PRIMER PASO (Edición revisada) 登載全単語一覧
この一覧は、本書による学習過程で初修学習者が掲載単語を気軽に確認することを前提に編纂されたものであり、辞
書の抜粋ではない。それゆえ、単語の意味や見出し語を含む掲載の順序も辞書のそれと同一ではない。また、品詞に
こだわることのない直観的な学習をねらい、あえて品詞の区分をつけない表記方式をとってある。
略語：[ 現 ] 直説法現在形

[ 点 ] 直説法点過去

[ 線 ] 直説法線過去

a 〜に、〜で、〜にとって、〜につき；（特定の人物）を
a estas horas この時間帯に
a la vuelta 帰りに
a la(s) 数字 〜時に
a lo lejos 遠くの方に
a máquina パソコン / タイプで
a menudo しょっちゅう
a partir de 〜以降
a pie 徒歩で
a propósito ところで
a tiempo 間に合って
a toda costa どれほど犠牲を払ってでも、ぜひ
a través de 〜を通して
a veces ときどき
a qué hora 何時に
a quién 誰に、誰を
abajo 下へ
abierto 開いている
abogado 弁護士
abrazo 抱擁
abrigo コート
abril ４月
abrir 開ける、開く
abuelo おじいさん
aburrido たいくつな
acabar de 不定詞 〜したばかりだ
academia 塾
acercarse （[ 点 ] つづり字に注意） 近づく
¡¡Achís!! ハクション！（くしゃみの音）
acompañar 〜を同伴していく、〜と一緒に行く
acordarse (de) （[ 現 ] 語幹変化 o → ue）
（〜を）おぼ

agradecer （[ 現 ] １人称単数で z 挿入） 感謝する
agradecimiento 感謝
agricultura 農業
agua 水
ah ≪驚き・痛み≫ああ
¿Ah, sí? ああ、そうですか。
ahí そこに、そこで
ahora いま
ahora mismo いますぐ
ahorrar 貯める
aire acondicionado エアコン
ajo にんにく
al ＝ a+el
al 不定詞 〜する際、〜するとき
al contrario de 〜とは反対に
al final de 〜の終わりに
al horno オーブン焼きの・で
al lado (de) （〜の）横に、（〜の）そばに
al mismo tiempo 同時に
al son de 〜の音にあわせて
alegrarse 喜ぶ、うれしい
alegre 陽気な、明るい
alegría 喜び
alemán ドイツの、ドイツ人、ドイツ語
Alemania ドイツ
algo なにか
algún alguno の語尾消失形
algún día いつか
alguno ある、なんらかの
Alicante アリカンテ（スペイン南東部の県、県都）
allá あちらの方へ
allí あそこに、あそこで
almorzar （[ 現 ] 語幹変化 o → ue）；[ 点 ]（つづり字に

えている

acostarse （[ 現 ] 語幹変化 o → ue）就寝する、床に着く
actividad 活動
actriz 女優
Adelante. どうぞお入りください。
además そのうえ
adentro 中に
Adiós. さようなら。
aeropuerto 空港
afeitarse ひげをそる
aficionado 愛好家
africano
アフリカの
afuera 【複数形で】郊外；外で・に
agosto ８月

注意） 昼食をとる
almuerzo 昼食
alquilar 借りる；貸し出す
alrededor (de) （〜の）のあたり、約
alto 背が高い；（声・音を）大きく
alumno 学生
ama de casa 主婦
amable 親切な
amar 愛する

amargo 苦い
amarillo 黄色い
ambigüedad 曖昧性
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ambos 両方
amigo 友達
amistad 友情
amor 愛
anciano お年寄り
andar （[ 点 ] 強変化 and → anduv） 歩く
-ando –ar 動詞の現在分詞語尾
anillo 指輪
ánimo 気力
anoche ゆうべ
ante todo まず最初に
anteayer おととい
anterior 前の
antes (de 〜 ) （〜の）前に、先に；以前
antiguo 古い、むかしからの
año 年
Año Nuevo 新年、お正月
apagar （[ 点 ] つづり字に注意） 消す
aparcamiento 駐車場
aparcar （[ 点 ] つづり字に注意）) 駐車する
apartamento アパート
aparte de 〜のほかに
apetito 食欲
aprender 学ぶ、習う
aprender de memoria 暗記する
aquel/aquella あの、あれ（複数形 : aquellos/as）
aquí ここで、ここに
árbitro ≪サッカー≫審判
árbol 木
Argentina アルゼンチン
armario 戸棚
arreglarse 身だしなみを整える
arriba 上に
arroz 米、ライス
arte 芸術、アート
artículo 記事
ascensor エレベーター
asco 吐き気、嫌悪感
así そのように、このように
Así así. まあまあです。
así que というわけなので
asiento 座席
asistir 出席する
ataque 攻撃
atención 注意
atentado 襲撃
aula 教室
aunque 〜だけれども
Australia オーストラリア
australiano オーストラリアの、オーストラリア人
autobús バス
autogol ≪サッカー≫オウンゴール
autopista 高速道路

avenida 大通り
avión 飛行機
avisar 知らせる
ay ≪痛み・悲嘆・驚き≫ああ
ayer きのう
ayudar 助ける
azafato 客室乗務員
azteca アステカ（族）の
azul 青い
azul grana ≪サッカー≫青とエンジ
realización 実現、達成
bailaor/bailaora （フラメンコの）ダンサー
bailar 踊る
baile 踊り、ダンス
bajo 背が低い；〜の下に
banco 銀行
banda バンド
bañarse 入浴する
baño トイレ、風呂
bar バル、居酒屋
barato 安い
barba あごひげ
Barcelona バルセロナ（スペイン北東部カタルーニャ
州の都市）

barrio 地区、区域
bastante かなり
bebé 赤ちゃん
beber （酒を）飲む
bebida 飲み物
beca 奨学金
béisbol 野球
beso キス
biblioteca 図書館
bicicleta 自転車
bien 元気な、上手に
Bien, gracias. 元気です。
bienvenida 歓迎
bienvenido ようこそ
bilingüe バイリンガル
blanco 白い
blusa ブラウス
boca 口
bocadillo ボカディージョ、サブマリンサンド
boda 結婚式
bodas de plata 銀婚式
bodega ワイン・セラー
boli ボールペン
bolso かばん、バッグ
bonito かわいい、すてきな
botella ボトル、瓶
boutique ブティック、洋服店
Brasil ブラジル
brasileño ブラジルの、ブラジル人
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brazo 腕
brillante 輝く
brindar 乾杯する
brindis 【単複同形】乾杯
bueno よい、おいしい
Buenas noches. こんばんは。（日没後）、おやす

