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スペインスペインスペインスペイン語語語語こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは＆＆＆＆さようならさようならさようならさようなら    
Buenos díasBuenos díasBuenos díasBuenos días ブエノスブエノスブエノスブエノス    ディーアスディーアスディーアスディーアス    おはようおはようおはようおはよう    
HolaHolaHolaHola オラーオラーオラーオラー    こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは    
Buenas nochesBuenas nochesBuenas nochesBuenas noches ブエナスブエナスブエナスブエナス    ノーチェスノーチェスノーチェスノーチェス    こんばんはこんばんはこんばんはこんばんは    
¡Bienvenido/a!¡Bienvenido/a!¡Bienvenido/a!¡Bienvenido/a!ビエンベニードビエンベニードビエンベニードビエンベニード／／／／ダダダダ    ようこそようこそようこそようこそ    
¿Cómo estás?¿Cómo estás?¿Cómo estás?¿Cómo estás?コモコモコモコモ    エスタスエスタスエスタスエスタス    おおおお元気元気元気元気ですかですかですかですか    
Estoy bienEstoy bienEstoy bienEstoy bien エストイエストイエストイエストイ    ビエンビエンビエンビエン元気元気元気元気ですですですです    
Mucho gustoMucho gustoMucho gustoMucho gusto ムチョムチョムチョムチョ    グストグストグストグスト    初初初初めましてめましてめましてめまして    
¿Cómo se llama Usted?¿Cómo se llama Usted?¿Cómo se llama Usted?¿Cómo se llama Usted?コモコモコモコモ    セセセセ    ヤマヤマヤマヤマ    ウステウステウステウステ    あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお名前名前名前名前はははは    
¿Cómo te llamas?¿Cómo te llamas?¿Cómo te llamas?¿Cómo te llamas?コモコモコモコモ    テテテテ    ヤヤヤヤマスマスマスマス    君君君君のののの名前名前名前名前はははは（（（（非公式非公式非公式非公式））））    
Me llamo HiroMe llamo HiroMe llamo HiroMe llamo Hiro メヤモメヤモメヤモメヤモ    ヒロヒロヒロヒロ    私私私私のののの名前名前名前名前ははははヒロヒロヒロヒロですですですです    
Nos vemos más tardeNos vemos más tardeNos vemos más tardeNos vemos más tarde ノスノスノスノス    ベーモスベーモスベーモスベーモス    マスマスマスマス    タルデタルデタルデタルデ    じゃまたねじゃまたねじゃまたねじゃまたね    
ChauChauChauChau チャウチャウチャウチャウ    さようならさようならさようならさようなら    
AdiósAdiósAdiósAdiós アディオスアディオスアディオスアディオス    さようならさようならさようならさようなら（（（（長長長長くあわないくあわないくあわないくあわない時時時時））））    
    
スペインスペインスペインスペイン語語語語 10101010 項目項目項目項目    
HolaHolaHolaHola オラーオラーオラーオラー    こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは    
GraciasGraciasGraciasGracias グラシアスグラシアスグラシアスグラシアス    ありがとうありがとうありがとうありがとう    
Muy amableMuy amableMuy amableMuy amable ムィアマブレムィアマブレムィアマブレムィアマブレ    ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます    
PerdónPerdónPerdónPerdón ペルドンペルドンペルドンペルドン    すみませんすみませんすみませんすみません    
Por favorPor favorPor favorPor favor ポルファボルポルファボルポルファボルポルファボル    どうぞどうぞどうぞどうぞ    
¿Cuánto cuesta?¿Cuánto cuesta?¿Cuánto cuesta?¿Cuánto cuesta?クワントクワントクワントクワント    クエスクエスクエスクエスタタタタ    いくらですかいくらですかいくらですかいくらですか    
La cuenta,por favor.La cuenta,por favor.La cuenta,por favor.La cuenta,por favor.ララララ    クエンタクエンタクエンタクエンタ    ポルファボルポルファボルポルファボルポルファボル    おおおお勘定勘定勘定勘定をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします    
Dónde está el bañoDónde está el bañoDónde está el bañoDónde está el baño ドンデドンデドンデドンデ    エスタエスタエスタエスタ    エルエルエルエル    バニョバニョバニョバニョ    おおおお手洗手洗手洗手洗いはどこですかいはどこですかいはどこですかいはどこですか    
