
全ての音声ファイルと共にブックをアップロードするために十分な時間が必要です…



こんにちは、ようこそ!  

準備はいいですか？語学学習が初めての方、既に知っている方、会話力を上達させたい
方、語彙を増

やしたい方が、SPEAKIT言語学習講座で、会話力と理解力を思っている以上に簡単に上達
出来ます！

このコースで、基礎単語とよくある文章を学習するので、人々が何を言っているのかが分か
り、そしてさ

らに、少なくとも正しい時に正しいことが言えるように会話も多少出来るようになります。そ
れって凄くな

いですか？

操作方法は？...

トピックを選択 – 録音音声を押して、テキストに従うだけです！

このようにシンプルです – シンプルに学習！

コースは日常生活のトピックに分かれていて、観光だけでなく、よくある状況下で基礎的な
文法や構文

を調べずに、英語を理解して自分を表現したい全ての方々にも適しています。 

言葉を聞いて、聞いた各単語や文章を復唱します – 1回だけではなく2回します！これによ
り、読んで、

吸収して、そして話せるようになります！そして、もし1回目で上手くならなくても、2回、3回と
繰り返せば

きっと上手くなります。いつでもしたい時に何回でも練習しましょう！覚えておくべき最も重要
なことは、



決して話すのを怖がらないことです。そうすれば、他の人達もあなたの母国語でないことを
理解してくれ

るので大丈夫です。それで？言葉は人々を1つにしてくれ、そして相手の言葉を話そうとすれ
ば、多少間

違っていても、皆常に賞賛してくれます。 

新しい言葉の学習を開始しますか？さあ、始めましょう！ 

Speakit.tvを御覧ください

speakit.tv

各々のSPEAKIT言語学習コースには以下のトピックがあります： 

前書きと序文 
1. 知っておくべきこと
2. 話し始め
3. いくら、いくつ？
4. 一般的な質問
5. 重要な言葉
6. 形容詞
7. 数
8. 色
9. 曜日
10. 時間を知る
11. 個人情報
12.  ホテル
13. レンタカー
14. 友達と仕事
15. 新しい言語
16. 電話での会話
17. レストランと食べ物
18. タクシー
19. 公共交通機関
20. 買い物

http://www.speakit.tv
http://www.speakit.tv


1.どうか
Coisas que você precisa saber
1.

はい。同意・賛同の言葉から始めるのはいいことですね。はい
sim 
si~

~ represents a nasal; there is no “m” sound
2.

快く「はい」とばかり受けるわけにはいきませんよね。「いいえ」ときっぱり断りましょ
う。いいえ

Não
naw~

the pronunciation is like the word “now”, but the /a/ sound is nasal
3.

「はい」と「いいえ」を覚えたら今度はお願い事をするためにこう言いましょう。どう
か・お願いします

Por favor
poh’ favo[h’]

The final “h’” is supposed to be pronounced like in “house”.
[h’] sometimes it is not pronounced
4.

もしお願いしたものが貰えたらお礼を言いたいですよね。そんな場合はこう言いまし
ょう。ありがとう

Obrigado/a
obrigádu/a

“obrigado” is said by men; women say “obrigada”.
5.





もっと丁寧にお礼がしたい場合はこう言いましょう。どうもありがとう
Muito obrigado
múytu obrigádu

In “muito”, “mui-” is normally nasal.
6.
お礼を言われた人はきっと「いいのよ」・「気にしないで」もしくは謙虚にこう返事する
でしょう。
どういたしまして

De nada
dji náda

7.
さあ、これで皆さん言葉を組み合わせることができますね。言ってみましょう。はい、
お願いします。

Sim, por favor
si~, poh’ favó[h’]

8.
もしくは、いいえ、結構です。

Não, obrigado/a
naw~, obrigádu/a

9.
「すみません」は面白い表現ですよね。丁寧に言いたいときや誰かの注意を引きたい
時、お願いをしたい時などいろいろと使えます。例えば、「すみません、あなたは私の足
を踏んでいますよ！」― すみません

Com licença
co~ lisénsa

10.
許して欲しい時もありますよね。「あら、許してください。そんなつもりはなかったんで
す！」もし間違って傷つけてしまったらこう言えますね、許してください

Desculpe(-me)
djiskúwpi(-mi)

Desculpa
djiskúwpa

“Desculpa” is very informal. “Me desculpe” and “Me desculpa” are very 
used, but “me” at the beginning of a sentence is wrong in Standard BR 
Portuguese
11.

もしストレートにお詫びの言葉を言いたい場合は、ごめんなさいといいましょう。ご
めんなさい

Sinto muito
Síntu múytu



You can add “eu” before “sinto”.
12.