carta 手紙
cartera 財布
casa 家；≪サッカー≫ホーム
casarse 結婚する
casi ほとんど
caso ケース、事件、場合
catedral 大聖堂
católico カトリックの
catorce 14（の）
celebrar 祝う
celular 携帯電話
cena 夕食
cenar 夕食をとる
central ≪サッカー≫センターバック
centro 中心街、都心
centro comercial ショッピングモール
centro campista ≪サッカー≫ミッドフィールダー
centro delantero ≪サッカー≫センターフォワード
cerca 近くに、近くで
cercano 近くの
ceremonia 式典
ceremonia de té 茶道
cerezo 桜の木
cero ０（の）
cerrar （[ 現 ] 語幹変化 e → ie ） 閉まる、閉める
cerveza ビール
chaqueta ジャケット
charlar おしゃべりする
chico 男の子、青年（30 歳ぐらいまでの年齢に使用）
Chile チリ
China 中国
chino 中国の、中国人、中国語
chiste 笑い話、冗談
chocar （[ 点 ] つづり字に注意） 衝突する
cielo 空
cien 100（の）
ciencia ficción ＳＦ小説
ciencias políticas 政治学
cinco 5（の）
cincuenta 50（の）
cine 映画館
circo サーカス
cita 会う約束、デート
ciudad 街、市
civilización 文明
¡Claro! もちろん！
clase クラス
clima 気候
club クラブ
coche 車
cocinar 料理する
cocodrilo ワニ
cócte カクテル

みなさい。

Buenas tardes. こんにちは。（夕方まで）
Bueno, ええっと、さて、では
Buenos días. おはよう。 （昼食時まで）
Buenos Aires ブエノスアイレス（アルゼンチンの首都）
Burgos ブルゴス（スペイン中西部の県、県都）
burro ロバ
buscar （[ 点 ] つづり字に注意） 探す
cabello 髪
caber （[ 現 ] １人 称 単 数 quepo ；[ 点 ] 強 変 化 cab →
cup ） 入る、納まる
cabeza 頭
cabezazo ≪サッカー≫ヘディング
cada それぞれの
café コーヒー
cafetería カフェテリア、喫茶店
caliente 熱い
calle 通り、街
calma 落ち着き、冷静
calor 暑さ
cama ベッド
cámara カメラ
camarero ウエイター
caminar 歩く
camino 道、道のり
camino de ir a X X へ行く道
camiseta ≪サッカー≫ユニホーム
campamento キャンプ
campo いなか；競技場
campus 【単複同形】キャンパス
Canadá カナダ
canadiense カナダの、カナダ人
cancelado キャンセルされた
cancelar キャンセルする
canción 歌
cansado 疲れている
cantante 歌手
cantar 歌う
caña グラスビール
capital 首都
capitán キャプテン
capítulo 章
cara 顔
característica 特徴
cariño 愛情
carne 肉
caro 高価な、値段が高い
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coleccionar 収集する
colega 同僚
colegio 学校、小・中学校
collar ネックレス
colombiano コロンビアの、コロンビア人
comediante コメディアン、お笑い芸人
comedor 食堂
comenzar （[ 現 ] 語幹変化 e → ie；[ 点 ] つづり字に注意）

Copa del Mundo ワールド・カップ
Copa Mundial ワールド・カップ
corazón 心臓、心
cordial 心からの
Corea 韓国
coreano 韓国の、韓国人、韓国語
córner ≪サッカー≫コーナーキック
corregir （[ 現 ] 語幹変化 e → i ＋つづり字に注意；[ 点 ]
語幹変化 e → i） 採点する
correo 郵便
Correos 【無冠詞・複数形で用いて】郵便局
correr 走る
corridas de toros 闘牛
cortarse 自分の体（爪、髪など）を切る
corto 短い
cosa こと、もの
cosechar 収穫する
coser 縫う
Costa Rica コスタリカ
costar （[ 現 ] 語幹変化 o → ue） 値段がかかる
costumbre 習慣
crédito 授業単位
creer （[ 点 ] ３人称で i → y） 信じる、考える、思う
Cristóbal Colón クリストファー・コロンブス
crudo 生の
cuaderno ノート
cuál どれ
cualificado 資格がある、熟練した
cualquier どんな〜でも
cuando 〜なとき
cuándo いつ
cuanto antes できるだけ早く
cuánto いくつの、どれだけの
cuánto tiempo どのぐらいの時間
cuarenta 40（の）
cuarto 部屋；第 4 の
cuatro 4（の）
cuatrocientos 400（の）
Cuba キューバ
cuchara スプーン
cuello 首
cuenta 口座
cuerpo 体
cuidado 注意
cuidar 世話する
Cuídate. （親しい相手に）体に気をつけてね。
cultura 文化
cumpleaños 【単複同形】誕生日
cumplir 満〜才になる
curso コース
dar （[ 現 ] １人称単数で y 添加；[ 点 ]di – diste – dio –
dimos – disteis –dieron） あげる、与える
darse cuenta de 〜に気づく

始まる、始める
comer 食べる
comerse 食べつくす、平らげる
comida 食べ物

como 〜のような、〜のように；〜なので；〜として
cómo どのようにして、どんなふうに
¿Cómo está (usted)? お元気ですか？
¿Cómo estás (tú)? 元気かい？
compañero 仲間
compartir シェアする、共有する
completamente 完全に
complicado 複雑な
componer （[ 現 ] １ 人 称 単 数 で g 挿 入；[ 点 ] 強 変 化
-pon → -pus-） 作曲する
compra ショッピング、買い物
comprar 買う
comprender 理解する
comunicación コミュニケーション
comunicar （[ 点 ] つづり字に注意） 連絡を取る
con 〜と一緒に、〜を使って、〜が付いた、〜が入った
con mucho gusto よろこんで
con qué 何を使って
con quién 誰と一緒に
concierto コンサート
conducir （[ 現 ] １ 人 称 単 数 で z 挿 入；[ 点 ] 強 変 化
-duc → duj-）（車などの乗り物を）運転する
conjugación de los verbos 動詞の活用
conmigo わたしと一緒に
conocer （[ 現 ] １人称単数で z 挿入） 知っている、知り
合いになる

