１．書き始め基本文例
はじめまして。私は田中一郎です。
Hola, mucho gusto. Me llamo Ichiro Tanaka.
ｵﾗ､ ﾑﾁｮ ｸﾞｽﾄ｡ ﾒ ﾔﾓ ｲﾁﾛ ﾀﾅｶ｡
私と友達になってくれる日本人以外の人を探しています。
Busco amigos, que no sean japoneses.
ﾌﾞｽｺ ｱﾐｰｺﾞｽ､ ｹ ﾉ ｾｱﾝ ﾊﾎﾟﾈｾｽ｡
私はスペイン語は全く分かりませんので、少し日本語が話せる人は大歓迎です。
Como no hablo espańol, me encantaría encontrar a gente, que hable un poco de japonés.
ｺﾓ ﾉ ｱﾌﾞﾛ ｴｽﾊﾟﾆｮｰﾙ､ ﾒ ｴﾝｶﾝﾀﾘｱ ｴﾝｺﾝﾄﾗｰﾙ ｱ ﾍﾝﾃ､ｹ ｱﾌﾞﾚ ｳﾝ ﾎﾟｺ ﾃﾞ ﾊﾎﾟﾈｽ｡
でも、私は努力してスペイン語が話せるようになりたいと思っています。
Pero me esfuerzo por estudiar el espańol.
ﾍﾟﾛ ﾒ ｴｽﾌｴﾙｿ ﾎﾟﾙ ｴｽﾂｩﾃﾞｨｱﾙ ｴﾙ ｴｽﾊﾟﾆｮｰﾙ｡
最初は E メールフレンドから始めて、その後は少しずつ電話でお話できるようになりたい
と思っています。
Primero me gustaría hacer amigos por e-mail, y después también me encantaría hablar
con ellos por teléfono.
ﾌﾟﾘﾒﾛﾒ ｸﾞｽﾀﾘｱ ｱｾﾙ ｱﾐｰｺﾞｽ ﾎﾟﾙ ｲｰﾒｲﾙ､ ｲ ﾃﾞｽﾌﾟｴｽ ﾀﾝﾋﾞｴﾝ ﾒ ｴﾝｶﾝﾀﾘｱ ｱﾌﾞﾗｰﾙ ｺﾝ ｴﾖｽ ﾎﾟ
ﾙ ﾃﾚﾌｫﾉ｡
そして、少しずつスペイン語を自分のものにしていきたいと思っています。
Además quiero aprender paso a paso espańol.
ｱﾃﾞﾏｽ ｷｴﾛ ｱﾌﾟﾚﾝﾃﾞﾙ ﾊﾟｿ ｱ ﾊﾟｿ ｴｽﾊﾟﾆｮｰﾙ｡
もちろん、日本のことも知ってください、私が教えます。
Claro que también te enseńaré cosas sobre el Japón.
ｸﾗﾛ ｹ ﾀﾑﾝﾋﾞｴﾝ ﾃ ｴﾝｾﾆｬﾚ ｺｻｽｿﾌﾞﾚ ｴﾙ ﾊﾎﾟﾝ｡
ぜひ友達になってください。
Por favor se mi amigo.
ﾎﾟﾙ ﾌｧﾎﾞｰﾙ ｾ ﾐ ｱﾐｺﾞ｡

