
かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 9 ：① 月、② 曜日、③ 日にち 

✦ 月 

✦ 曜日 

✦ 日にち 

• “pasado” は “過ぎた” を、”próximo” は “次の、翌～” を意味する形容詞です。 

• “este” は “この” を表す指示詞です。男性単数形は “este”、女性単数形は “esta” です。 

meses del año

１月 enero ７月 julio

２月 febrero ８月 agosto

３月 marzo ９月 septiembre

４月 abril 10月 octubre

５月 mayo 11月 noviembre

６月 junio 12月 diciembre

días de la semana

月曜日 lunes 土曜日 sábado

火曜日 martes 日曜日 domingo

水曜日 miércoles 平日 días entre semana

木曜日 jueves 週末 fin de semana

金曜日 viernes 祝日 festivo

過去 現在 未来

ayer hoy mañana

la semana pasada esta semana la próxima semana

el mes pasado este mes el próximo mes

el año pasado este año el próximo año



かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 9 ：④ お祝いの言葉、⑤ Conversación 9 

✦ お祝いの言葉 

 

Conversación 9. ¿Cuándo es tu cumpleaños? - 君の誕生日はいつ？ 

おめでとう！

おめでとう！

お誕生日おめでとう！

メリークリスマス！

明けましておめでとう！

Mateo:  ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

Lingua:  Mi cumpleaños es el 10 de mayo. 

Mateo:  Espera. . . ¿qué día es hoy? 

Lingua:  Es jueves, 9 de mayo. 

Mateo:  ¡Tu cumpleaños es mañana!

君の誕生日はいつ？ 

私の誕生日は５月10日だよ。 

待って…今日は何日？ 

５月９日、木曜日。 

君の誕生日は明日じゃないか！



かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 9 【REPASO】 

♪ 次の表を埋めましょう。 
✦ 月 

✦ 曜日 

✦ 時を表す表現 

meses del año

１月 enero ７月 julio

２月 febrero ８月 agosto

３月 marzo ９月 septiembre

４月 abril 10月 octubre

５月 mayo 11月 noviembre

６月 junio 12月 diciembre

días de la semana

月曜日 lunes 土曜日 sábado

火曜日 martes 日曜日 domingo

水曜日 miércoles 平日 días entre semana

木曜日 jueves 週末 fin de semana

金曜日 viernes 祝日 festivo

過去 現在 未来

昨日 今日 明日

先週 今週 来週

先月 今月 来月

去年 今年 来年



かなり本気でスペイン語！～入門編～

✦ お祝いの言葉 

♪ Conversación 9 を覚えているかどうか確認しましょう。 

おめでとう！

おめでとう！

お誕生日おめでとう！

メリークリスマス！

明けましておめでとう！

Mateo:   

Lingua:   

Mateo:   

Lingua:   

Mateo:  

君の誕生日はいつ？ 

私の誕生日は５月10日だよ。 

待って…今日は何日？ 

５月９日、木曜日。 

君の誕生日は明日じゃないか！

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________



かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 9 【EJERCICIOS】 

1. 次の（　　）に適切な語を入れてください。 
(1) 今日は何日ですか。  ¿Qué (  ) es hoy?  
(2) 今日は日曜日です。  Hoy es (   ) .  
(3) 今日は5月10日です。 Hoy es (   ) de (   ).  
(4) 今日は5月10日、金曜日です。 
 Hoy es (   ), (  ) de (   ).  

2. カレンダーを見て、次の空欄に適切な語を入れて下さい。 
Ejemplo: El 1 de marzo es  domingo .  

(1) El 4 de marzo es ____________________________. 
(2) El 28 de marzo es ___________________________. 
(3) Hoy es jueves. Mañana es _______________________. 
(4) Mañana es martes. Hoy es ______________________. 
(5) Este año, el día 20 de marzo es un día ______________________. 

3. 下線部に対応するスペイン語を（　　）に入れてください。入る語が１語とは限りません。 
(1) 今週は寒かった。    Ha hecho frío (    ). 
(2) 私は来年スペインへ行きます。 Iré a España (    ). 
(3) 私は先月メキシコを旅行しました。 VIajé por México (    ). 
(4) 昨日、雨がたくさん降りました。 Llovió mucho (    ). 
(5) もう12月だね。   Ya estamos en (    ). 

4. 次の表現をスペイン語にしてください。【動画】 
(1) 君の誕生日はいつ？  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
(2) 私の誕生日は5月10日です。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
(3) 今日は何日ですか？   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
(4) 今日は3月15日です。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
(5) 明日は日曜日です。  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
(6) メリークリスマス！  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
(7) おめでとう！（２通り） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
(8) 今日は君の誕生日だね。お誕生日おめでとう！  
_____________________________＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

MARZO

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31



かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 9 【SOLUCIÓN】 

1. 次の（　　）に適切な語を入れてください。 
(1) 今日は何日ですか。  ¿Qué (  ) es hoy?  
(2) 今日は日曜日です。  Hoy es (   ) .  
(3) 今日は5月10日です。 Hoy es (   ) de (   ).  
(4) 今日は5月10日、金曜日です。 
 Hoy es (   ), (  ) de (   ).  

2. カレンダーを見て、次の空欄に適切な語を入れて下さい。 
Ejemplo: El 1 de marzo es  domingo .  

(1) El 4 de marzo es ____________________________. 
(2) El 28 de marzo es ___________________________. 
(3) Hoy es jueves. Mañana es _______________________. 
(4) Mañana es martes. Hoy es ______________________. 
(5) Este año, el día 20 de marzo es un día ______________________. 

3. 下線部に対応するスペイン語を（　　）に入れてください。入る語が１語とは限りません。 
(1) 今週は寒かった。    Ha hecho frío (    ). 
(2) 私は来年スペインへ行きます。 Iré a España (                             ). 
(3) 私は先月メキシコを旅行しました。 VIajé por México (    ). 
(4) 昨日、雨がたくさん降りました。 Llovió mucho (    ). 
(5) もう12月だね。   Ya estamos en (    ). 

4. 次の表現をスペイン語にしてください。【動画】 
(1) 君の誕生日はいつ？  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
(2) 私の誕生日は5月10日です。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
(3) 今日は何日ですか？   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
(4) 今日は6月15日です。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
(5) 明日は日曜日です。  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
(6) メリークリスマス！  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
(7) おめでとう！（２通り） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
(8) 今日は君の誕生日だね。お誕生日おめでとう！  
_____________________________＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

MARZO

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

día
domingo

diez mayo

viernes diez mayo

miércoles
sábado

viernes
lunes

festivo

esta semana
el próximo año / el año que viene

el mes pasado
ayer

diciembre

¿Cuándo es tu cumpleaños? 
Mi cumpleaños es el diez de mayo. 
¿Qué día es hoy? 
Hoy es quince de junio. 
Mañana es domingo. 
¡Feliz Navidad! 
¡Felicidades! ¡Enhorabuena!

Hoy es tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños!