conseguir （[ 現 ] 語幹変化 e → i；[ 現 ] つづり字に注意；
[ 点 ] 語幹変化 e → i） 獲得する
consejo 助言
construir（[ 現 ] １人称単数・２人称単数・３人称で y の
挿入；[ 点 ] ３人称で i → y） 建築する
contar （[ 現 ] 語幹変化 o → ue） 語る
contento 満足した、うれしい
contestar 答える
contigo きみと一緒に
continente 大陸
contra 〜に対して
contraer （[ 現 ] １人称単数で ig 挿入）（約束を）結ぶ
conversación 会話
convertirse （[ 現 ] 語 幹 変 化 e → ie；[ 点 ] 語 幹 変 化
e → i）変わる
copa グラス
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de 〜の、〜から、〜について；〜時代の
de inmediato すぐに
De nada. どういたしまして。
de ordinario いつもは
de prisa 急いで
de repente 突然
de segunda mano 中古の
de (todo) corazón 心から
de todos modos ともかく
de vez en cuando よく
de dónde どこの出身、どこから
de quién 誰の；誰から
debajo de 〜の下に
deber （＋不定詞）〜すべきだ；借りがある
década 10 年
decidir 決める
decir （[ 現 ] １人称単数で c → g ＋語幹変化 e → i；[ 点 ]
強変化 dec → dij-） 言う
dedicarse （[ 点 ] つづり字に注意） 従事する
dedo 指
defensa ≪サッカー≫デフェンダー
definitivamente かならず
dejar 貸す、放つ
dejar de 不定詞 〜するのをやめる
dejar 不定詞 させておく
del ＝ de ＋ el
delante (de) （〜の）前に
delantero ≪サッカー≫フォワード選手
delfín イルカ
delgado 細い
delicioso おいしい
demás そのほかの人・もの
demasiado あまりにも
dentro 中
dentro de poco しばらくすると
depender (de) （〜に）よる、次第である
deporte スポーツ
deportista スポーツマン
derecho 法学；右の；≪サッカー≫右サイド
desarrollo 発展
desayuno 朝食
descansar 休む
descanso 休息；≪サッカー≫ハーフタイム
desconocido 見知らぬ人
describir 描写する
descubrir 発見する
desde 〜から、〜以来
desde cuándo いつから
desear 望む
deseo 望み
despacho 執務室
despacio ゆっくりと
despejado 晴れている

despertador 目覚まし時計
despertar （[ 現 ] 語幹変化 e → ie）起こす、目を覚ま
させる

despertarse 目を覚ます
después (de 〜 ) （〜の）あとで
detalle 詳細
deuda 借金、借り
devolver （[ 現 ] 語幹変化 o → ue）返す、返却する
día 日
diagnosticar （[ 点 ] つづり字に注意） 診断する
diariamente 日常的に
diario 日記
dibujo イラスト
dibujo animado アニメ
diccionario 辞書
diciembre 12 月
diecinueve 19（の）
dieciocho 18（の）
dieciséis 16（の）
diecisiete 17（の）
diente 歯
diez 10（の）
difícil 難しい
dinámico ダイナミックな
dinero お金
dios 神
¡Dios mío! あら、まぁ！、なんということだ！
diplomatic 外交官
dirección 住所
directamente 直接
director 課長、監督
disco 円盤（形のもの）
discoteca ディスコ、クラブ
diseñador デザイナー
diseñar デザインする
disfrutar 楽しむ
distraído 不注意な
divertido 楽しい
dividir 分ける
doblar 曲がる
doble amarilla ≪サッカー≫２枚目のイエローカード
doce 12（の）
doctor 博士
documento 書類
dólar ドル
doler （[ 現 ] 語幹変化 o → ue） 痛む
dolor 痛み
doméstico 国内の
domingo 日曜日
don （男性の名前の前につけて）〜さん
Don Quijote ドン・キホーテ
dónde どこに、どこで
dondequiera どこにでも
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dormir （[ 現 ] 語幹変化 o → ue；[ 点 ] 語幹変化 o → u）

enero 1 月
enfadado 怒っている
enfadarse 怒る
enfermo 病気の
enfrente (de)（〜の）正面に
engordar 太る
¡Enhorabuena! （達成）おめでとう！
enojo 怒り
enseguida すぐに
enseñar 教える；見せる
entender （[ 現 ] 語幹変化 e → ie） 理解する
entero 全体の
entonces そのとき、当時；それでは
entrada 入場券；入口
entrar 入る
entre の間に、〜の中で
entregar （[ 点 ] つづり字に注意） 提出する、渡す
entrenador ≪サッカー≫監督
entrevista 面接、インタビュー
enviar （[ 現 ] 二重母音の分立） 送る
época 時期
equipo チーム
Eres X. きみは X です。
es （３人称単数主語で）〜です。
escribir 書く
escritor 作家
escuchar 聴く
escuela 学校
escuela secundaria 中学校
ese/esa その、それ（複数形 : esos/as）
esforzarse （[ 現 ] 語 幹 変 化 o → ue；[ 点 ] つ づ り 字 に

眠る

dormirse 寝入る、寝付く
dos 2（の）
doscientos 200（の）
ducharse シャワーを浴びる
duda 疑い
dueño オーナー
dulce 甘い
durante 〜の間
echar する
eclipse （天体の）食
economía 経済学
edificio 建物、ビル
EE.UU. =Estados Unidos
eficiente 効率的な、てきぱきした
egipcio エジプトの、エジプト人
Egipto エジプト
¿eh? ≪質問、呼びかけ≫ね？
ejercicio 運動、練習（問題）
el （定冠詞男性単数形）
él 彼（は）
eléctrico 電気の
electrónico 電子の
elegante 気品のある
ella 彼女（は）
ellas 彼女たち（は）
ellos 彼ら（は）
e-mail e メール
emitir 発する
empate 引き分け
empezar （[ 現 ] 語幹変化 e → ie；[ 点 ] つづり字に注意）

注意） 努力する

始める、始まる
empleado 従業員
empresa 企業

eso 【中性】それ
espalda 背中
España スペイン
español スペインの、スペイン人（の）、スペイン語（の）
especial 特別な
especializarse （[ 点 ] つづり字に注意） 専攻する
especialmente 特に
espejo 鏡
esperar 待つ
esposo 夫、妻
esquiar （[ 現 ] 二重母音の分立） スキーをする
esquina 角
Está bien. 大丈夫です。
estación 駅
estadio スタジアム
Estados Unidos アメリカ
estadounidense アメリカの、アメリカ人
estar （[ 現 ] １ 人 称 単 数 で y 添 加；[ 点 ] 強 変 化 est →
estuv-） 〜である；いる・ある
este/esta この、これ（複数形 : estos/as）
estimado 敬愛する、親愛なる

en 〜の中に、〜の上；（＋言語）〜語で
en cambio そのかわりに、それに引きかえ
en este momento いま、現在
en general 一般に
en realidad 実際は
en seguida すぐに
en qué calle 何通りに
en qué 何に乗って
enamorarse (de~) 〜に恋する
Encantado/a. はじめまして。
encantar 魅了する
encima de の上方に
encontrar （[ 現 ] 語幹変化 o → ue） 見つける
encontrarse （場所に）ある、いる；
（〜の状態で）
ある・いる

