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49 ¿Puedo probarme esta camiseta?
（私は）このTシャツを試着してもいいです
か？

50 ¿Dónde están los probadores? 試着室はどこですか？

51 Esta camiseta me queda pequeña. このTシャツは私には小さいです。

52 ¿Tienen tallas más grandes?
もっと大きなサイズはありますか？（あなたが
たはもっと大きなサイズを持っていますか）

53 ¿Cuánto cuesta esta camiseta? このTシャツはいくらですか？

54 ¿Puedo pagar con tarjeta? （私は）カードで払えますか？

55 ¿Practicas algún deporte? 君はなにかスポーツをしますか？

56 Juego al tenis a menudo. 私はよくテニスをします。

57 Voy al gimnasio dos veces a la semana. 私は週に２回ジムへ行きます。

58 Me gusta ver partidos de fútbol. 私はサッカーの試合を見るのが好きです。

59 Entreno muy duro para poder ir a Koshien.
私は甲子園へ行けるようにとても一生懸命練習
します。

60
¿Practicabas algún deporte cuando eras 
estudiante?

君は学生の頃、なにかスポーツをしていました
か？

61
Me gustaría reservar una mesa para 
cuatro personas.

私は４人分の予約がしたいです。（私は４人用
のテーブルの予約をしたいです）

62 ¿Cuál es la especialidad de la casa? お店の名物料理はなんですか。

63
De primero quiero una ensalada y de 
segundo, un bistec con patatas.

私は前菜にサラダ、メインディッシュにステー
キじゃがいも添えが欲しいです。

64 Para beber, quiero una copa de vino tinto.
私は、飲み物には一杯の赤ワインが欲しいで
す。

65 Todo estaba riquísimo. 全部とてもおいしかったです。

66 La cuenta, por favor. お会計をお願いします。

67 Tengo una pregunta. 私は質問が１つあります。

68 ¿Qué deberes hay para la próxima clase?
次の授業までの宿題はなんですか。 
（次の授業までになんの宿題がありますか）

69 ¿Cómo se dice “ありがとう” en español?
スペイン語で”ありがとう”はなんといいます
か。

70 ¿Qué significa “de nada”? “de nada” はどういう意味ですか。

71 No entiendo nada. 私はまったくわかりません。

72 ¿Puede hablar más despacio, por favor?
（あなたは）もっとゆっくり話していただけま
すか？
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73 ¿Dónde está la estación de metro? 地下鉄の駅はどこですか。

74
La estación de metro está en la calle 
Marina, a cinco minutos a pie.

地下鉄の駅はマリーナ通り、（ここから）徒歩
５分のところにあります。

75
Sigue recto y luego gira a la derecha en la 
segunda calle.

（君は）まっすぐ行って、それから２番目の通
りを右に曲がってください。

76 ¿Cómo puedo ir a la Sagrada Familia?
（私は）サグラダファミリアへはどうやって行
けますか。

77
Toma la línea dos del metro y baja en la 
estación de Sagrada Familia.

（君は）地下鉄の２番の線に乗って、サグラダ
ファミリア駅で降りてください。

78 Estoy perdido(a). ¿Dónde estamos?
私は道に迷っています。ここはどこですか？
（私たちはどこにいますか）

79
Voy a explicar sobre Hinamatsuri, un 
festival japonés celebrado cada tres de 
marzo.

私は、毎年3月3日に祝われている日本のお祭
り、ひなまつりについてこれから説明します。

80
Hinamatsuri es un festival para desear el 
crecimiento sano y la felicidad de las niñas.

ひなまつりは、女の子たちの健やかな成長と幸
福を願うためのお祭りです。

81
Estos muñecos se llaman Hinaningyo y son 
muñecos tradicionales japoneses, hechos 
para Hinamatsuri.

これらの人形は雛人形という名前で、ひなまつ
りのために作られた日本の伝統的な人形です。

82
Estos muñecos representan personas de 
la corte imperial de la época antigua de 
Japón

これらの人形は日本の古い時代の宮廷の人々を
象徴しています。

83
Antes del día tres de marzo, las familias 
con niñas ponen Hinaningyo en casa.

３月３日の前に、女の子がいる家族は雛人形を
家に置きます。

84

Se dice que si no guardamos Hinaningyo 
justo después del festival, las niñas de esa 
casa no se casarán o se casarán muy 
tarde.

お祭りのすぐあとに雛人形をしまわないと、そ
の家の女の子たちは結婚しないか、とても遅く
結婚すると言われています。

85 Espera un momento. （君は）ちょっと待って。

86 Ven aquí ahora mismo. （君は）今すぐここに来て。

87 Haz los deberes. （君は）宿題をしなさい。

88 Siéntate aquí. （君は）ここに座って。

89 Cuídate mucho. （君は）気をつけて。

90 No te preocupes. （君は）心配しないで。

91 Hay que dormir más de seis horas al día. １日６時間以上眠らなければなりません。

92 Hay que hacer ejercicio regularmente. 定期的に運動をしなければなりません。
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93 Hay que comer variado y equilibrado.
さまざまなものをバランスよく食べなければな
りません。

94 Hay que ser optimista. ポジティブでなければなりません。

95 Hay que disfrutar en el trabajo. 仕事を楽しまなければなりません。

96 Hay que relajarse de vez en cuando. ときどきリラックスしなければなりません。
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