スペイン語
スペイン語こんにちは＆
こんにちは＆さようなら
Buenos días ブエノス ディーアス おはよう
Hola オラー こんにちは
Buenas noches ブエナス ノーチェス こんばんは
¡Bienvenido/a!ビエンベニード
¡Bienvenido/a!ビエンベニード／
ビエンベニード／ダ ようこそ
¿Cómo estás?コモ
estás?コモ エスタス お元気ですか
元気ですか
Estoy bien エストイ ビエン元気
ビエン元気です
元気です
Mucho gusto ムチョ グスト 初めまして
¿Cómo se llama Usted?コモ
Usted?コモ セ ヤマ ウステ あなたのお名前
あなたのお名前は
名前は
¿Cómo te llamas?コモ
llamas?コモ テ ヤマス 君の名前は
名前は（非公式）
非公式）
Me llamo Hiro メヤモ ヒロ 私の名前は
名前はヒロです
ヒロです
Nos vemos más tarde ノス ベーモス マス タルデ じゃまたね
Chau チャウ さようなら
Adiós アディオス さようなら（
さようなら（長くあわない時
くあわない時）
スペイン語
スペイン語 10 項目
Hola オラー こんにちは
Gracias グラシアス ありがとう
Muy amable ムィアマブレ ありがとうございます
Perdón ペルドン すみません
Por favor ポルファボル どうぞ
¿Cuánto cuesta?クワント
cuesta?クワント クエスタ
クエスタ いくらですか
La cuenta,por favor.ラ
favor.ラ クエンタ ポルファボル お勘定をお
勘定をお願
をお願いします
Dónde está el baño ドンデ エスタ エル バニョ お手洗いはどこですか
手洗いはどこですか
¡Salud!サルード
¡Salud!サルード 乾杯
Chau チャウ さようなら
基本の
基本の質問
¿Cuándo?クアンド
¿Cuándo?クアンド いつ
¿Cuánto cuesta?クアント
cuesta?クアント クエスタ いくらですか
¿Cómo estás?コモ
estás?コモ エスタス お元気ですか
元気ですか
¿Cómo se llama Usted?コモ
Usted?コモ セ ヤマ ウステ あなたのお名前
あなたのお名前は
名前は
¿Cómo
¿Cómo te llamas?コモテ
llamas?コモテ ヤマス 君の名前は
名前は（非公式）
非公式）
¿De dónde es?デ
es?デ ドンデ エス どこから来
どこから来ましたか
¿Dónde está el baño?ドンデ
baño?ドンデ エスタ エルバニョ お手洗いはどこですか
手洗いはどこですか
¿Dónde está ...?ドンデ
...?ドンデ エスタ...
エスタ... ...はどこですか
...はどこですか
¿Habla inglés?アブラー
inglés?アブラー イングレス 英語を
英語を話せますか
¿Podría hacerme un descuento?
ポデリヤー アセルメ ウン デスクエント
値引きしてもらえますか
値引きしてもらえますか
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¿Puedo tomar una
una foto?
プエド トマール ウナ フォト
写真を
写真を撮ってもいいですか
¿Qué dirección?ケ
dirección?ケ ディレクシオン どちらの方
どちらの方へ
¿Qué es eso?ケ
eso?ケ エス エッソ あれは何
あれは何ですか
¿Qué me recomienda?ケ
recomienda?ケ メ レコメンダ 何を進めますか
¿Qué significa...?ケ
significa...?ケ シグニフィカ...
シグニフィカ... ...はなんと
...はなんと言
はなんと言う意味ですか
意味ですか
¿Qué?ケ
¿Qué?ケ 何
¿Tengo acceso a internet desde aquí?
テンゴ アクセッソ ア インターネット デセド アキ
ここでインターネット
ここでインターネットに
インターネットにアクセスできますか
アクセスできますか

分かりましたか？
かりましたか？
Comprendo コンプレンド
No comprendo ノ コンプレンド 分かりません
Está bien エスタ ビエン よかった
Puedo hablar un poquito de español
プエド アブラー ウン ポキィト デ エスパニョール
私はスペイン語
スペイン語を少し話せます
¿Cómo se dice ... en español?
コモ セ ディセ...
ディセ...エン
...エン エスパニョール
...は
...はスペイン語
スペイン語で何と言いますか
¿Habla inglés?
inglés?アブラー
glés?アブラー イングレス 英語を
英語を話せますか
Podría repetir,por favor
ポデリーヤ リペティール ポルファボール
もう一度言
もう一度言って
一度言って下
って下さい
¿Qué significa ...?ケ
...?ケ シグニフィカ...
シグニフィカ... ...はなんという
...はなんという意味
はなんという意味ですか
意味ですか
必要不可欠な
必要不可欠な単語
Allí アイ そこ
Aquél/Aqélla アケール／
アケール／アケーヤ あれ
Aquí アキ ここ
Delicioso/a デリシオソ／
デリシオソ／サ おいしい
Dos ドス 二
Más tarde マス タルデ 後で
No ノー いいえ
Sí シー はい
Un/Uno/Una
Un/Uno/Una ウン/
ウン/ウノ・
ウノ・ウナ 一つの、
つの、一個の
一個の、一人の
一人の
Ése/Ésa エセ・
エセ・エサ その
Éste/Ésta エステ/
エステ/エスタ これ
-2-