encontrarse con 〜に偶然出くわす
encuentro 出会い
energía 気力、活力
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esto 【中性】これ
estómago 胃、おなか
estos días このところ、最近
Estoy de viaje. わたしはいま旅行中です。
estrecho 狭い
estrella 星
estrés ストレス
estudiante 学生
estudiar 勉強する
estudio 勉強；スタジオ
estudioso 勉強家の
estupendo すばらしい
Europa ヨーロッパ
europeo ヨーロッパの
examen 試験
examen final 期末試験
examen parcial 中間試験
examinar 検査する
excepto 〜以外
excitarse 興奮する
excursión 遠足
exigente 厳しい
experiencia 経験
exportar 輸出する
exposición 展覧会
expresar 表現する
extenso 広い
extranjero 海外（の）、外国（の）
extremo ≪サッカー≫ウイング
fácil かんたんな
facultad 学部
falda スカート
falta 欠乏；≪サッカー≫ファウル
faltar 欠けていて必要である
familia 家族
familiar 親しみのある
famoso 有名な
farmacia 薬局
favor 頼みごと
favorito お気に入りの
fax ファックス
febrero ２月
felicitación お祝い
felicitar （人を）祝う
feliz 幸せな
feo 不細工な、醜い
fideo 麺
fiebre 熱
fiesta 祭、パーティー
fila 列
fin 終わり
fin de semana 週末
final 最後（の）；決勝戦

fino 薄い
flamenco フラメンコ
flor 花
florecer （[ 現 ] １人称単数で z 挿入） 開花する
folclórico 民俗学的な、民間伝承の
foto 写真
fotógrafo 写真家
francés フランスの、フランス人（の）、フランス語（の）
Francia フランス
frecuencia 頻度
frecuentemente 頻繁に
frente 正面
frente (a) ( 〜の ) 正面に
frío 寒さ；冷たい
fruta 果物、フルーツ
fuera 外；≪サッカー≫アウェイ
fuera de juego ≪サッカー≫オフサイド
fuerte 強い
fumar 煙草を吸う
fútbol サッカー
futbolista サッカー選手
futuro 将来、未来
gafa 【通常複数で】めがね
galleta クッキー、ビスケット
gana やる気
ganar 得る、勝ち取る
garganta 喉
gasolina ガソリン
gato ねこ
general 一般的な
generalmente 一般に
generoso 寛大な、気前の良い
gente 【通常単数で】人々
gimnasio ジム
girasol ひまわり
gitano ジプシー
gol ≪サッカー≫ゴール
goleador ≪サッカー≫ストライカー
golf ゴルフ
Gracias. ありがとう。
gracioso 茶目っけのある、愛嬌がある
grado 学年
graduación 卒業
graduarse （[ 現 ] 二重母音の分立） 卒業する
gramática 文法
gran grande が単数男性名詞に前置する際の短縮形
Granada グラナダ（スペイン南部の都市）
grande 大きい
grandes almacenes デパート
Grecia ギリシャ
griego ギリシャの、ギリシャ人（の）、ギリシャ語（の）
gripe インフルエンザ
grueso 厚い
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grupo グループ
guapo （人が）美しい
guerra 戦争
guerrero 兵士
guía ガイド
guitarra ギター
guitarrista ギタリスト
gustar （人の）気に入る
gusto 喜び、意欲
haber （[ 現 ]he – has – ha(hay) – hemos - habéis
- han；[ 点 ] 強変化 hab → hub-） 完了形を構成する
際の助動詞 Cf. 単人称動詞としての使用⇒ hay
habitación 部屋、寝室
habitante 住人、住民
hablador おしゃべりな
hablar 話す
hace 〜前に、〜前から
hace (mucho) tiempo que 〜して以来ずいぶん

hoy en día 今日（こんにち）では
huevo 卵
humano 人間的な
humedad 湿気
húmedo 湿った
humor ユーモア
humorista コメディアン、お笑い芸人
¡Huy! ≪驚き≫あら！
idea 考え、アイデア
ideal 理想的な
idioma （ひとつひとつの）言語
-iendo –er/-ir 動詞の現在分詞語尾
iglesia 教会
ilusión 期待
importancia 重要性
importante 重要な
importar 重要である；迷惑である
impresión 印象
impresionar 強い印象を与える
incendio 火事
incendio intencionado 放火
incidente できごと
India インド
indio インドの、インド人（の）（本書には登場しない

時間が経つ

hacer （[ 現 ] １ 人 称 単 数 で c → g；[ 点 ] 強 変 化
hac → hic-） する、つくる；
（単人称で）天気は〜だ；
かれこれ〜経つ
hacer falta （〜にとって）必要である
hacerse 〜になる

hacia 〜に向かって、〜の方へ
hambre 空腹
hasta 〜まで（ずっと）
Hasta la próxima clase. 次の授業日に会いま

が、しばしばラテンアメリカにおけるインディオを意
味する）
infinito 無限の

informe レポート
Inglaterra イギリス
inglés イギリスの、イギリス人（の）、英語（の）
inmigrante 移民者
inquieto 落ち着きのない、不安な
instructor インストラクター
inteligente 頭の良い、知的な
intencionado 故意の
intercambiar 交換する
intercambio 交換
interesado 関心のある
interesante 興味深い
interesar 興味を抱かせる
interior ≪サッカー≫サイドハーフ
internacional 国際的な
internet インターネット
intimidar おびえさせる、威嚇する
íntimo 親しい
investigación 調査
invierno 冬
invitar 招待する
inyección 注射
ir （[ 現 ]voy – vas – va – vamos – vais –van；[ 点 ]
fui – fuiste – fue – fuimos – fuisteis – fueron；[ 線 ]
iba – ibas – iba – íbamos – ibais - iba） 行く
ir bien 〜に合う、気に入る

