
かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 10 ：① TENER、② 数字（20～199） 

✦ TENER（～を持っている） 

➤ TENER を使った表現 

英語と異なり、スペイン語では上記の表現をする場合は ESTAR（英語のbe動詞）を使わず、TENER を使って
表現します。”Estoy hambre.” と間違えて言ってしまうことも多いので注意が必要です。 

✦ 数字（20～199）* 

* 1～20 は Lección 6 参照。 

yo nosotros

tú vosotros

él ellos

1 お腹が空いている

2 のどが渇いた

3 眠い

4 寒い

5 暑い

6 急いでいる

20 30 40

21 31 50

22 32 60

23 33 70

24 34 80

25 35 90

26 36 100

27 37 101

28 38 150

29 39 199



かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 10 ：③ Conversación 10 

 

Conversación 10. ¿Cuántos años tienes? - 君は何歳？ 

✦ 今回の単語・表現

➤ cuánto の用法 

• cuánto “いくつ、いくら” は形容詞として使われる場合、後ろの名詞に合わせて性数一致します。 

 例： ¿Cuánto dinero tienes?  君はお金をどのくらい持っているの？ 

  ¿Cuánta agua tienes?  君はどのくらい水を持っているの？ 

  ¿Cuántos años tienes?  君は何歳（いくつの年を持っているの）？ 

  ¿Cuántas manzanas tienes?  君はいくつりんごを持っているの？ 

• 副詞として使われる場合、形は変わりません。 

 例： ¿Cuánto cuesta?   いくらですか？  

1 ¿Cuántos años tienes? 君は何歳？

2 Tengo ◯◯ años. 私は◯◯歳です。

3 Es un secreto. 秘密です。

Lingua:  ¿Cuántos años tienes? 

Mateo:  Tengo 30 años. ¿Y tú? 

Lingua:  Es un secreto.

君は何歳？ 

私は30歳。君は？ 

秘密。



かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 10 【REPASO】 

♪ 次の表を埋めましょう。 
✦ TENER（～を持っている） 

➤ TENER を使った表現 

✦ 数字（20～199） 

♪ 次の日本語をスペイン語に訳しましょう。 

yo nosotros

tú vosotros

él ellos

1 お腹が空いている 4 寒い

2 のどが渇いた 5 暑い

3 眠い 6 急いでいる

20 30 40

21 31 50

22 32 60

23 33 70

24 34 80

25 35 90

26 36 100

27 37 101

28 38 150

29 39 199

Lingua:  君は何歳？ 

Carlos:  私は30歳だよ。君は？ 

Lingua:  秘密。

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________



かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 10 【EJERCICIOS】 

1. 次の空欄を TENER をつかって埋めてください。 
(1) ¿Cuántos años ____________________ (usted)?  あなたは何歳ですか。 
(2) (Yo) ____________________ 29 años.   私は29歳です。 
(3) Ella es joven. ____________________ 20 años.  彼女は若いです。20歳です。 
(4) ¿(Tú)____________________ prisa?    君は急いでいますか。 
(5) Arturo y yo somos mayores.  ____________________ 89 años.  
     アルトゥーロと私は年をとっています。89歳です。 
(6) ¿Cuántos años ____________________ (ustedes）? あなた方は何歳ですか。 
(7) ¿(ustedes）____________________ sed?   君たちは喉が渇いていますか。 

2.  次の文をスペイン語に訳してください。【動画】 
(1) 私はお腹が空きました。  _____________________________________________________ 
(2) 私たちは眠いです。   _____________________________________________________ 
(3) 彼女は兄が2人います。  _____________________________________________________ 
(4) あなたは何歳ですか。 - 私は73歳です。 
_________________________________________________________________________________________ 
(5) それは秘密です。   _____________________________________________________ 
(6) 君たちは18歳だよね。若いね。 
_________________________________________________________________________________________ 

3. 聞こえた数字を書き取ってください。【動画】 
(1) ________________________ 
(2) ________________________ 
(3) ________________________ 

(4) ________________________ 
(5) ________________________ 
(6) ________________________ 

4. 次の数字をスペイン語で読んで/書いてください。【動画】 
(1) 77  _____________________________________________ 
(2) 123  _____________________________________________ 
(3) 38   _____________________________________________ 
(4) 144  _____________________________________________ 
(5) 95   _____________________________________________ 
(6) 61   _____________________________________________ 
(7) 189  _____________________________________________ 
(8) 56   _____________________________________________ 



かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 10 【SOLUCIÓN】 

1. 次の空欄を TENER をつかって埋めてください。 
(9) ¿Cuántos años ____________________ (usted)?  あなたは何歳ですか。 
(10)(Yo) ____________________ 29 años.   私は29歳です。 
(11)Ella es joven. ____________________ 20 años.  彼女は若いです。20歳です。 
(12)¿(Tú)____________________ prisa?    君は急いでいますか。 
(13)Arturo y yo somos mayores.  ____________________ 89 años.  
     アルトゥーロと私は年をとっています。89歳です。 
(6) ¿Cuántos años ____________________ (ustedes）? あなた方は何歳ですか。 
(7) ¿(Vosotros）____________________ sed?   君たちは喉が渇いていますか。 

2.  次の文をスペイン語に訳してください。【動画】 
(1) 私はお腹が空きました。  _____________________________________________________ 
(2) 私たちは眠いです。   _____________________________________________________ 
(3) 彼女は兄が2人います。  _____________________________________________________ 
(4) あなたは何歳ですか。 - 私は73歳です。 
_________________________________________________________________________________________ 
(5) それは秘密です。   _____________________________________________________ 
(6) 君たちは18歳だよね。若いね。 
_________________________________________________________________________________________ 

3. 聞こえた数字を書き取ってください。【動画】 
(1) ________________________ 
(2) ________________________ 
(3) ________________________ 

(4) ______________________________________ 
(5) ______________________________________ 
(6) ______________________________________ 

4. 次の数字をスペイン語で読んで/書いてください。【動画】 
(1) 77  _____________________________________________ 
(2) 123  _____________________________________________ 
(3) 38   _____________________________________________ 
(4) 144  _____________________________________________ 
(5) 95   _____________________________________________ 
(6) 61   _____________________________________________ 
(7) 189  _____________________________________________ 
(8) 56   _____________________________________________ 

tiene
tengo

Tiene
tienes

Tenemos

tienen
tenéis

Tengo hambre.
Tenemos sueño.
Ella tiene dos hermanos.

¿Cuántos años tiene? - Tengo setenta y tres años.
Es un secreto.

Tenéis dieciocho años, ¿verdad? Sois jóvenes.

60 (sesenta)
32 (treinta y dos)

86 (ochenta y seis) 199 (ciento noventa y nueve)

176 (ciento setenta y seis)
150 (ciento cincuenta)

setenta y siete
ciento veintitrés
treinta y ocho
ciento cuarenta y cuatro
noventa y cinco
sesenta y uno
ciento ochenta y nueve
cincuenta y seis


