

見せる göstermek

道に迷う yolu kaybetmek

ミネラルウォーター maden suyu

脈拍 nabız

みやげ hediye

む 迎えに行く karşılamak

無料の bedava, parasız, ücretsiz

め 名所 görülecek yerler

メガネ gözlük

目薬 göz damlası

目覚まし時計 çalar saat

目印 işaret

珍しい nadir

めまい baş dönmesi, göz kararması

免税店 gümrüksüz satış mağazası

も 申込用紙 müracaat formu

申し込む müracaat etmek, başvurmak

毛布 yorgan

モスク cami

モーニングコール sabah uyandırma servisi

目的 amaç

目的地 gidilecek yer, varış yeri

もしもし（電話をかけて） alo

持っていく götürmek

戻ってくる geri dönmek

や 火傷 yanık

安い（値段が） ucuz

薬局 eczane

山 dağ

軟らかい yumuşak

ゆ 憂鬱な karasevdalı, melankolik

有効な geçerli

夕食 akşam yemeği

郵便番号 posta kod numarası

有名な meşhur, ünlü
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日本語 トルコ語

ゆったりした、たくさんの bol

よ 幼児 pek küçük çocuk

陽性（病気など） pozitif

浴室 banyo 

横になる yatmak

汚れた kirli

酔った sarhoş

呼ぶ çağırmak

予約する rezervasyon yapmak, yer ayırtmak

弱い zayıf, güçsüz

ら ライター çakmak

ラク（トルコの地酒） rakı

ラジオ radyo

り 流行の moda

両替所 döviz bürosu

料金 ücret

領収書 makbuz

料理 yemek

旅行 yolculuk, seyahat

旅行代理店 turizm acentası

れ 冷房 soğutma

レジ kasa

レンタカー kiralık araba

ろ 路地 sokak(～Sok.)

ロビー lobi

わ わかる anlamak

和食 Japon yemeği

忘れる unutmak

渡る（道を） geçmek

割引、値下げ indirim

出入国編

入国審査 giriş kontrolü

検疫、隔離 karantina

居住者／非居住者 yerleşik/ yerleşik olmayan

パスポート pasaport 

ビザ vize

サイン imza

入国目的 ziyaretin amacı

観光 gezme

商用 iş

滞在予定期間 kalacak süresi

乗継ぎ transit

荷物受取所 bagaj teslim yeri

税関 gümrük

免税／課税 gümrüksüz/gümrük

電話・通信編

電話 telefon

携帯電話 cep telefonu

ファクシミリ faks

電話帳 telefon rehberi

航空便 uçak postası/ uçak ile

11



日本語 トルコ語

船便 gemi postası/gemi ile

切手 pul

インターネット internet

Wi-Fi Wi-Fi

両替編

両替 kambiyo

銀行 banka

両替所 döviz bürosu

為替レート döviz kuru

リラに両替してくださいませんか。 Liraya bozar mısınız?

小銭もまぜてくださいませんか。 Bozuk para da karıştırır mısınız?

為替レートはいくらでしょうか？ Döviz kuru ne kadar?
外貨交換証明書 Kambiyo makbuzu

国名・地域名
アメリカ Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
カナダ Kanada
ヨーロッパ Avrupa
英国 İngiltere
フランス Fransa
ドイツ Almanya
イタリア Italya
ギリシャ Yunanistan
ブルガリア Burgaristan
トルコ Türkiye
北キプロス Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
アゼルバイジャン Azerbaycan
ウクライナ Ukrayna
ロシア Rusya
アジア Asya
日本 Japonya
中国 Çin
韓国 Kore
台湾 Tayvan
パキスタン Pakistan
サウジアラビア Sudi Arabistan
アフリカ Afrika
エジプト Mısır
イラン İran
イラク Irak
シリア Suriye
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