２．挨拶例文、あなたは？

あなたは私のＥパルになりませんか？
żQuieres ser mi amigo/ amiga?
ｷｴﾚｽ ｾﾙ ﾐ ｱﾐｰｺﾞ/ ｱﾐｰｶﾞ?
あなたの事をもっと教えてください。
Cuéntame más sobre tí.
ｸｴﾝﾀﾒ ﾏｽ ｿｰﾎﾞﾚ ﾃｨ.
あなたの家族について教えてください。
Cuéntame más sobre tú familia.
ｸｴﾝﾀﾒ ﾏｽ ｿｰﾎﾞﾚ ﾂｩ ﾌｧﾐﾘｱ.
あなたの仕事はなんですか？
żCuál es tú profesión?
ｸｱﾙ ｴｽ ﾂｩ ﾌﾟﾛﾌｪｼｨｵﾝ?
あなたの趣味はなんですか？
żCuál es tú hobby?
ｸｱﾙ ｴｽ ﾂｩ ﾎﾋﾞｰ?
あなたが言いたいことは、何でも私に話してください。
Puedes hablar conmigo de lo que sea.
ﾌﾟｴﾃﾞｽ ｱﾌﾞﾗｰﾙ ｺﾝﾐｰｺﾞ ﾃﾞ ﾛ ｹ ｾｱ.
あなたは遠慮する必要はありません。
Habla con toda confianza.
ｱﾌﾞﾗ ｺﾝ ﾄﾀﾞ ｺﾝﾌｨｱﾝｻ.
あなたはこのことについてどう思いますか？
żComo piensas sobre esto?
ｺﾓ ﾋﾟｴﾝｻｽ ｿﾌﾞﾛｴ ｴｽﾄ?
あなたは誤ったアドレスにメッセージを送っていますよ。
Escribiste a la dirección equivocada.
ｴｽｸﾘﾋﾞｽﾃ ｱ ﾗ ﾃﾞｨﾚｸｼｨｵﾝ ｴｷﾎﾞｶﾀﾞ.

３．挨拶例文、私は？

私は初めてあなたからメールを受け取りました。
Recibí por primera vez tú e-mail.
ﾚｼﾋﾞ ﾎﾟﾙ ﾌﾟﾘﾒﾗ ﾍﾞｽ ﾂｩ ｲｰﾒｲﾙ.
あなたにメールを送るのは初めてです。
Te escribo por primera vez.
ﾃ ｴｽｸﾘﾎﾞ ﾎﾟﾙ ﾌﾟﾘﾒﾗ ﾍﾞｽ.
私は何について書けばいいですか？
żQué quieres que te escriba?
ｹ ｷｴﾚｽ ｹ ﾃ ｴｽｸﾘｰﾊﾞ?
私は上手に書き始める事が出来ない。
Me cuesta empezar a escribir.
ﾒ ｸｴｽﾀ ｴﾑﾍﾟｻﾙ ｱ ｴｽｸﾘﾋﾞｰﾙ.
私はサイトであなたのメールを見ました。
Encontré tú e-mail en la website.
ｴﾝｺﾝﾄﾚ ﾂｩ ｲｰﾒｲﾙ ｴﾝ ﾗ ｳｪﾌﾞｻｲﾄ.
私はあなたに興味が有ります。
Tengo interés en tí.
ﾃﾝｺﾞ ｲﾝﾃﾚｽ ｴﾝ ﾃｨ.
返事を待っています。
Espero tú respuesta.
ｴｽﾍﾟﾛ ﾂｩ ﾚｽﾌﾟｴｽﾀ.
私は貴方のメールを楽しみにしています。
Espero con ansias tú correo.
ｴｽﾍﾟﾛ ｺﾝ ｱﾝｼｨｱｽ ﾂｩ ｺﾚｵ.
私は新しい友達が欲しいです。
Quiero encontrar nuevos amigos.
ｷｴﾛ ｴﾝｺﾝﾄﾗｰﾙ ﾇｴﾎﾞｽ ｱﾐｰｺﾞｽ.
私はサッカーをするのが大好きです。
Me gusta jugar al fútbol.
ﾒ ｸﾞｽﾀ ﾌｶﾞﾙ ｱﾙ ﾌﾂﾎﾞﾙ.

