★あのいろんな人が会話しまくってるプリント
¿Dónde está la bibioteca?-Lo siento, no lo sé. 図書館どこ？ すまん、
知らん。
(sé は saber
の現在形１人称単数)
¿Como se escribe “ventana”? ¿Con be o con uve? どうやって”ventana(窓)”って書くん？b
かまたは v どっち(を使うん)？
¿Qué significa “vale”?

“vale”って言葉はどういう意味？

¿Puedes hablar más alto, por favor? もう少し声大きくしゃべってくれへん？お願いしま
す？
¿Puedes hablar más despacio, por favor?

もう少しゆっくりしゃべってくれへん？お願い

します？
¿Cómo se dice “thank you” en español? スペイン語で”thank you”ってなんて言うん？
¿Cómo dices? ¿Puedes repetir, por favor? なんて？もっかい言ってくれへん？お願いし
ます？
¿Cómo se llama esto en español? スペイン語ではこれなんて呼ぶん？
どこの国から来たの？ Lo siento, no hablo japonés. すまん、ワタシ日本語しゃべらん(か
ら君の言ってる意味わからん)
Página 23, ejercicio 4. ページ 23 の練習問題 4
★国名とその形容詞
メキシコ、アルゼンチン、イタリア、ブラジル、エジプト、スイス、イギリス、フランス、
日本、オランダ、ポルトガル、スペイン、ドイツ、はディメロで確認してくさい。
以下、それ以外とかのやつ
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte グレートブリテンおよび北アイルラン
ド連合王国やけど通称イギリス ------británico/-a
スコットランド Escocia
ウェールズ Gales

escocés,escocesa
galés,galesa

★上に「1.2．
」の番号がふってるプリント
¿Cómo se dice en español? スペイン語でなんて言いますか？
¿Qué significa? どういう意味ですか？
No lo sé. 知りません(sé は saber の現在形１人称単数)
¿Cómo se escribe?

なんて書きますか？

Deletrear 綴りを言う
人によってはもらってるプリントが違うかもしれないし簡単すぎるんですが、一応僕がも
らったやつの下の段の単語の意味書いときます。

leer 読む quiero 欲す、必要とする cien 100 música 音楽 hasta luego それではまた clase
授業、クラス buenos días おはよう país 国 correos 郵便局 vosotros あんたたち profesor
教師 ir 行く sesenta 60 libro 本 mundo 世界 estudiar 勉強する diccionario 辞書
★上に「2.4．
」の番号がふってるプリント
ある人物についての質問文
¿A qué se dedica X?

X の仕事はなんですか？

Me parece que es... 私が思うに...だろう
Trabaja en un/una... ...で働いてます
¿De dónde es X? X はどこの国の人ですか？
Nacionalidades 国籍
Profesiones 職業
★右上に｢9a もしくは 9b｣と書いてるプリント
ある人物についての質問文
¿Cómo se llama? 名前何？(なんと呼ばれてる？)
¿De dónde es? 出身どこ？(どこの国の人？)
¿A qué se dedica?

職業はなんですか？

¿Cuántos años tiene?
¿Está casado/a?

何歳ですか？

結婚してますか？

単語の意味
nombre 名前 natural de 生まれた場所、国籍 profesión 職業 edad 年齢 estado civil 婚姻
上の状態 soltero 独身の casado 結婚した separado 別居中の divorciado 離婚した viudo
男やもめ(未亡人)の
★下に 42 ページって書いてるプリント
9.パコに自分の家族のことについて手紙書こうぜ
10a.単語の意味
gordo 太い delgado 細い
joven 若い

rubio ブロンドの moreno 黒の guapo きれいな

viejo 老いている

ojos negros 黒い目

pelo rizado パーマ pelo largo ロングヘア alto 高い
ストレートヘア barba あごひげ
訊き方、答え方の例

bigote 口髭

feo 醜い

pelo corto 髪が薄い

bjo 低い gafas メガネ pelo liso

A ¿Cómo eres tú?/¿Cómo es usted?
B

君/あなたはどんな人ですか？

Soy(ser) gordo/delgado y alegre... 太ってます or 痩せてます、ほんで明るいです・・・
Tengo(tener) pelo rizado...
Llevo(llevar) gafas...

くるくるな髪の毛です

メガネかけてます(llevar:着ている)

★質問文と正しい答え方の例
①¿Qué tal estás? -Muy bien, muchas gracias.
元気ですか？−とても元気です、ありがとう。
②Yo soy profesor, ¿y usted? -Yo soy estudiante.
私は教師です。あなたは？−私は学生です。
③¿Quién es esa chica? -Es mi hermana.
その子供は誰？−私の姉/妹です。
④Perdone, ¿dónde está el comedor? -Está a la derecha.
すいません、食堂はどこですか？−右にあります。(ちなみに左は izquierda)
⑤¿Qué vas a tomar? -Un café, gracias.
何を飲みますか？−コーヒーです、ありがとう。
⑥¿Cómo se llama usted? -Me llamo Rosa.
なんて呼ばれてますか？−ロサです。
⑦¿Es usted mejicano? -No, soy japonés.
メキシコ人ですか？−いいえ、私ニホンジン。
⑧¿Dónde está María? -Está en España.
マリアどこ出身(どこにいる)？−スペインです。
⑨¿Hablas español? -Hablo un poco.
あなたスペイン語しゃべる？−少し。
⑩¿Hay un bar en esta colle? -Sí, aquí mismo.
この通りにバーはありますか？−ええ、まさにここに。
★右上に｢15a もしくは 15b｣と書いてるプリント(訳は大概わかるはずなので確認で単語と
かだけ)
¿Dónde vives? En Barcelona.
¿Qué idiomas hablas? Inglés y francés.
¿Cuántos hermanos tienes? Dos.

