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私の学校では、ほとんどのサッカー部の生徒が大好きなFCバルセロナやレアルマドリードCFのサッカー選手に
会いたくて、スペインに行きたいと言います。スペイン語圏の国に行く予定があったり、スペイン語を学ぶことに興
味があったりするなら、私が基本のスペイン語を教えますのでラッキーです。間違いを恐れないで頑張ってくださ
い。タイミングに応じて使うことのできる挨拶を提示します。

・朝はbueno dias（おはようございます）　/   午後はbuenas tardes（こんにちは）です。
・夕方はbuenos noches（こんばんは）で、これは「おやすみなさい」という意味でも使えます。
・Holaは「こんにちは」で誰に対しても使える挨拶で、
・Adiosは「さよなら」
・Como esta?は「ごきげんいかがですか？」で、これは初めて会う人に対して使う挨拶です。
もし知っている人なら、(Como estas?)を使えます。
もし誰かにごきげんいかがですかと尋ねられたら、bienとかgracias y tu「元気です、ありがとうございます。

　あなたは？」という意味の言葉が使えます。聞き返すことはいつも礼儀正しいことです。

二つのとても重要な言葉があります。
それはお願いします、と、ありがとうございます、です。Por favorがお願いしますを表し、何かお願いをしたいとき

に使います。誰かがそのお願いを引き受けてくれたら、ありがとうございますを表すgraciasを使うでしょう。あなた
が誰かに紹介されたら、Mucho gustoと言って、その言葉を相手にも返します。「はじめまして。」という意味です。日
本語や他の言語を話すかどうかを尋ねるために、habla Japones?（日本語を話しますか？）を使えます。

また自己紹介はとても重要です。　初めて会った人は、あなたと知り合いになりたがるからです。　 
・Yosoy(nombre名前)/ mi nombre es (nombre名前)－私の名前は～です、私は～です。

　・Yo tengo(numero数字)anos－私は～歳です。
　・Me gusta(cualquier cosa好きなもの)－私は～が好きです。

これらはあなたが使えるちょっとした基本のスペイン語です。忘れないでください、一生懸命話せば、ヒスパニック
系の人々はスペイン語で話しかけてくれるようとしてくれることに感謝しますから。
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基本のスペイン語
ホセ・カタラン

Students from the soccer team want to go to Spain because they want to meet their favorite soccer 
players or see FC Barcelona and Real Madrid CF. If you plan to go to a Spanish-speaking country or you 
are interested in learning Spanish, then you are in luck because I will teach you some basic phrases. Don’t 
be afraid to make mistakes and try your best. Here are some greetings you use depending on the time. In the 
morning, you use bueno dias (good morning) and in the afternoon, you use buenas tardes (good afternoon). 
In the evening, you use buenas noches (good evening), but this phrase also means “good night”.

Hola is “hello” and you can say that to anyone and Adios is “good bye”. Cómo está? is “how are 
you” and you say that to someone you don’t know, but if you know them, you can use (Cómo estás?). If 
someone asks you how you are, you can say bien, gracias y tu which means “I’m good, thank you and 
you?” It is always polite to ask back how they are.

Two very important words are please and thank you. Por favor is “please” and you use it when you 
ask for a favor. When someone does a favor for you, you would use gracias which means “thank you”. 
When you are introduced to someone, you say “Mucho gusto” and they might say it back to you. It means, 
“Nice to meet you”. To ask someone if they speak Japanese or another language, you can say “habla 
Japones?” (do you speak Japanese?).

Also, self-introductions are very important because when you meet new people, they like to get to 
know you. 

● Yo soy (nombre)/ mi nombre es ( nombre) - I am (name)/ my name is (name). 
● Yo tengo (numero) años - I am (number) years old.
●  Me gusta (cualquier cosa) - I like (anything).

These are just some basic Spanish phrases you could use. Remember, do your best and also 
Hispanic people appreciate when you try to speak to them in Spanish.

Basic Spanish Phrases
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