私はコンピューターに興味があります。
Me interesa la computación.
ﾒ ｲﾝﾃﾚｻ ﾗ ｺﾝﾌﾟﾀｼｨｵﾝ.
私は近いうちにアメリカに滞在したいです。
En un futuro cercano quisiera vivir en América.
ｴﾝ ｳﾝ ﾌﾄｩﾛ ｾﾙｶﾉ ｷｼｴﾗ ｳﾞｨｳﾞｨﾙ ｴﾝ ｱﾒﾘｶ.
私は料理を習うためにフランスに行くつもりです。
Quiero irme a Francia para aprender a cocinar.
ｷｴﾛ ｲﾚﾒ ｱ ﾌﾗﾝｼｨｱ ﾊﾟﾗ ｱﾌﾟﾚﾝﾃﾞﾙ ｱ ｺｼﾅﾙ.
私はメールをもらってとても嬉しいです。
Me alegré mucho al recibir tú e-mail.
ﾒ ｱﾚｹﾞﾚ ﾑﾁｮ ｱﾙ ﾚｼﾋﾞﾙ ﾂｩ ｲｰﾒｲﾙ.
私はあなたのお役に立てたことを嬉しく思っています。
Me alegro mucho haber podido ayudarte.
ﾒ ｱﾚｸﾞﾛ ﾑﾁｮ ﾊﾍﾞﾙ ﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ ｱﾕﾀﾞﾙﾃ.
私はとても嬉しいです。
Me alegro mucho.
ﾒ ｱﾚｸﾞﾛ ﾑﾁｮ.
私は話をする相手がいません。
No tengo a nadie con quién hablar.
ﾉ ﾃﾝｺﾞ ｱ ﾅﾃﾞｨｴ ｺﾝ ｷｴﾝ ﾊﾌﾞﾗﾙ.
そしてメールをする相手もいません。
Y no tengo a nadie con quién escribir.
ｲ ﾉ ﾃﾝｺﾞ ｱ ﾅﾃﾞｨｴ ｺﾝ ｷｴﾝ ｴｽｸﾘﾋﾞｰﾙ.
質問があります。
Tengo una pregunta .
ﾃﾝｺﾞ ｳﾅ ﾌﾟﾚｸﾞﾝﾀ.
お願いがあります。
Tengo un favor.
ﾃﾝｺﾞ ｳﾝ ﾌｧﾎﾞｰﾙ.

私は福岡で生まれました。
Nací en Fukuoka.
ﾅｼｨ ｴﾝ ﾌｸｵｶ.
私は 20 歳の男性です。
Soy un hombre de 20 ańos.
ｿｲ ｳﾝ ｵﾑﾌﾞﾚ ﾃﾞ ﾍﾞｲﾝﾃ ｱﾆｮｽ.
私は東京で生まれて東京で育ちました。
Nací en Tokio y crecí allí.
ﾅｼｨ ｴﾝ ﾄｷｵ ｲ ｸﾚｼｨ ｱｲ.
女性のメール友達募集中。
Busco a amigas que me escriban.
ﾌﾞｽｺ ｱ ｱﾐｶﾞｽ ｹ ﾒ ｴｽｸﾘｰﾊﾞﾝ.
わたしはたくさん友達を作りたい！
Quiero encontrar a muchos amigos.
ｷｴﾛ ｴﾝｺﾝﾄﾗｰﾙ ｱ ﾑﾁｮｽ ｱﾐｰｺﾞｽ.
私は海外の人たちとお話したいです。
Quiero hablar con extranjeros.
ｷｴﾛ ｱﾌﾞﾗｰﾙ ｺﾝ ｴｸｽﾄﾗﾝﾍﾛｽ.
サッカー好きのメール大歓迎。
Busco especialmente a gente, que le guste el fútbol.
ﾌﾞｽｺ ｴｽﾍﾟｼｨｱﾙﾒﾝﾃ ｱ ﾍﾝﾃ､ ｹ ﾚ ｸﾞｽﾃ ｴﾙ ﾌｯﾄﾎﾞﾙ.
私は日本文化に興味を持っている方のメール待っています。
Busco a gente, que tenga interés en la cultura japonesa.
ﾌﾞｽｺ ｱ ﾍﾝﾃ､ ｹ ﾃﾝｶﾞ ｲﾝﾃﾚｽ ｴﾝ ﾗ ｸﾙﾂｩﾗ ﾊﾎﾟﾈｻ.
ジムと呼ばれてます。
Me llaman Jim.
ﾒ ﾔｰﾏﾝ ｼﾞﾑ.
1970 年生まれです。
Nací en 1970.
ﾅｼｨ ｴﾝ ﾐｰﾙﾉﾍﾞｼｨｴﾝﾄｽｾﾃﾝﾀ.

