
疑問詞  ＋  助動詞  ＋  動詞 ＋ 目的語 
dónde  どこ（に、で）  poder  ～できる   
de dónde どこから  querer  ～したい   
a dónde  どこへ   tener que ～しなければならない  
cuándo  いつ   hay que  ～しなければならない 
cómo  どのように（な） deber ～しなければならない 
cuál どちら   ir a  ～するだろう（未来）  
a qué hora 何時に 
cuánto  いくつ 
por qué どうして（何故） 
qué 何 
quién  誰 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
不規則活用の（基本動詞） 
ser ～です  estar～です、～が在る tener もつ  querer 願う ほしい

.soy 

.eres 

.es 

somos 
sois 
son 

estoy 
estas 
esta 

estamos 
estais 
estan 

tengo 
tienes 
tiene 

tenemos 
teneis 
tienen 

quiero 
quieres 
quiere 

queremos 
quereis 
quieren 

.................................................................................................................................................................................. 
poder 可能である  ir 行く   hacer する 作る  haber ある (hay と同じ動詞) 

puedo 

puedes 

.puede 

podemos 

podeis 

pueden 

voy 

vas 

va 

vamos 

vais 

van 

hago 

haces 

hace 

hacemos 

haceis 

hacen 

he 

has 

ha(hay) 

hemos 

hais 

・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・

（一般） 

a    ～へ 

de ( desde) ～から 

para  ～のために 

en  ～に（場所） 

   ～で(方法) 

por  ～によって 

con  ～と一緒に 

o  または（or） 

y ～と (and) 

tambien  ～もまた 

tampoco  ～も～でない 

sin   ～なしに 

si  もし～なら 

junto   一緒に 

solo ひとりで 

casi ほとんど 

(場所の副詞) 

aqui ここに 

ahi  そこに 

alli  あそこに 

aca こちらへ 

alla あちらへ 

arriba 上に（へ） 

abajo 下に（へ） 

cerca 近くに 

lejos 遠くに 

fuera 外に（で） 

dentro 中に（で） 

dondequiera どこでも 

（空間） 

por  ～あたりに 

sobre ～の上 

delante de ～の前に 

detras de ～の後ろに 

sobre   ～の上に 

encima de ～の上方に 

debajo de ～の下に 

al lado de ～の隣に 

lejos de ～から遠くに

cerca de ～の近くに 

dentro de ～の中に 

fuera de  ～の外に 

hasta ～まで ～さえ 

 

（時間） 

a las  ～時に 

hace  ～前 

antes 以前 

ahora 今 

despues 後で 

temprano  早く 

tarde    遅く 

ya     すでに 

todavia  まだ 

hace tres dias 3 日前 

antes de ～の前に 

despues de ～の後に 

hasta ～まで ～さえ 

mas temprano もっと早く 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  mas tarde もっと後に 

（不定語）（代名詞） 
algo/ alguen 誰か/ 何か 
nadie / nada 誰も～ない 
       / 何も～ない 
uno ある人（物） 
otro 他の人（物） 
todo すべての人（物） 
ambos 両方の人（物） 
lo mismo 同じもの 
mucho 多くの人（物） 
 

（形容詞） 
alguno  いくらかの 
ninguno どんな～もない 
cada  おのおのの 
cualquiera どんな～でも 
otro  他の 
todo  すべての 
ambos 両方の 
mismo 同じ 
mucho 多くの 
poco  少しの 

（副詞） 
algo いくぶん 
nada 少しも 
mucho 多く 
poco 少し 
 
 
（付録） 
conmigo 私と一緒に 
contigo 君と一緒に 
consigo 彼女と一緒に 

pronto もうすぐ 
inmediatamente すぐに 
recientemente 近 
bastante かなり 
bien よく 
muy とても 
proximo   次の 
que viene 次の 
aprisa   急いで 
despacio  ゆっくりと

 
（指示代名詞） 
ésta / éste / ésto この 
ésa / ése     その 
 
（指示形容詞） 
esta / este この～ 
esa / ese  その～ 
 



AR 動詞（規則動詞）

hablar 話す 

 Hablo 

 Hablas 

 Habla 

 

aceptar 受け入れる 

ayudar 助ける 

bailar 踊る 

bajar 降りる、下げる 

buscar 探す 

cambiar 変える、 

    両替する 

cansar 疲れさせる 

caminar 歩く 

cantar 歌う 

cocinar 料理する 

comprar 買う 

cuidar 世話する、 

 気遣う 

dejar  やめる 

descansar 休ませる 

desear  望む 欲しい 

durar  続く 

encontrar 見つける 

enseñar  教える 

entrar   入る 

enviar    送る 

escuchar  聞く 

esperar   期待する 

      待つ 

estudiar  学ぶ 

lavar    洗う 

limpiar   掃除する  

      清める 

llamar 呼ぶ、電話する 

llegar 到着する 

llenar 満たす 

llevar  持って行く 

mirar  見る 

preguntar たずねる 

prestar   貸す 

quedar  残す 

regresar  戻る、帰る 

rentar   借りる 

reservar  予約する 

sacar 取り出す 

 写真を撮る 

tardar se 遅れる 

tomar とる、乗る 

 飲む、食べる 

trabajar 働く 

viajar 旅行す

................................................................................................................................................................ 
dar 与える 
 doy 
 das 
 da 

Empezar 始まる 
 empieso 
 empiesas 
 empiesa 

cerrar 閉じる 
 cierro 
 cierras 
 cierra 

jugar 遊ぶ 
 juego 
 juegas 
 juega 

   （派生語）empiezo (N) 始まり    juego (N) ゲーム 
. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・. 
ＥＲ動詞（規則動詞）   
comer 食べる 
 Como 
 Comes 
 Come 

aprender 学ぶ 
beber  飲む 
creer   信じる 
leer     読む 

llover 雨が降る 
meter 入れる 
ver 見る 
caer 落ちる 

mover  動かす 
recoger 拾う 集める 
reconocer 見分ける 
cubrir   覆う

........................................................................................................................................................................ 
ver 見る、会う 
 veo 
 ves 
 ve 

entender 理解する 
 entiendo 
 entiendes 
 entiende 

  saber ある 
  sé  
  sabes 
  sabe 

conoce 知る(体験的 
  conozco 
  conoces 
  conoce 

haber ある 
 he 
 has 
 ha (ha

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

IR 動詞 (規則動詞) 

subir 上る 乗る 

 subo 

 subes 

 sube 

partir 分ける、出発する 

escribir 書く 

abrir 開く 

vivir 生きる 

recibir  受け取る 

reunir se  集まる 

divertir se 楽しむ 

pedir  頼む お願いする

............................................................................................................................................................................ 

salir 出る dormir 寝る decir 言う pedir 頼む venir 来る seguir ついていく 

salgo  duermo  digo  pido  vengo  sigo 

sales  duermes  dices  pides  vienes  sigues 

sale  duerme  dice  pide  viene  sigue

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

再帰動詞

llamarse～という名です 

 me llamo 

 te llamas 

 se llama 

levantarse 起きる 

 me levanto 

 te levantas 

 se levanta 

gustarse～が好きです。 

 me gusta 

 te gusta 

 le gusta 

lavarse 自分を洗う 

 me lavo 

 te lavas 

 se lava 


