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97 Me gusta ver series. 私はドラマを見るのが好きです。

98 Me gusta tocar el piano. 私はピアノを弾くのが好きです。

99 Me gusta leer novelas de misterio. 私はミステリー小説を読むのが好きです。

100 ¡Muchísimas gracias por ver mis vídeos!
私の動画を見てくださって本当にどうもありが
とうございます！

101 Me gusta hacer deporte. 私はスポーツをするのが好きです。

102 Me gusta viajar al extranjero. 私は海外旅行をするのが好きです。

103 Nieva bastante. 結構雪が降ります。

104 Llueve un poco. 少し雨が降ります。

105 Hoy hace mucho calor. 今日はとても暑いです。

106 Hace buen tiempo. 良い天気です。

107 Está nublado. 曇っています。

108 ¿Qué tiempo hace hoy? 今日はどんな天気ですか？

109 ¿Qué hora es? 今何時ですか？

110 Es la una en punto. （今は）ちょうど１時です。

111 Son las cuatro y cuarto. （今は）4時15分です。

112 Son las diez menos diez. （今は）10時10分前です。

113 ¿A qué hora sale el avión? 飛行機は何時に出ますか？

114 El avión sale a las siete y media de la tarde. 飛行機は午後7時半に出発します。

115 Tengo que ordenar la habitación. 私は部屋を整頓しなければなりません。

116 Tengo que pasar el aspirador. 私は掃除機をかけなければなりません。

117 Tengo que lavar los platos. 私はお皿を洗わなければなりません。

118 ¿Puedes hacer la colada? 君は洗濯してくれる？

119 ¿Puedes preparar la cena? 君は夜ご飯作ってくれる？

120 ¿Puedes limpiar la mesa? 君はテーブルを拭いてくれる？

121 ¿En qué puedo ayudarle? 私はどのようにあなたをお手伝いできますか？

122 Pase por aquí y espere su turno.
こちらへ入ってあなたの順番をお待ちくださ
い。



１日１文スペイン語 #97 - #144

123 Voy a llamar al encargado. 私は担当者を呼びに行きます。

124 Siento hacerle esperar. お待たせしてしまって申し訳ありません。

125
Rellene este formulario y firme aquí, por 
favor.

この用紙に記入して、ここにサインしてくださ
い。

126 Muchas gracias por su visita. お越しくださりありがとうございました。

127
Esta semana quiero enviar un mensaje de 
agradecimiento y ánimo a todo el mundo.

今週、私はみなさんに感謝と応援のメッセージ
を送りたいです。

128
Primero, quiero dar las gracias y ánimos a 
todas las personas que están luchando 
contra el Coronavirus.

まずはじめに、私は、コロナウイルスと闘って
くれている全ての人にお礼を言い、声援を送り
たいです。

129
Muchísimas gracias por vuestro duro e 
incesante trabajo.

休むことなく一生懸命働いてくださってありが
とうございます。

130 Gracias a vuestro esfuerzo, sin duda, 
podremos superar esta situación.

あなたがたの頑張りのおかげで、私たちは絶対
にこの状況を乗り越えることができるでしょ
う。

131
Hasta entonces, vamos a quedarnos en 
casa, tener cuidado y mantener el ánimo 
alto.

そのときまで、家にいて、気をつけて、気をお
とさないで頑張りましょう。

132 ¡Quédate en casa, cuídate mucho y ánimo! ステイホーム、気をつけて、がんばろう！

133 ¿Puedo acariciarlo? （それを）さわってもいいですか？

134
Sí, claro, es un perro tranquilo y no 
muerde.

はい、もちろんです、おとなしい犬で噛みませ
ん。

135 ¿De qué raza es el perro? その犬は何の種類ですか？

136
El perrito de la película Hachiko es de la 
raza Akita. 映画 Hachiko の犬は秋田犬です。

137 ¡Qué perro tan bonito! なんてかわいい犬なんでしょう！

138 ¡Qué pelo tan suave! なんてフワフワな毛なんでしょう！

139 No me encuentro bien. 私は体調がよくありません。

140 Estoy resfriado(a). 私は風邪をひいています。

141 Me duele la cabeza. 私は頭が痛いです。

142 Tengo fiebre. 私は熱があります。

143 Toma la medicina y descansa bien. 薬をのんでよく休んで。

144 ¡Que te mejores pronto! 君が早く良くなりますように！
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