私は 20 歳の大学生です。
Soy un estudiante de 20 ańos / una estudiante de 20 ańos.
ｿｲ ｳﾝ ｴｽﾂｩﾃﾞｨｱﾝﾃ ﾃﾞ ﾍﾞｲﾝﾃ ｱﾆｮｽ/ ｳﾅ ｴｽﾂｩﾃﾞｨｱﾝﾃ ﾃﾞ ﾍﾞｲﾝﾃ ｱﾆｮｽ
私は Club-Ho Friends の web サイトであなたのメールを見ました。
Encontré tú e-mail en la Club-Ho Friends Website.
ｴﾝｺﾝﾄﾚ ﾂｩ ｲｰﾒｲﾙ ｴﾝ ﾗ ｸｰﾌﾟ ﾎ ﾌﾚﾝｽﾞ ｳｴﾌﾟｻｲﾄ.

４．相手に質問する
私は何について書けばいいですか？
żQué quieres que te escriba?
ｹ ｷｴﾚｽ ｹ ﾃ ｴｽｸﾘｰﾊﾞ?
あなたは私のＥパルになりませんか？
żQuieres ser mi amigo/ amiga?
ｷｴﾚｽ ｾﾙ ﾐ ｱﾐｰｺﾞ/ ｱﾐｰｶﾞ?
あなたの事をもっと教えてください。
Cuéntame más sobre tí.
ｸｴﾝﾀﾒ ﾏｽ ｿｰﾎﾞﾚ ﾃｨ.
あなたの家族について教えてください。
Cuéntame más sobre tú familia.
ｸｴﾝﾀﾒ ﾏｽ ｿｰﾎﾞﾚ ﾂｩ ﾌｧﾐﾘｱ.
あなたの仕事はなんですか？
żCuál es tú profesión?
ｸｱﾙ ｴｽ ﾂｩ ﾌﾟﾛﾌｪｼｨｵﾝ?
あなたの趣味はなんですか？
żCuál es tú hobby?
ｸｱﾙ ｴｽ ﾂｩ ﾎﾋﾞｰ?
あなたはこのことについてどう思いますか？
żComo piensas sobre esto?
ｺﾓ ﾋﾟｴﾝｻｽ ｿﾌﾞﾛｴ ｴｽﾄ?

質問があります。
Tengo una pregunta .
ﾃﾝｺﾞ ｳﾅ ﾌﾟﾚｸﾞﾝﾀ.
あなたのこと教えて。
Cuéntame de tí.
ｸｴﾝﾀﾒ ﾃﾞ ﾃｨ.
何処にお住まいですか？
żDónde vives?
ﾄﾞﾝﾃﾞ ｳﾞｨｳﾞｪｽ?
私と同じ趣味の人いませんか？
żHay alguién, que tenga el mismo hobby que yo?
ｱｲ ｱﾙｷﾞｴﾝ､ ｹ ﾃﾝｶﾞ ｴﾙ ﾐｽﾓ ﾎﾋﾞｰ ｹ ﾖ?

５．相手にお願いする
すぐ返事をください。
Por favor escríbeme pronto.
ﾎﾟﾙ ﾌｧﾎﾞﾙ ｴｽｸﾘﾍﾞﾒ ﾌﾟﾛﾝﾄ.
またメールください。
Por favor escríbeme otra vez.
ﾎﾟﾙ ﾌｧﾎﾞﾙ ｴｽｸﾘﾍﾞﾒ ｵﾄﾗ ｳﾞｪｽ.
あなたは私のＥパルになりませんか？
żQuieres ser mi amigo/ amiga?
ｷｴﾚｽ ｾﾙ ﾐ ｱﾐｰｺﾞ/ ｱﾐｰｶﾞ?
Ｅメールください。
Mándame una e-mail.
ﾏﾝﾀﾞﾒ ｳﾅ ｲｰﾒｲﾙ.
どうかそのことについてもっと詳しい情報をください。
Mándame por favor informaciones más detalladas.
ﾏﾝﾀﾞﾒ ﾎﾟﾙ ﾌｧﾎﾞｰﾙ ｲﾝﾌｫﾙﾏｼｨｵﾈｽ ﾏｽ ﾃﾞﾀﾔｰﾀﾞｽ.