¡Salud!¡Salud!¡Salud!¡Salud!サルードサルードサルードサルード    乾杯乾杯乾杯乾杯    
ChauChauChauChau    チャウチャウチャウチャウ    さようならさようならさようならさようなら    
    
基本基本基本基本のののの質問質問質問質問    
¿Cuándo?¿Cuándo?¿Cuándo?¿Cuándo?クアンドクアンドクアンドクアンド    いついついついつ    
¿Cuánto cuesta?¿Cuánto cuesta?¿Cuánto cuesta?¿Cuánto cuesta?クアントクアントクアントクアント    クエスタクエスタクエスタクエスタ    いくらですかいくらですかいくらですかいくらですか    
¿Cómo estás?¿Cómo estás?¿Cómo estás?¿Cómo estás?コモコモコモコモ    エスタスエスタスエスタスエスタス    おおおお元気元気元気元気ですかですかですかですか    
¿Cómo se llama Usted?¿Cómo se llama Usted?¿Cómo se llama Usted?¿Cómo se llama Usted?コモコモコモコモ    セセセセ    ヤマヤマヤマヤマ    ウステウステウステウステ    あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお名前名前名前名前はははは    
¿Cóm¿Cóm¿Cóm¿Cómo te llamas?o te llamas?o te llamas?o te llamas?コモテコモテコモテコモテ    ヤマスヤマスヤマスヤマス    君君君君のののの名前名前名前名前はははは（（（（非公式非公式非公式非公式））））    
¿De dónde es?¿De dónde es?¿De dónde es?¿De dónde es?デデデデ    ドンデドンデドンデドンデ    エスエスエスエス    どこからどこからどこからどこから来来来来ましたかましたかましたかましたか    
¿Dónde está el baño?¿Dónde está el baño?¿Dónde está el baño?¿Dónde está el baño?ドンデドンデドンデドンデ    エスタエスタエスタエスタ    エルバニョエルバニョエルバニョエルバニョ    おおおお手洗手洗手洗手洗いはどこですかいはどこですかいはどこですかいはどこですか    
¿Dónde está ...?¿Dónde está ...?¿Dónde está ...?¿Dónde está ...?ドンデドンデドンデドンデ    エスタエスタエスタエスタ............    ............はどこですかはどこですかはどこですかはどこですか    
¿Habla inglés?¿Habla inglés?¿Habla inglés?¿Habla inglés?アブラーアブラーアブラーアブラー    イングレスイングレスイングレスイングレス    英語英語英語英語をををを話話話話せますかせますかせますかせますか    
¿Podría hacerme un descuento?¿Podría hacerme un descuento?¿Podría hacerme un descuento?¿Podría hacerme un descuento?    
ポデリヤーポデリヤーポデリヤーポデリヤー    アセルメアセルメアセルメアセルメ    ウンウンウンウン    デスクエントデスクエントデスクエントデスクエント    
値引値引値引値引きしてもらえますかきしてもらえますかきしてもらえますかきしてもらえますか    
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¿Puedo tomar u¿Puedo tomar u¿Puedo tomar u¿Puedo tomar una foto?na foto?na foto?na foto?    
プエドプエドプエドプエド    トマールトマールトマールトマール    ウナウナウナウナ    フォトフォトフォトフォト        
写真写真写真写真をををを撮撮撮撮ってもいいですかってもいいですかってもいいですかってもいいですか    
¿Qué dirección?¿Qué dirección?¿Qué dirección?¿Qué dirección?ケケケケ    ディレクシオンディレクシオンディレクシオンディレクシオン    どちらのどちらのどちらのどちらの方方方方へへへへ    
¿Qué es eso?¿Qué es eso?¿Qué es eso?¿Qué es eso?ケケケケ    エスエスエスエス    エッソエッソエッソエッソ    あれはあれはあれはあれは何何何何ですかですかですかですか    
¿Qué me recomienda?¿Qué me recomienda?¿Qué me recomienda?¿Qué me recomienda?ケケケケ    メメメメ    レコメンダレコメンダレコメンダレコメンダ    何何何何をををを進進進進めますかめますかめますかめますか    
¿Qué significa...?¿Qué significa...?¿Qué significa...?¿Qué significa...?ケケケケ    シグニフィカシグニフィカシグニフィカシグニフィカ............    ............はなんとはなんとはなんとはなんと言言言言うううう意味意味意味意味ですかですかですかですか    
¿Qué?¿Qué?¿Qué?¿Qué?ケケケケ    何何何何    
¿Tengo acceso a internet desde aquí?¿Tengo acceso a internet desde aquí?¿Tengo acceso a internet desde aquí?¿Tengo acceso a internet desde aquí?    
