
カタルーニャ語のプチ会話

挨拶：

カタラン語 日本語の意味 発音

Bon dia おはよう ボンディア

Bona tarda こんにちは ボナタルダ

Bona nit こんばんは ボナニット

Fins després またね！ フィンズダスプレス

Fins demà また明日！ フィンズダマ

Adéu さようなら アデウ

Que vagi bé! お元気で！ カ・バジ・ベ

Si us plau お願いします スィス・プラウ

Gràcies ありがとう グラスィアス

Moltes gràcies どうもありがとう モルタス・グラスィアス

Perdona, ... すみませんが... パルドナ

Ho sento ごめんなさい ウ・センテュ

T'estimo あなたが好き タスティム

Sí はい スィ

No いいえ ノー

プチ会話：

Com et dius? Em dic Jordi.

あなたの名前は？ 私の名前はジョルディです。

コム・アット・ディウス？ アム・ディック・ジョルディ

Sóc japonès. Sóc japonesa.

僕は、日本人です。 あたしは、日本人です。

ソック・ジャプネス ソック・ジャプネザ

Molt de gust.

はじめまして

モル・ダ・グスト



M'agradaria visitar museus.

美術館に行きたいんですが...

マグラダリア・ビジター・ムゼウス

Obert Tancat

開いている（お店など） 閉まっている（お店など）

ウバート タンカット

On es pot canviar diners?

どこで両替が出来ますか？

オンナスポット・カンビアー・ディネース？

No t'entenc. Parles anglès?

分かりません。 あなたは英語が話せますか？

ノ・タンテンック パルラス・アングレス？

On són els lavabos? Fa sol.

お手洗いはどこですか？ 晴れています。

オン・ソン・アルス・ラバブス？ ファ・ソル

Quant val això ? Com puc anar a Besalu?

おいぐらですか？ どうやってベサルに行きますか？

クアン・ヴァル・エィショ？ コム・プック・アナー・ア・バザル？

Doni'm un bitllet per a Tarragona, si us plau.

タラゴナへの切符、１枚下さい。

ドニム・ウン・ビイェット・パラ・タラゴナ・シスプラウ

Només anada. Anada i tornada.

片道のみ 往復

ノメス・アナダ アナダ・イ・テュルナダ

Com es diu això, en català?

カタルーニャ語で、これは何と言いますか？

コマ・アス・ディウ・エィショ、アン・カタラ？

M'agrada molt. No m'agrada gens.

とても気に入りました。 全然気に入りません

マグラダ・モール ノ・マグラダ・ジェンス

Es massa car !

高すぎますよ！

エス・マサ・カー！



Vull agafar un taxi. Un got d'aigua, si us plau.

私はタクシーを拾いたいです。 水を一杯下さい。

ブイ・アガファー・ウン・タクスィー ウン・ゴット・ダイグア・シスプラウ

Hi ha bons bars de tapas a prop d'aquí?

この近くに美味しいタパスバルありますか？

イ・ア・ボンス・バーズ・ダ・タパス・ア・プロップ・ダキ？

El compte, si us plau. M'és ben igual

お勘定お願いします。 別に...　（どれ）どちらでもいい...

アル・コンプタ・シスプラウ メス・ベン・イグアル

Això rai... I tant !

問題ありません、構いません。 もちろん！

エィショー・ライ イ・タン！

No tinc temps

時間がない

ノ・ティンク・テムプス

数字：

カタラン語 日本語 発音 カタラン語 日本語 発音

U / Una 1 ウ / ウナ Dos / Dues 2 ドス　/ デュアス

Tres 3 トレス Quatre 4 クアトラ

Cinc 5 スィンック Sis 6 スィッス

Set 7 セット Vuit 8 ヴィット

Nou 9 ノウ Deu 10 デウ

Onze 11 オンザ Dotze 12 ドットザ

Tretze 13 トレットザ Catorze 14 カトルザ

Quinze 15 キンザ Setze 16 セットザ

Disset 17 ディセット Divuit 18 ディヴイット

Dinou 19 ディノウ Vint 20 ビン

Trenta 30 トランタ Quaranta 40 クアランタ

Cinquanta 50 スィンクアンタ Seixanta 60 サシャンタ

Setanta 70 サタンタ Vuitanta 80 ヴイタンタ

Noranta 90 ヌランタ Cent 100 セン



Mil 1000 ミッル

Dilluns Dimarts

月曜日 火曜日

ディユンス ディマートス

Dimecres Dijous

水曜日 木曜日

ディメークラス ディジョウス

Divendres Dissabte

金曜日 土曜日

ディベンドラス ディサブタ

Diumenge

日曜日

ディウメンジャ

Ahir Avui

昨日 今日

アイ アヴイ

Demà Aquest any

明日 今年

ダマ アケット・アン

Aquest mes Aquesta setmana

今月 今週

アケット・メス アケスタ・セットマナ

レストランのプチ会話：

日本語：メニューを下さい。

カタルーニャ語：La carta, si us plau.
発音：ラ・カルタ・シスプラウ

日本語：定食を下さい。

カタルーニャ語：Serveixi'm el menu del dia, si us plau.



発音：サルベイシム・アル・マヌ・ダル・ディア・シスプラウ

日本語：（私達に）おすすめは何ですか？

カタルーニャ語：Que ens recomana ?
発音：ケ・アンス・レクマナ？

お肉の焼き方：

よく焼いた Molt feta モル・フェタ

ミディアム Al punt アル・プン

生焼け Poc feta ポック・フェタ

日本語：トマトが塗っているパンも、お願いします。

カタルーニャ語：Vull també pa amb tomàquet, si us plau.
発音：ブイ・タンベ・パ・アム・テュマケー・シスプラウ

日本語：赤ワイン一杯を飲みたいんですが...

カタロニア語：M'agradaria beure una copa de vi negre.
発音：マグラダリア・ベウラ・ウナ・コパ・ダ・ビ・ネグラ

飲物：

ミネラルウォーター Aigua sense gas アイグア・センサ・ガス

炭酸水 Aigua amb gas アイグア・アム・ガス

赤ワイン Vi negre ビ・ネグラ

白ワイン Vi blanc ビ・ブランック

ロゼ Vi rosat ビ・ルザット

ビール Cervesa サルベザ

スパークリングワイン Cava カバ

日本語：お勘定をして下さい。

カタロニア語：El compte, si us plau.
発音：アル・コンプタ・シスプラウ

それでは、「 Bon profit ! 」、よい食事を！
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