そしてもし何も問題がない場合はこう言えますね。大丈夫です
Tudo bem
Túdu bey~

“ey~” is a nasal diphthong, it sounds similar to “ai” in train, there is no “m” 
sound
13.

さて、ではデートをしたくなったらどう言いましょうか？まずは挨拶からですよね。こん
にちは

Olá
olá

Another word is “oi”, which is more like “hi”.
14.

そしてお別れの時間が来たらこう言いましょう。楽しかったです。また会えるといいで
すね。さようなら

Tchau
tshaw

“ow” like in “now”
15.

時には本当にまた会いたい人もいるでしょう。そんな時にぴったりなのが「またね」。な
んにせよ言ってみましょう。またね

Até logo
Até: ló:gu

16.
不思議なことにどんな言語でも特別な挨拶が朝にはあります。朝誰かにあったらこう
言いますよね。おはよう！

Bom dia
bo~ djía

Although “dia” means “day”, the expression “bom dia” is used only in the 
morning. You sound weird saying “bom dia” after midday.
17.

そして午後にも特別な挨拶があります。こんにちは！
Boa tarde!
bóa táh’dji

18.
そして夕方に会ったらこう言えますね。こんばんは！

Boa noite!
bóa nóytshi

19.



そして夜に眠くなったら？そうですね！こう言いますよ。おやすみ！
Boa noite!
bóa nóytshi

We say “boa noite” for both “good evening” and “good night”
20.

そしてぐっすり眠ったらまた新しい一日の始まりです。誰かを家に招待したいです
ね。友達がやって来たらこう言いましょう。ようこそ・いらっしゃい

Bem-vindo!
bey~ víndu

21.
誰かとばったり会ったらちょっとおしゃべりをしますよね。いつも同じ返事かもしれな
いけど一応聞いちゃいますよね。最近どうですか？

E as novidades?
i as novidádjis

22.
お元気ですか？
本日はご機嫌いかがですか？

Como você está hoje?
kómu istá vosé óji

“j” is pronounced like “s” in “pleasure”
23.

もしくはさらっとこう言う人もいるでしょう。今日の調子はどうですか？
Como vai você hoje?

kómu vay vosé óji
24.

大抵の人はそう聞いたら丁寧な返事を期待しますよね。愚痴ばっかり聞くのは嫌です
からね。ですからこう言いましょう。元気ですよ。ありがとう。

Bem, obrigado/a 
bey~, obrigádu/a

25.
とても元気ですよ。あなたはどうですか？

Comigo, está tudo bem. E com você?
komígu istá túdu bey~

i ko~ vosé
26.

そしてもし皆大丈夫でしたら、少なくとも文句を言った人がいなければ丁寧にこう言
いましょう。楽しかったです。

Foi um prazer
foy u~ prazé[h’]

27.



招いた側はこう返事するかもしれないですね。「喜んで」
いつでも礼儀正しくするのはいいことですね。喜んで

O prazer é meu
u prazér e: mew

The final “r” for “prazer” is not pronounced as /h’/ because it is followed by 
a vowel.
28.

さて、続けて礼儀正しくいきましょう。お別れの際にはこう言ったらどうでしょう。～で
ありますように

Eu lhe desejo...
ew lyi dezéju

29.
他にも「がんばって」「がんばれ」などとも言えますね。祈りましょう。幸運を祈ります

Boa sorte
bóa só:h’tshi

30.
もちろん、ただ漠然とではなく絞ってみることもできますね。健康と幸せを祈ります。

Muita saúde e felicidade
múyta saúdji i felisidádji

31.
他の挨拶では良い休暇を！などがあります。良い休暇を！

Bom Feriado
bo~ feriádu

32.
そしてもちろん明けましておめでとう

Feliz Ano Novo
felíz ánu nóvu

33.
さようならの他にもお別れの挨拶はありますよ。いってらっしゃい

Boa viagem
bóa viájey~

34.
やあ、君！何歳になったの？お誕生日おめでとう

Feliz aniversário
felíz aniveh’sáryu

You can also say “parabéns”
35.

そして結婚した日を祝ってこう言いましょう。結婚記念日おめでとう
(Meus) Parabéns
(mews) parabéy~z



Here people are more likely to say “parabéns", but you can also say "Feliz 
Aniversário"
36.

どうぞごゆっくりとおくつろぎください
Aproveite sua estadia
aprovéytshi súa istadjía

37.
そして、良い一日を

Tenha um bom dia
téña u~ bo~ djía 

“ñ” is similar to “n” followed by “y”, like this “ny” – sometimes it is just a 
“nasal vowel” followed by “y”: “te~ya”
38.

そしてこの挨拶はいつでも使えるでしょう。がんばって
Tudo de bom
túdu dji bo~



12.ホテル
Hotéis
355.