どうすればいいか教えてください。
Dime por favor, żlo que deba hacer?
ﾃﾞｨﾒ ﾎﾟﾙ ﾌｧﾎﾞｰﾙ､ ﾛ ｹ ﾃﾞﾊﾞｱｾﾙ?
ニューヨークについて教えてください。
Cuéntame algo sobre Nueva York.
ｸｴﾝﾀﾒ ｱﾙｺﾞ ｿﾌﾞﾚ ﾇｴﾊﾞ ﾖﾙｸ.
お願いがあります。
Tengo un favor.
ﾃﾝｺﾞ ｳﾝ ﾌｧﾎﾞｰﾙ.
あなたのこと教えて。
Cuéntame de tí.
ｸｴﾝﾀﾒ ﾃﾞ ﾃｨ.

６．頻繁に使う言葉
すぐ返事をください。
Por favor escríbeme pronto.
ﾎﾟﾙ ﾌｧﾎﾞﾙ ｴｽｸﾘﾍﾞﾒ ﾌﾟﾛﾝﾄ.
返事を待っています。
Espero tú respuesta.
ｴｽﾍﾟﾛ ﾂｩ ﾚｽﾌﾟｴｽﾀ.
私は貴方のメールを楽しみにしています。
Espero con ansias tú correo.
ｴｽﾍﾟﾛ ｺﾝ ｱﾝｼｨｱｽ ﾂｩ ｺﾚｵ.
またメールください。
Por favor escríbeme otra vez.
ﾎﾟﾙ ﾌｧﾎﾞﾙ ｴｽｸﾘﾍﾞﾒ ｵﾄﾗ ｳﾞｪｽ.
ありがとう。
Gracias.
ｸﾞﾗｼｨｱｽ.

あなたが言いたいことは、何でも私に話してください。
Puedes hablar conmigo de lo que sea.
ﾌﾟｴﾃﾞｽ ｱﾌﾞﾗｰﾙ ｺﾝﾐｰｺﾞ ﾃﾞ ﾛ ｹ ｾｱ.
アドバイスありがとう。
Te agradesco por tú consejo.
ﾃ ｱｸﾞﾗﾃﾞｽｺ ﾎﾟﾙ ﾂｩ ｺﾝｾﾎ.
お返事のメール有り難うございます。
Te agradesco por tú respuesta.
ﾃ ｱｸﾞﾗﾃﾞｽｺ ﾎﾟﾙ ﾂｩ ﾚｽﾌﾟｴｽﾀ.
どういたしまして。
De nada.
ﾃﾞ ﾅﾀﾞ.
メールが遅れてごめんなさい。
Siento mucho escribirte tan tarde.
ｼｨｴﾝﾄ ﾑﾁｮ ｴｽｸﾘﾋﾞﾙﾃ ﾀﾝ ﾀﾙﾃﾞ.
本当にごめんなさい。
De veras que lo siento mucho.
ﾃﾞ ｳﾞｪﾗｽ ｹ ﾛ ｼｨｴﾝﾄ ﾑﾁｮ.
気にしないで。
No te preocupes.
ﾉ ﾃ ﾌﾟﾚｵｸﾍﾟｽ.
Ｅメールください。
Mándame una e-mail.
ﾏﾝﾀﾞﾒ ｳﾅ ｲｰﾒｲﾙ.
機嫌いかがですか。
żCómo estas?
ｺﾓ ｴｽﾀｽ?