しょう。

Hasta la vista. また会う日まで。
Hasta luego. また近いうちに。
Hasta mañana. また明日。
Hasta pronto. またあとで。
hasta cuándo いつまで
hay （haber の単人称動詞としての形態、直説法現在
形） 〜がある・いる

hay que （一般的に）しなければならない
hermano 兄弟
hijo 息子
hincha （男女同形）ファン、サポーター
historia 歴史
hobby 趣味
hoja 紙、紙片
Hola. やぁ。
Holanda オランダ
holandés オランダの、オランダ人（の）、オランダ語（の）
hombre 男性
hombro 肩
hora 時間、時限
hora punta ラッシュアワー
hospital 病院
hotel ホテル
hoy 今日
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ir y venir 往復する
irse （この場を）去る、いなくなる
-ísimo ≪接尾辞≫絶対最上級をあらわす
isla 島
Italia イタリア
italiano イタリアの、イタリア人（の）、イタリア語（の）
-ito ≪接尾辞≫ 小さい 、 かわいい
izquierdo ≪サッカー≫左サイド
jabón せっけん
jamón （生）ハム
Japón 日本
japonés 日本の、日本人（の）、日本語（の）
jardín 庭
jefe 上司
Jesús イエス（・キリスト）
Jesús. （くしゃみをした人に対して）お大事に。
joven 若い、若者
jubilarse 引退する、定年退職する
juego ゲーム、試合
jueves 【単複同形】木曜日
jugador 選手
jugar （[ 現 ] 語幹変化 u → ue；[ 点 ] つづり字に注意）

leer （[ 点 ] ３人称で i → y） 読む、読書する
lejos 遠くに
lengua （ひとつひとつの）言語
lenguaje （コミュニケーション手段としての）言語
les ≪間接目的代名詞≫彼らに、彼女たちに、あなた
たちに、それらに
levantarse 起床する

libre ひまな、空いている、自由な
librería 本屋、書店
libro 本
libro de texto テキストブック、教科書
licencia 免許
liga リーグ
Liga Española スペイン・リーグ
ligero 軽い
limpiar 掃除する、清潔にする
limpiarse 自分の体を清潔にする・磨く
limpio 清潔な、よごれのない
línea 線
lingüista 言語学者
literatura 文学
litro リットル
llamada 通話、コール
llamar 呼ぶ、電話する
llamarse 〜という名前である
llamativo 派手な、人目を引く
llave 鍵
llegar （[ 点 ] つづり字に注意） 到着する、着く
llegar a ser なるに至る
lleno 一杯の、満ちた
llevar 連れて行く、持っていく、身に着けている
llover （[ 現 ] 語幹変化 o → ue） 雨が降る
lluvia 雨
lluvioso 雨の多い
lo ≪直接目的代名詞３人称単数男性形≫ 彼を、あな

遊ぶ、スポーツをプレイする

jugo ジュース
juguete おもちゃ
julio ７月
junio ６月
junto 【おもに複数で】一緒に、みんなで
juventud 青春時代
karaoke カラオケ
kilómetro キロメートル
la ≪定冠詞女性単数形≫、≪直接目的代名詞３人称単
数女性形≫彼女を、あなたを、
（女性名詞）それを
La Mancha ラ・マンチャ（スペイン中南部の高原地
方であり小説『ドン・キホーテ』の舞台）

labio くちびる
laboratorio 研究室、コンピュータールーム
lado 側、側面
lago 湖
lanzador ピッチャー
lapicero シャープペンシル
laptop ノート・パソコン
largo 長い
las ≪定冠詞女性複数形≫、≪直接目的代名詞３人称

たを、（男性名詞）それを

los ≪定冠詞男性複数形≫、≪直接目的代名詞３人称
複数男性形≫ 彼らを、あなたたちを、
（男性名詞）
それらを
luego 後で、そのあとに、
lugar 場所
luna 月

lunes 【単複同形】月曜日
luz 光
madre 母
¡Madre mía! あら、まぁ！、なんということだ！
Madrid マドリッド（スペインの首都）
maduro 成熟した、大人の
maestro （小・中学校の）先生、（習い事の）師匠
mal 悪く、へたに
maleta スーツケース
malo 悪い
mamá ママ

複数女性形≫彼女たちを、あなたがたを、
（女性名詞）
それらを
lateral ≪サッカー≫サイドバック
latitud 緯度
lavar 洗う
lavarse 自分の体を洗う
le ≪間接目的代名詞≫彼に、彼女に、あなたに、それに

lección レッスン、授業
leche 牛乳
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mandar 送る
manejar 運転する、操縦する
mano 手
mañana あした；朝、午前中
mapa 地図
maquillarse 化粧する
máquina 機械、タイプライター
mar 海
Mar Caribe カリブ海
mar Mediterráneo 地中海
marchar 進む
marcharse （ここから）去る、いなくなる
mareado 気分が悪い
marido 夫
martes 【単複同形】火曜日
marzo ３月
más 【性数不変】もっと；最も
más bien むしろ
matrimonio 結婚；夫婦
mayo ５月
mayor 年上の
me ≪直接目的代名詞・間接目的代名詞・再帰代名詞

miércoles 【単複同形】水曜日
mil 【通常は単複同形】1000（の）
millón 100 万
minuto 分
mío 私の；私のもの、私のそれ
mirar 見る、じっくり眺める
mirarse 自分の姿を見る
mismo 同じ；〜自身；まさに；同じもの
mitad 半分
moda 流行、ファッション
modelo 機種
moderno
近代的な
momento 一瞬、瞬間
mono 愛嬌がある、かわいらしい
monstruo 怪物、モンスター
montaña 山
monte 山
morir （[ 現 ] 語幹変化 o → ue；[ 点 ] 語幹変化 o → u）
死ぬ

１人称単数≫私を；私に；私自身を・に

Me gusta X. （X は単数名詞）わたしは X が好きです。
Me llamo X. わたしは X という名前です。
media 30 分
medianoche 真夜中
mediante 〜を通じて、を介して
medicina 医学、医療
médico 医者
medio 半分の
medir （[ 現 ] 語幹変化 e → i；[ 点 ] 語幹変化 e → i） 身
長がある、寸法がある
mejor よりよい、もっともよい；よりよく、もっとも
よく

mejor amigo 親友
menor 年下の
menos 【性数不変】より少ない、より少なく；最も少
なく；〜以外の
mensaje メッセージ、伝言
mentira うそ
merendar （[ 現 ] 語幹変化 e → ie） おやつを食べる

mes 月、一か月
mesa テーブル、机
meteorológico 気象の
meter 入れる
metro 地下鉄
México メキシコ
mexicano メキシコの；メキシコ人（の）
mí 【前置詞の後に使用】私
mi 私の
miedo 恐れ
mientras 〜している間

morirse 死ぬほどつらい
mostrar （[ 現 ] 語幹変化 o → ue）見せる、教える
moto バイク
motocicleta バイク
móvil 携帯電話
muchacho 少年、青年
mucho たくさんの（人・物）；大変、非常に
Muchas gracias. どうもありがとう。
Mucho gusto. はじめまして。
mudarse 引っ越しする
mujer 女性；妻、奥さん
mundo 世界
museo 美術館、博物館
música 音楽
músico 音楽家、ミュージシャン
muy とても、非常に
nacer （[ 現 ] １人称単数で z 挿入） 生まれる
nadar 泳ぐ
nada なにも〜ない；まったく〜ない
nadie 誰も〜ない
naranja オレンジ、みかん
nariz 鼻
natal 出生の
Navidad クリスマス
necesitar 必要とする
negativo 消極的な
negocio 仕事、ビジネス
negro 黒い
neozelandés ニュージーランドの；ニュージーラン
ド人（の）