さて、それでは無事に着陸し、入国審査も済ませ、観光客として空港を離れました。今
度はどのような場面に遭遇するでしょうか？ホテルですよね。部屋があるかどうかを確
認するために予約を入れましょう。ホテルの部屋を予約する

Fazendo reservas em hotel
fazéndu h’ezé:h’vaz ey~ hoté:w

356.
もしまだ予約がないのならホテルスタッフへの最初の質問は、もしもし、空き部屋は
ありますか？

Olá, tem quarto vago?
olá, tey~ kwáh’tu vágu

Talking on the phone, people are more likely to say “Alô” instead of “Olá”. 
357.

この返答は聞きたくないですよね。すみません、満室です。
Sinto muito, está tudo ocupado
síntu múytu, istá túdu okupádu

358.
もし、予約を入れておいたならこう言えますね。私は予約があります。

Eu tenho uma reserva
ew téñu úma h’ezé:h’va

359.
もし予約がないのなら、最善を尽くしましょう。私は予約がありません。

Eu não tenho reserva
ew naw~ téñu h’ezé:h’va

360.





もしかするともっと情報を伝えないといけないかもしれませんね。私は部屋が必要で
す。

Eu preciso de um quarto...
Ew presízu dji u~ kwáh’tu

361.
一晩

para uma noite
pára úma nóytshi

362.
大人二名と子供二人

para dois adultos e duas crianças
pára doyz adúwtuz i dúas kriánsas

363.
ちょっと不自然に聞こえるかも知れませんが、経験上トイレ・シャワー付きと付け加え
た方がいいかもしれません。トイレ・シャワー付き

com banheiro
ko~ bañéyru

364
シングル・ベッドもしくはダブル・ベッド

com uma cama de solteiro / uma cama de casal
ko~ úma káma dji sowtéyru / úma káma dji kazáw

365.
部屋はどこですか？一階です。一階

no primeiro andar
nu priméyru andá[h’]

366.
それとももしかすると最上階にあるかもしれませんね。最上階

no piso superior
nu pízu superió[h’]

367.
階段を使って上階にあがる必要がありますか？上階

andar de cima
andáh’ dji síma

それとも階下に下りますか？階下
368.

それとも階下に下りますか？下階
andar de baixo

andáh’ dji báyshu
369.

でもスーツケースがありますのでエレベーターはありますか？エレベーター



elevador
ele:vadó[h’]

370.
ホテルの所在地は観光客にとってとても大事ですし料金にも影響しますよね。ホテル
は繁華街にあるかもしれませんし、駅の近くかもしれませんし、郊外にあるかもしれま
せん。ホテルの正確な住所を知っておくのはいいことかもしれませんね。場所はどち
らですか？

Onde você está localizado?
óndji vosé istá lokalizádu

371.
もし所在地からはよくわからなかったならば、こういう聞き方もあります。～からはどう
やってそちらに行けますか？

Como eu chego aí saindo de...?
kómu ew shégu aí saíndu dji

“aí” is the place where the person you are talking to is, no matter how far
372.

そしてもちろん後でびっくりしないように聞いておきましょう。料金はいくらですか？
Quanto custa?
kwántu kústa

373.
こちらは必ずしも明瞭ではありませんが、料金に朝食は含まれますか？・朝食付きで
すか？

O preço inclui café da manhã?
u présu inklúy kafé: da mañá~ 

374.
では食事の用語を復習しましょう。朝食

café da manhã
kafé: da mañá~

375.
昼食

almoço
awmósu

376.
夕食

jantar
jantá[h’]

377.
ホテルスタッフのことを忘れていましたね。なんと言いましょうか？その部屋下さい。
ありがとう。私はそちらに・・・4時までに到着します。

Obrigado, estarei aí até... 4



obrigádu, istaréy aí até: 4
378.

ほとんどの国には観光案内所があります。ほとんどのホテルも観光客用に受付があり
ます。観光案内所

Informações Turísticas
informasóy~s turístikas

379.
必要に応じて波線を埋めて質問を完成させてください。すみません、～はどこにあり
ますか？

Com licença, onde posso encontrar...?
ko~ lisénsa, óndji pó:su enkontrá[h’]

380.
別れて買い物をしましょうか。だとすると集合場所が必要ですね。集合場所・集合地

ponto de encontro
póntu dji enkóntru

381.
ひょっとすると街の地図を持っていますか？街の地図

mapa da cidade
mápa da sidádji

382.
レンタカー代理店を探すのを手伝ってくれませんか？レンタカー代理店

uma locadora de veículos
úma lokadóra dji veíkulus

383.
実は私はタクシー乗り場かバス停がいいのですが。タクシー乗り場・バス停

ponto de táxi / ponto de ônibus
póntu dji táksi / póntu dji ónibus

384.
～への電車

Um trem para...
u~ trey~ pára




