
スペイン語初心者が最初に覚えたい33フレーズ

表現集 

1 やあ。 Hola.

2 おはようございます。 Buenos días.

3 こんにちは。 Buenas tardes.

4 こんばんは。おやすみなさい。 Buenas noches.

5 さようなら。 Adiós.

6 またあとで。 Hasta luego.

7 はじめまして。（男女別） Encantado. Encantada.

8 はじめまして。（男女共通） Mucho gusto.

9 君の名前はなんですか？ ¿Cómo te llamas (tú)?

10 私の名前はリングアです。 (Yo) Me llamo Lingua.

11 私は日本人です。 (Yo) Soy japonés/japonesa.

12 君の調子はどうですか？ ¿Cómo estás (tú)?

13 とても良いです。 Muy bien.

14 まあまあです。 Así, así.

15 とても悪いです。 Muy mal.

16 君は？ ¿Y tú?

17 すみません。 Perdón.

18 ごめんなさい。 Lo siento.

19 問題ありません。 No hay problema.

20 どうもありがとう。 Muchas gracias.

21 どういたしまして。 De nada.

22 意味がわかりません。 (Yo) No entiendo.

23 知りません。 (Yo) No sé.

24 スペイン語で～はなんといいますか？ ¿Cómo se dice ～ en español?

25 わかりました。 De acuerdo.

26 なるほど。 Ya veo.

27 もちろんです。 Claro.

28 その通りです。 Exacto.

29 お願いします。 Por favor.

30 少し待ってください。 (Espera) Un momento, por favor.

31 もっとゆっくり話してください。 (Habla) Más despacio, por favor.

32 もう一回お願いします。 Otra vez, por favor.

33 行こう！ ¡Vamos!
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スペイン語初心者が最初に覚えたい33フレーズ

単語集　 

 

1 Hola.
2 Buenos días. bueno: (形) 良い día: (名・男) 日
3 Buenas tardes. bueno: (形) 良い tarde: (名・女) 午後
4 Buenas noches. bueno: (形) 良い noche: (名・女) 夜
5 Adiós.
6 Hasta luego. hasta: (副) ～まで luego: (副) あとで
7 Encantado. Encantada. encantado: (形) 喜んでいる
8 Mucho gusto. mucho: (形)たくさんの gusto: (名・男) 喜び

9 ¿Cómo te llamas (tú)?
cómo: (疑) どのように llamarse: (再) ～という名前である
tú: (代名) 君は

10 (Yo) Me llamo Lingua. yo: (代名) 私は llamarse: (再) ～という名前である

11 (Yo) Soy japonés/japonesa.
yo: (代名) 私は ser: (動) ～である
japonés: (名) 日本人

12 ¿Cómo estás (tú)?
cómo: (疑) どのように estar: (動) ～である
tú: (代名) 君は

13 Muy bien. muy: (副) とても bien: (副) 良い
14 Así, así. así: (副) そのように
15 Muy mal. muy: (副) とても mal: (副) 悪い
16 ¿Y tú? y: (接)～と、そして tú: (代名) 君は
17 Perdón. perdón: (名・男) 許し
18 Lo siento. lo: (代名)それを sentir: (動) すまなく思う
19 No hay problema. haber: (動) ～がある、いる problema: (名・男) 問題
20 Muchas gracias. mucho: (形)たくさんの gracias: ありがとう
21 De nada. nada: 何も～ない
22 (Yo) No entiendo. yo: (代名) 私は entender: (動) 理解する
23 (Yo) No sé. yo: (代名) 私は saber: (動) 知っている

24
¿Cómo se dice ～ en español? cómo: (疑) どのように se: (代名) 人は一般的に～する

decir: (動) 言う español: (名・男) スペイン語
25 De acuerdo. acuerdo: (名・男) 調和、合意
26 Ya veo. ya: (副) もう ver: (動) 見る
27 Claro. claro: (形) 明らかな
28 Exacto. exacto: (形) 正確な
29 Por favor. favor: (名・男) 好意、親切

30
(Espera) Un momento, por 
favor.

esperar: (動) 待つ
momento: (名・男) 瞬間

31
(Habla) Más despacio, por 
favor.

hablar: (動) 話す más: (副) もっと
despacio: (副) ゆっくり

32 Otra vez, por favor. otro: (形) 他の、もう１つの vez: (名・女) 回、度
33 ¡Vamos! ir: (動) 行く
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(冠)：冠詞 (名)：名詞 (名・男)：男性名詞  (名詞・女)：女性名詞 (代名)：代名詞  
(形)：形容詞 (副)：副詞 (動)：動詞  (再)：再帰動詞  (接)：接続詞  
(疑)：疑問詞



スペイン語初心者が最初に覚えたい33フレーズ

練習用 
 

1 やあ。

2 おはようございます。

3 こんにちは。

4 こんばんは。おやすみなさい。

5 さようなら。

6 またあとで。

7 はじめまして。（男女別）

8 はじめまして。（男女共通）

9 君の名前はなんですか？

10 私の名前はリングアです。

11 私は日本人です。

12 君の調子はどうですか？

13 とても良いです。

14 まあまあです。

15 とても悪いです。

16 君は？

17 すみません。

18 ごめんなさい。

19 問題ありません。

20 どうもありがとう。

21 どういたしまして。

22 意味がわかりません。

23 知りません。

24 スペイン語で～はなんといいますか？

25 わかりました。

26 なるほど。

27 もちろんです。

28 その通りです。

29 お願いします。

30 少し待ってください。

31 もっとゆっくり話してください。

32 もう一回お願いします。

33 行こう！
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