nervioso いらいらした、あがった
nevar （[ 現 ] 語幹変化 e → ie） 雪が降る
ni 〜も（ない）
Ni idea. まったくわからない。
10

ni siquiera 〜すらない
ningún ninguno の語尾消失形
ninguno ひとつの〜も（ない）
niñez 子供時代
niño 子供、児童
no いいえ≪否定の返答≫ ; ではない
¿no? ≪付加疑問≫ちがいますか？、そうでしょう？
no A ni B A も B も〜ない
no A sino B A でなく B
noche 夜
nombre 名前
norte 北
nos ≪直接目的代名詞・間接目的代名詞・再帰代名詞

optimista 楽観的な
ordenador パソコン
oreja 耳
orgulloso 誇らしい、自慢な
original もともとの
os ≪直接目的代名詞・間接目的代名詞・再帰代名詞１人
称複数≫きみたちを；きみたちに；きみたち自身を・に

otoño 秋
otra vez もう一度
otro 別の、ほかの；他の人
Oye. （親しい相手に向かって）ねぇ。、ちょっと。
paciencia 忍耐
padre 父親
paella パエーリャ
pagar （[ 点 ] つづり字に注意） 支払う
página ページ
país 国
País Vasco バスク地方（スペイン北部の地方）
pájaro 鳥
palabra 単語
pálido 青白い
palillo お箸
palma 手拍子
Pamplona パンプローナ（スペイン北東部の都市）
papá パパ
papel 紙
paquete パッケージ、小包
para 〜のために；（＋不定詞）〜するために
para qué 何のために、何の目的で
parada 停留所
parcial 部分的な
parecer （[ 現 ] １人称単数で z 挿入） のように見える；

１人称複数≫私たちを；私たちに；私たち自身を・に

nosotros 私たち（は）
nota 成績
noticia 知らせ、ニュース
novecientos 900（の）
novela 小説
noventa 90（の）
noviembre １１月
novio 恋人
nube 雲
nublado 雲っている
nuestro 私たちの
Nueva Zelanda ニュージーランド
nueve 9（の）
nuevo 新しい
número 番号
nunca 絶対に〜ない、一度も〜ない
o または
obedecer （[ 現 ] １人称単数で z 挿入） 従う
obra 工事、作業
ocasión 機会
ochenta 80（の）
ocho 8（の）
ochocientos 800（の）
octubre 10 月
ocupado 忙しい；使用中の
ocurrir 起こる、発生する
oficina オフィス、事務所
oficinista 事務員、会社員
ofrecer （[ 現 ] １人称単数で z 挿入） 提供する、申し

（人にとって）〜のように思われる
parecese a 〜に似ている
pareja ペア、カップル

出る

Oiga. あの〜、すみません、（声・電話をかけた側の）
もしもし。
oír （[ 現 ] １人称単数で ig 挿入＋２人称単数・３人称で
y の挿入；[ 点 ] ３人称で i → y） 聞こえる
ojo 目
óleo 油絵の具
oliva オリーブ

once 11（の）
oportunidad 機会、チャンス
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París パリ
parque 公園
parte 部分
participar 参加する
partido 試合
partido político 政党
partir 出発する
Pasa, pasa. どうぞ、入って。
pasado 過ぎた、先〜；過去
pasador ≪サッカー≫パサー
pasajero 乗客
pasaporte パスポート
pasar 渡す；合格する；起こる
pasar por 〜に寄る、立ち寄る
pasarlo bien 楽しく過ごす
pasatiempo 趣味、余暇
pase 定期券
pasear 散歩する

paseo 散歩
pastelería ケーキ店
patinar スケートする
patio 中庭、パティオ
pecho 胸
pedir （[ 現 ] 語幹変化 e → i；[ 点 ] 語幹変化 e → i） 注

plan プラン、計画
planear 計画を立てる
planta 植物
plata 銀
plato 皿、料理
playa ビーチ、海岸
plaza 広場
población 人口
poblado 人口がある
pobre 貧乏な、貧しい
Pobrecito. かわいそうだね。
poco ほとんどない
poder （[ 現 ] 語 幹 変 化 o → ue；[ 点 ] 強 変 化
pod → pud-） できる
poema 詩
policíaco 探偵ものの
poner （[ 現 ] １ 人 称 単 数 で g 挿 入；[ 点 ] 強 変 化
pon → pus-） 置く、セットする
ponerse 着る、身に着ける；〜になる
popular 人気がある
por 〜によって、〜が原因で、〜のあたりに
por ahora いまのところ
por aquí このへんに
por ejemplo たとえば
por eso というわけだから
por favor どうか、どうぞ
por fin ついに
por hoy 今日のところは
por lo general 一般に
por primera vez 初めて
por todos los lados 四方から
por dónde どこを通って
por qué なぜ、どのような理由で
por quién だれの替わりに
porque なぜならば
portero ≪サッカー≫ゴールキーパー
Portugal ポルトガル
portugués ポルトガル人（の）、ポルトガル語（の）、

文する

peinarse 髪をとく
pelear けんかする
película 映画
pelo 髪
pena 残念
pensar （[ 現 ] 語幹変化 e → ie） 思う、考える
peor よりわるい、より下手に
pequeño 小さい
perder （[ 現 ] 語幹変化 e → ie） なくす
perderse 道に迷う
perdido なくなった、行方不明の
perdón 許し
Perdón. すみません。
perezoso 怠惰な
perfectamente 完璧に
perfecto 完全な
perfume 香水
perla 真珠
permanecer （[ 現 ] １人称単数で z 挿入） 滞在する
permiso 許可
pero でも
perro 犬
persona 人
personalmente 個人的に
persuadir 説得する
pertenecer （[ 現 ] １人称単数で z 挿入） 所属する
Perú ペルー
pesado 重い；うっとおしい
pesar 体重がある
pescado 魚、シーフード
pesimista 悲観的な
piano ピアノ
picante 辛い
pie 足
pierna 脚
piloto パイロット
pingüino ペンギン
pintar 絵を描く
pintarse 化粧する
pintor 画家
pintura 絵画
pirámide ピラミッド
piscina プール
piso マンション
pista (de esquí) スキー場；(de hielo) スケート・

