
１日１文スペイン語 #1 - #48

español japonés

1 Vamos a estudiar español. スペイン語を勉強しましょう！

2 Me gusta estudiar español. 私はスペイン語を勉強することが好きです。

3 Hablo un poco de español. 私はスペイン語を少し話します。

4 Estudio español cada día. 私は毎日スペイン語を勉強します。

5 ¡Buen fin de semana! よい週末をお過ごしください！

6 Hoy hace frío. 今日は寒いです。

7 De acuerdo. わかりました。

8 Cada mañana tomo un café con leche. 毎朝私は１杯のカフェオレを飲みます。

9 Tengo hambre. 私はお腹が空きました。

10 Tengo dieciocho años. 私は18歳です。

11 ¡Vamos de copas! 飲みに行きましょう！

12
Tengo un examen de español muy difícil 
mañana.

明日私はとても難しいスペイン語の試験があり
ます。

13 Vamos a hacer una fiesta. 私たちはパーティーをするつもりです。

14 Estoy muy ocupado(a). 私はとても忙しいです。

15 ¡Feliz Navidad! メリークリスマス！

16 Tengo un poco de resaca. 私は少し二日酔いです。

17
Soy el Papá Noel. Os he traído muchos 
regalos.

私はサンタクロース。君たちにたくさんプレゼ
ントを持ってきたよ。

18 Muchísimas gracias por su colaboración.
ご協力いただきどうもありがとうございまし
た。

19 Quiero un ordenador nuevo. 私は新しいパソコンが欲しいです。

20 Vamos a cantar muchos villancicos. たくさんのクリスマスソングを歌いましょう。

21 ¡Felices Fiestas! 幸せな休日をお過ごしください！

22
En Cataluña se celebra el día de San 
Esteban.

カタルーニャでは聖ステファノの日が祝われま
す。

23 ¡Ya estamos de vacaciones! 私たちはもう休暇中です。

24 Hay que hacer limpieza general de la casa. 家の大掃除をしなければなりません。

25
Para celebrar fin de año, comemos doce 
uvas. 年末を祝うために12粒のぶどうを食べます。
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26 ¡Próspero Año Nuevo! 良いお年を！

27 ¡Feliz Año Nuevo! あけましておめでとうございます！

28
En año nuevo visitamos un santuario para 
rezar por la salud, buena suerte, felicidad y 
prosperidad.

新年に私たちは健康、幸運、幸せ、繁栄を祈る
ために神社を訪れます。

29 ¿Puedo tomar fotos aquí? ここで写真をとってもいいですか？

30 Me gustaría comprar dos entradas. 私は２枚の入場券が買いたいです。

31
El kimono es un tipo de vestido tradicional 
japonés. 着物は日本の伝統的なドレスの一種です。

32 No quiero ir al colegio mañana. 私は明日学校へ行きたくありません。

33 ¿Qué sueles desayunar? 君はふだん朝ごはんに何を食べますか？

34 Tengo sueño. 私は眠いです。

35 Tengo el pelo largo. 私は髪が長いです。

36 Me corté el flequillo ayer. 昨日私は前髪を切りました。

37 Tengo un hermano mayor. 私は兄が１人います。

38 Soy hijo único (hija única). 私は一人っ子です。

39 Mis padres viven en Tokio. 私の両親は東京に住んでいます。

40 Mis abuelos ya están jubilados. 私の祖父母はすでに退職しています。

41
Mi prima es profesora y trabaja en una 
escuela.

私のいとこ（女）は教師で、学校で働いていま
す。

42 ¿Estás casado(a) o soltero(a)? 君は結婚していますか、それとも独身ですか？

43 ¿Por qué no vamos al cine este domingo? 日曜日に映画館へ行きませんか？

44 ¿Qué película vamos a ver? （私たちは）なんの映画を見ましょうか？

45 ¿A qué hora empieza la película? 映画は何時に始まりますか？

46
Quiero comer palomitas mientras veo la 
película.

私はその映画を見ているあいだ、ポップコーン
を食べたいです。

47 ¿Qué tal la película? 映画はどうでしたか？

48 Me gustó mucho la película. 私は映画をとても気に入りました。
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