idioma:言語
hermano:兄弟

¿Qué haces por la noche? Veo la televisión o leo. leo は leer の一人称単数現在
¿Qué hora es? Son las siete y media. hora:時間 media:半、30 分
¿Quieres un café? Sí, por favor, con leche. leche:ミルク
¿A qué hora te levantas? A las siete y media. levantar:起床する

¿Tienes hijos? Sí, tengo un niño de dos años. hijo:息子
¿De dónde eres? De Barcelona.
¿Cómo vas al trabajo? En autobús. autobús:バス
¿Cuál es tu teléfono? Es el 91 258 33 14. Cuál どっち？
¿Cuántos años tienes? Diecisiete.
¿Marta está casada? No, está soltera. casada;結婚している soltera:独身の
Tú tienes 18 años, ¿verdad? No,diecisiete. verdad:本当？
¿Dónde trabajas? En una oficina.

oficina:事務所

¿Cómo es la secretaria? Es muy simpatica. secretaria:秘書 simpatica:感じのよい
¿Dónde está la directora? En su despacho. directora:部長、局長、重役 despacho:執務
室
¿Cuándo lees novelas? Cuando tengo tiempo.

tiempo:時間

¿Me das tu teléfono? Sí, es el 91 258 33 14.
¿Cómo te llamas? Enrigue Toledo.
★Lección14 ¿Qué te pasa?っていう題名のプリント
cansado 疲れた calor 熱、暑さ sed(のどの)渇き preocupado 心配した enfadado 怒ってい
る hambre 空腹 nervioso いらいらした enfermo 病気の triste 悲しい sueño 眠り
contento 満足した frío 寒い、寒気 miedo 恐れ
★「4.3Reacciona（反応しろ）
」っていうプリント

の解答例（あくまで例）と訳的なも

の
1.Hola, ¿qué hay? -Muy bien,gracias. ¿y tú?

やあ、元気ですか。−ええ、とても、ありが

とう。あなたは？
2.Esté es el Sr.López. -Encantado, Señor.Ramñirez. こちらは Sr.López です。−初めま
して、Señor.Ramñirez。
（すいません、ここわかりません。
）
3.¿Por qué llevas un jersey de lana? -Porque no teniá otro. なぜウールのセーターを着て
るんですか。−他に着るもんないからです。
4.No me gusta Picasso.-A mí tampoco. 私はピカソが好きじゃないです。−私もです。
5.Mi compañera está en el hospital.-¡Ah, sí! ¿Désde cúando?

私の仲間は病院にいます。

−おお、それは。いつからですか。
6.Adiós. Saludos a tu familia.-Hasta mañana.

さよなら、あなたの家族によろしく。−

また明日。
7.Me han regalado un tocadiscos muy bueno.-¡Qué bien! Yo quiero uno. とてもいいレコ
ードプレーヤーをもらいました。−おおなんと。私も一つ欲しい。
8.¿Qué te parecen los padres de Carlos?-Me parecen muy simpáticos los dos. カルロス

の両親についてどう思いますか。−二人は感じがいいように思います。
9.¿Vienes esta noche a casa?-Sí, tengo mucha ilusión. 今晩家に来ますか？−はい、とて
も期待してます。
10.¿Vas a ir a la fiesta de Rosa?-No voy a ir, estoy ocupado. ロサの祭りに行きますか？
−いえ、行きません、忙しいです。
11.Me parece muy caro este restaurante.-Pero todo está muy rico. このレストランはと
ても高いように思います。−しかし、全部とてもおいしいです。
12.Hasta la vista.-Nos vamos mañana. またね。−我々明日行きまあす。
13.¿Por qué no has ido a clase esta mañana?-Porque tenía frío. なぜ午前中授業に来な
かったの。−かぜだったからです。
14.¿Cómo se escribe tu apellido?-Se escribe s-o-s. あなたの苗字どうやって書くんですか。
−s-o-s って書きます。
（ごめん、ここ全然意味不明）
15.¿De dónde eres?-Soy de Japón. 出身何処？−日本。
16.¿Hay una farmacia cerca, por favor?-Sí, ahí hay una enfrente. 近くに薬局ある？−
ええ、そこの正面に。
17.El bolso ¿cómo lo quiere?-Grande y con asas. このハンドバッグなんで欲しい？−大
きいのと取っ手(に魅かれて？)
18.¿Quién es Luis?-Louis Armstrong era un tromperista de jazz. ルイスって誰？−ルイ
アームストロングはジャズトランペッターっす。
19.¿Me dejas 30.000 pesetas?-Sí, pero devuelvemelos. 私に 30000 ペセタ置いてった？−
うん、だけど返せよ。(devolver の命令形)
20.¿Puede ayudarme, por favor?-Sí, claro. 私を手伝えますか？−うん、もちのろん。
21.¿No hay otra parada más cerca?-No, sólo hay ésta. もっと近くにバス停ないの？−い
いえ、ここだけです。
22.¿Puedo ayudarle?-Gracias, no es necesario. 手伝いましょうか？−ありがとう、その
必要はないです。
23.¿Un poco de coñac?-Sí, con hielo. 少しのコニャックがありますよ？−うん、じゃあ氷
とともに。
24.¿Qué te pasa?-Nada, no me pasa nada. どうした、大丈夫？−なんもないっす。