ポルトガルの
positivo 積極的な
prácticamente 実際に
practicar （[ 点 ] つづり字に注意） 練習する

precio 値段
preferir （[ 現 ] 語幹変化 e → ie；[ 点 ] 語幹変化 e → i）
より好む

pregunta 質問
preguntar 質問する
preocupado 心配した
preocuparse 心配する
preparación 心配、不安
preparar 準備する
presentarse 出席する
presidente 大統領、社長

リンク

pivote ≪サッカー≫ボランチ
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prestar 貸す
primavera 春
primero 第一の、最初の
primo いとこ
prisa 急ぎ
probar （[ 現 ] 語幹変化 o → ue） 試す
problema 問題
producir （[ 現 ] １ 人 称 単 数 で z 挿 入；[ 点 ] 強 変 化
-duc → duj-） 産出する
profesional 本職の、プロの
profesor 教授
profundo 深い
programa プログラム、番組
prohibido 禁止された
pronóstico 予報
pronto すぐに、まもなく
propio 自分自身の
proponer （[ 現 ] １ 人 称 単 数 で g 挿 入；[ 点 ] 強 変 化
-pon → -pus-） 提案する
prosperidad 繁栄
próspero 栄えある、幸せな
provincia 地方、県
próximo 次の、来たるべき
público 公共の
pueblo 村
pues ≪ためらい≫うん、まあ、それなら、ほんとに

raras veces めったに〜ない
ratero スリ
rato つかの間、少しの間
rayo 線
recibir 受け取る、受け入れる
recién –ado/-ido 最近〜したばかりの
recomendar （[ 現 ] 語幹変化 e → ie） 推薦する
recordar （[ 現 ] 語幹変化 o → ue）覚えている
recorrer 巡る
recto まっすぐに
refresco 冷たい飲み物
regalar プレゼントする
regalo プレゼント、お土産
regañar 叱る
región 地域
regresar 帰る、戻る
regreso 帰途、帰宅
relajado リラックスした
reloj 時計
repartir 配る
repetir （[ 現 ] 語 幹 変 化 e → i；[ 点 ] 語 幹 変 化 e → i）
繰り返す

〜だ

puntual 時間厳守の、几帳面な
que 〜ということ、≪比較≫〜より
que viene 来たるべき、次の
qué なに
¡Qué va! そんなばかな！、とんでもない！
¡Qué X! なんて X（形容詞）なのでしょう！、
なんという X（名詞）でしょう！
¿Qué tal X? X などいかがですか？
¿Qué tal? 調子はどうだい？
qué hora 何時
qué tiempo どんな天気
qué tipo de X どんなタイプの X
quedarse 居残る
querer （[ 現 ] 語 幹 変 化 e → ie；[ 点 ] 強 変 化
quer → quis-） ほしい、愛する、〜したい
querido 親愛なる、愛されている
queso チーズ
quién だれが
Quiero ser X. わたしは X になりたい。
química 化学
quince 15（の）
quiniela ≪サッカー≫サッカーくじ
quinientos 500（の）
quitarse 脱ぐ、体からはずす
ramo 束
rápido 速く、速い
13

reservación 予約
resfriado 風邪をひいている
respirar 呼吸する
restaurante レストラン
revista 雑誌
revolución 革命
rico 裕福な
río 川
ritmo リズム
robar 奪う、盗む
rodear 囲む
rodilla ひざ
rojo 赤い
ropa 衣類
rosa バラ
ruido 騒音
rumorear 噂する
Rusia ロシア
ruso ロシア語（の）、ロシア人（の）、ロシアの
sábado 土曜日
saber （[ 現 ] １人称単数 sé；[ 点 ] 強変化 sab → sup-）
知る、知っている

sacar （[ 点 ] つづり字に注意） 取得する、引き出す
sala リビング・ルーム、居間
salida 出口
salir （[ 現 ] １人称単数で g 挿入） 出る、外出する
salón 広間
salsa ソース
salud 健康
saludar 挨拶する
saludo 挨拶

salvado 救われた
san 聖（santo の語尾消失形）
se ≪間接目的格代名詞≫彼（ら）に、彼女（ら）に、
あなた（たち）に；≪再帰代名詞３人称単・複数≫自
分自身を・に
¿Se puede? 入っていいでしょうか ?
secador ドライヤー

secarse （[ 点 ] つづり字に注意） 自分の体を乾かす
seco 乾いた
secreto 秘密
sed のどの渇き
seguido 連続した
seguir （[ 現 ] 語幹変化 e → i ＋つづり字に注意；[ 点 ]
語幹変化 e → i） 続ける
según 〜によれば
segundo 第 2 の
seis 6（の）
seiscientos 600（の）
selección ≪サッカー≫代表
sello 切手、スタンプ
semana 週
Semana de Oro ゴールデン・ウィーク
semestre 学期
sentarse （[ 現 ] 語幹変化 e → ie） 座る
sentimiento 気持ち
sentir （[ 現 ] 語 幹 変 化 e → ie；[ 点 ] 語 幹 変 化 e → i）
残念に思う；感じる

sentirse 〜な気分である
señor ≪敬称≫氏
señora ≪敬称≫夫人
señorita ≪敬称≫嬢
septiembre ９月
ser （[ 現 ]soy – eres – es – somos – sois – son；[ 点 ]
fui – fuiste – fue – fuimos – fuisteis – fueron；[線]
era – eras – era – éramos – erais - eran） 〜で
ある

sermón お説教、小言
servir （[ 現 ] 語幹変化 e → i；[ 点 ] 語幹変化 e → i） 役
に立つ；
（飲食物を）出す
sesenta 60（の）
setecientos 700（の）
setenta 70（の）

severo 厳しい
Sevilla セビーリャ（スペイン南部の都市）
sexi セクシーな
sí ≪肯定の返答≫はい
si 〜かどうか；もし〜なら
siempre いつも
Siéntense. （複数の人に向かって丁寧に）どうぞおか
けください。
siesta 昼寝

siete 7（の）
siglo 世紀
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símbolo シンボル
simpático 感じのよい
simple 単純な
sin 〜なしで
sin duda alguna なんの疑いもなく
sin querer 思わず
sitio 場所
situación 状況
snowboard スノーボード
sobre 〜について、〜の上に
sobresaliente ≪成績≫優、Ａ
sociable 社交的な
sociedad 社会
socio ≪サッカー≫クラブ会員
sofá ソファー
sol 太陽、日差し
soler （[ 現 ] 語幹変化 o → ue） つねに〜する
solicitud 申請書
sólo ただ、単に
solo ひとりで
sombrero 帽子
sonar （[ 現 ] 語幹変化 o → ue） 鳴る
sonido 音
sonreír （[ 現 ] 語 幹 変 化 e → i；[ 点 ] 語 幹 変 化 e → i）
ほほえむ