テンゴテンゴテンゴテンゴ    アクセッソアクセッソアクセッソアクセッソ    アアアア    インターネットインターネットインターネットインターネット    デセドデセドデセドデセド    アキアキアキアキ        
ここでここでここでここでインターネットインターネットインターネットインターネットににににアクセスアクセスアクセスアクセスできますかできますかできますかできますか    
    
分分分分かりましたかかりましたかかりましたかかりましたか？？？？    
ComprendoComprendoComprendoComprendo コンプレンドコンプレンドコンプレンドコンプレンド    
No comprendoNo comprendoNo comprendoNo comprendo ノノノノ    コンプレンドコンプレンドコンプレンドコンプレンド    分分分分かりませんかりませんかりませんかりません        
Está bienEstá bienEstá bienEstá bien    エスタエスタエスタエスタ    ビエンビエンビエンビエン    よかったよかったよかったよかった    
Puedo hablar un poquito de españolPuedo hablar un poquito de españolPuedo hablar un poquito de españolPuedo hablar un poquito de español    
プエドプエドプエドプエド    アブラーアブラーアブラーアブラー    ウンウンウンウン    ポキィトポキィトポキィトポキィト    デデデデ    エスパニョールエスパニョールエスパニョールエスパニョール    
私私私私ははははスペインスペインスペインスペイン語語語語をををを少少少少しししし話話話話せますせますせますせます        
¿Cómo se dice ... en español?¿Cómo se dice ... en español?¿Cómo se dice ... en español?¿Cómo se dice ... en español?    
コモコモコモコモ    セセセセ    ディセディセディセディセ............エンエンエンエン    エスパニョールエスパニョールエスパニョールエスパニョール    
............ははははスペインスペインスペインスペイン語語語語でででで何何何何とととと言言言言いますかいますかいますかいますか    
¿Habla in¿Habla in¿Habla in¿Habla inglés?glés?glés?glés?アブラーアブラーアブラーアブラー    イングレスイングレスイングレスイングレス    英語英語英語英語をををを話話話話せますかせますかせますかせますか    
Podría repetir,por favorPodría repetir,por favorPodría repetir,por favorPodría repetir,por favor    
ポデリーヤポデリーヤポデリーヤポデリーヤ    リペティールリペティールリペティールリペティール    ポルファボールポルファボールポルファボールポルファボール    
もうもうもうもう一度言一度言一度言一度言ってってってって下下下下さいさいさいさい    
¿Qué significa ...?¿Qué significa ...?¿Qué significa ...?¿Qué significa ...?ケケケケ    シグニフィカシグニフィカシグニフィカシグニフィカ............    ............はなんというはなんというはなんというはなんという意味意味意味意味ですかですかですかですか    
    
必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠なななな単語単語単語単語    
AllíAllíAllíAllí アイアイアイアイ    そこそこそこそこ    
Aquél/AqéllaAquél/AqéllaAquél/AqéllaAquél/Aqélla アケールアケールアケールアケール／／／／アケーヤアケーヤアケーヤアケーヤ    あれあれあれあれ    
AquíAquíAquíAquí アキアキアキアキ    ここここここここ    
Delicioso/aDelicioso/aDelicioso/aDelicioso/a デリシオソデリシオソデリシオソデリシオソ／／／／ササササ    おいしいおいしいおいしいおいしい        
DosDosDosDos ドスドスドスドス    二二二二    
Más tardeMás tardeMás tardeMás tarde マスマスマスマス    タルデタルデタルデタルデ    後後後後でででで    
NoNoNoNo ノーノーノーノー    いいえいいえいいえいいえ    
SíSíSíSí シーシーシーシー    はいはいはいはい    
Un/UUn/UUn/UUn/Uno/Unano/Unano/Unano/Una ウンウンウンウン////ウノウノウノウノ・・・・ウナウナウナウナ    一一一一つのつのつのつの、、、、一個一個一個一個のののの、、、、一人一人一人一人のののの    
Ése/ÉsaÉse/ÉsaÉse/ÉsaÉse/Ésa エセエセエセエセ・・・・エサエサエサエサ    そのそのそのその    
Éste/ÉstaÉste/ÉstaÉste/ÉstaÉste/Ésta エステエステエステエステ////エスタエスタエスタエスタ    これこれこれこれ     