Soy X. わたしは X です。
su 彼（ら）の、彼女（ら）の、あなた（たち）の
subir のぼる
substitución ≪サッカー≫控え選手
sucio 汚れた
Suecia スイス
sueldo 給料
sueño 夢、眠気
suerte 運
suizo スイス人（の）、スイスの
superficie 面積
sur 南
surf サーフィン
sushi 寿司
tacaño けちな
tailandés タイ語（の）、タイ人（の）、タイの
Tailandia タイ
talento 才能
también 〜もまた
tambor ドラム、太鼓
tan そのように
tanto それほど多くの、それほど多く、
tanto A como B A も B も
tanto como 〜と同じぐらい
taquilla 切符売場、窓口
tardar 時間がかかる
tarde 午後；遅い、遅く
tarea 宿題

tarjeta カード、はがき
tarjeta amarilla ≪サッカー≫イエローカード
tarjeta roja ≪サッカー≫レッドカード
tarta ケーキ
taxi タクシー
taza カップ
te ≪直接目的代名詞・間接目的代名詞・再帰代名詞２

trabajador 働き者、努力家
trabajar 働く
trabajar por horas バイトをする
trabajo 仕事；レポート
tradicional 伝統的な
traducir （[ 現 ] １ 人 称 単 数 で z 挿 入；[ 点 ] 強 変 化
-duc → duj-） 翻訳する
traer （[ 現 ] １ 人 称 単 数 で ig 挿 入；[ 点 ] 強 変 化
tra → traj-） 持ってくる
traje スーツ
traje de novia ウェディング・ドレス
tranquilamente ゆったりと、のんびりと
tranquilo ゆったりした、のんびりした
tratar あつかう
travieso いたずらっ子の
trece 13（の）
trecientos 300（の）
treinta 30（の）
tren 列車、電車
tren bala 新幹線
tres 3（の）
triste 悲しい
tu きみの
tú きみは
turco トルコ人（の）、トルコの
turismo 観光
turístico 観光の
turno 当番
Turquía トルコ
tuyo きみの（もの）
Ud. ＝ usted
Uds. ＝ ustedes
último 最後の、いちばん最近の
última moda 最新の流行
un 【男性単数】ある、ひとつの
un momento すこしの間
Un momento. ちょっと待ってください。
un par de ２，３の〜
un poco 少し
una 【女性単数】ある、ひとつの
unas 【女性複数】いくつかの
unidad 単位
uniforme ユニフォーム
Unión Europea ヨーロッパ連合
universidad 大学
universo 宇宙
uno 1（の）；だれでも
uno a otro お互い
unos 【男性複数】いくつかの
uña 爪
usar 使う
uso 使用
usted あなた（は）

人称単数≫きみを；きみに；きみ自身を・に

té 紅茶
teatro 劇場、演劇
técnico ≪サッカー≫監督
tele テレビ
teléfono 電話
televisión テレビ
temperatura 気温
templo 寺院、お寺
temporada 時期、季節
temprano 早い、早く
tener （[ 現 ] １人称単数で g 挿入 ＋語幹変化 e → ie；[ 点 ]
強変化 ten → tuv-） 持つ
tener que 不定詞 〜しなければならない
tenis 【単複同形】テニス
tenso 緊張した
tercero 第 3 の
terminar 終える、終わる
terrible ひどい
territorio 領土
tesoro 宝物
ti 【前置詞の後に使用】きみ
tiempo 時間；天気
tiempos extra ≪サッカー≫ロスタイム
tienda 店、ショップ
tienda de veinticuatro horas コンビニエンス・
ストア

tierra 地面、土地
tijera はさみ
tímido 恥ずかしがり屋の
tío おじ
tipo タイプ
tiro ≪サッカー≫シュート
tiro libre ≪サッカー≫フリーキック
tocar （[ 点 ] つづり字に注意）（楽器を）ひく、（順番・
くじが）当たる

todavía いまだに、まだ
todo 全〜、毎〜、すべて
todo recto ずっとまっすぐ、直進して
Tokio 東京
tomar 食べる、飲む、（乗り物に）乗る、取る
tonto 馬鹿な
toque ≪サッカー≫タッチ
torre 塔、タワー
tortilla 卵焼き
totalmente まったく
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ustedes あなたがた（は）
útil 役に立つ、便利な
utilizar （[ 点 ] つづり字に注意） 使用する
vacación 休暇
vagón 車両
Vale. 了解。、オーケイ。
vario いくつかの
vecino 隣人
veinte 20（の）
veinticinco 25（の）
veinticuatro 24（の）
veintidós 22（の）
veintinueve 29（の）
veintiocho 28（の）
veintiséis 26（の）
veintisiete 27（の）
veintitrés 23（の）
veintiuno 21（の）
venda 包帯、サポーター
vendedor 店員
vender 売る
venir （[ 現 ] １人称単数で g 挿入 ＋語幹変化 e → ie；[ 点 ]
強変化 ven → vin-） 来る
Venezuela ベネズエラ・ボリバル共和国
ventana 窓
ver （[ 現 ] １ 人 称 単 数 で e 挿 入；[ 線 ]veía – veías –
veía – veíamos – veíais - veían） 見る、会う
verano 夏
verdad 本当のこと、真実
¿verdad? ≪付加疑問≫ですよね？
verdura 野菜
vergüenza 恥
vestíbulo 玄関
vestido 洋服
vestirse （[ 現 ] 語 幹 変 化 e → i；[ 点 ] 語 幹 変 化 e → i）

vosotros きみたち（は）
voz 声
vuelo 飛行機、フライト
vuelta 帰り、帰還
vuestro きみたちの
Washington ワシントン
web ウェブサイト
whisky ウィスキー
y と、そして
y así というわけなので
¿Y tú? きみはどうですか ?
¿Y Ud.? あなたはいかがですか ?
ya もう、すでに
yen ≪貨幣≫円
yo わたしは、ぼくは
zapato くつ
zona 地域
zoológico 動物園
zumo ジュース
zurdo 左利きの

着る

vez 回
vía 経由で
viajar 旅する、旅行する
viaje 旅、旅行
vida 人生、生活、命
viejo 年を取った
viento 風
viernes 【単複同形】金曜日
vino ワイン
violín バイオリン
visitar 訪問する、訪れる
vivir 住む、暮す、生きる
vocal ボーカル、歌い手
volumen ボリューム
voluntario 自発的、ボランティアの
volver （[ 現 ] 語幹変化 o → ue） 戻る、帰る
volver a 不定詞 再び〜する
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