こんにちは、ようこそ!
発音を聞き、字幕を読み、視聴後、単語や文章を１度だ
けではなく2度リピートしましょう！簡単に記憶し、学
習できるため、すぐに話せるようになります！
多くの人がSpeakit.tvを新しい言語の基本をマスターする
お気に入りの方法として選んでいます。この機会をお見
逃しなく！
主な詳細：
-さまざまな日常生活の状況に対応する20本の 動画エピ
ソード。
- 2.5時間のプラクティスと役に立つ600単語とフレーズ
はいかなる日常生活にも適用可能です。全て日本語のガ
イダンス付きです。
- 画面上に（必要に応じて）翻訳と原文が表示されま
す！
本コースは言語の基本知識を習得したい初心者向けに
制作されています。
楽しんで学習してください！
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
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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
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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！

4

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
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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
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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~

7

8

2.話し始めるには
Começando a falar

39.
外国に旅行して目的地への行き方がわからなかった
ら尋ねる必要がありますよね。それでは誰がどこで
何をどうやってなどの質問の仕方を学びましょう。
はっきり聞き取れなかった場合や理解できなかった
場合はこう聞きましょう。何ですか？
O quê?
u ke

40.
次はこれです。誰が？
Quem?
key~

41.
さあ、便利な代名詞を覚えましょう。これで自己紹
介や友達の話をする時に使えますよね。まずは第一
人称です。私
eu, me, mim
ew, mi, mi~

Most of times “me” and “mim” are pronounced
the same (mi~).
42.
そして次は第二人称単数形ですね。あなた
você
vosé

43.
第一人称複数形は私達
nós, nos
no:s, nus

The sound of “o” in “nos” is similar to “u” in
“put”
44.
そして第二人称あなたの複数形はあなた達
Vocês
vosés

The final “s” may sound /s/ or /z/. Many
Brazilians pronounce /voséyz/
45.
第三人称なら彼もしくは彼女
Ele, ela, o, a
éli, é:la, u, a

“o” and “a” may also be “lo”, “la”, “no”, na”,
according to where it is used
46.
そして彼ら・彼女ら
Eles, elas, os, as
élis, é:las, us, as

Same thing as above: “los”, “las”, “nos”, “nas”
47.
全員ならどうでしょう？みんな
Todos
48.
それか誰でもない

tódus

Ninguém
ningéy~

49.
時間について少し話しましょう。これは後でも出て
きますよ。最初の単語は、いつ？
Quando?
kwándu

50.
「いつ？」の問いにはいろんな答え方が存在しま
す。もし正確な時間がわからなければ他のことに比
較した言い方ができますね。「旅行の前」とか「食
後」とかです。ではまずは、前
Antes
51.
そしてその後は、後

ántshis

Depois
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depóys

52.
「いつ？」と聞いてきた人の何人かは今直ぐと答え
て欲しい人もいます。今
agora
agó:ra

“r” in words like this sounds like “t” in “water”
in the most common US pronunciation
53.
でも中にはいつまでたってもやらない人もいますよ
ね。後で
mais tarde
mays táh’dji

54.
今すぐじゃないならいつ？いつになるの？直ぐなの
かしら、それとも後ほどなのかしら？直ぐ
mais cedo
55.
それとも後ほど

mays sédu

mais tarde
mays táh’dji

56.
もう少し複雑な表現を学びましょうか？まだです
ainda não
aínda naw~

57.
辛抱強くなければ請う言ってしまいますね。「今す
ぐでなければいや！」そして文句をよく言う人はこ
う言うでしょう。「こんにゃろ！いつもこうだ！」
いつも
sempre
58.
その逆なら、決して~
ない

sémpri

nunca
núnka

59.
休んでいいですか？少しだけ。すぐに戻ってきま
す。少しだけ
Só um minuto!
so: u~ minútu

60.
他にも質問するときに便利な単語があります。「私
どうかしら？」どう
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Como?
kómu

61.
どうして夏はあんなに暑いのだろう？どうして
Por quê?
poh’ ke

62.
どうしてと質問したら説明を期待しますよね。説明
は大抵こう始まります。なぜなら
Porque
poh’ké

63.
「どこですか」は旅行者にとってとても大切な単語
です。博物館はどこですか？レストランはどこです
か？どこですか？
Onde?
óndji

64.
時間と同じように場所も他のものと比較してどこに
あるかを説明するといいですね。塔の後ろ、博物館
の前：前
em frente a
65.
逆は：後ろ

ey~ fréntshi a

atrás
atrás

Many Brazilians pronounce /atráyz/
66.
探すに探した挙句、なんと目の前にありました。こ
こですよ
está aqui
está akí

You can also say “aqui está”
67.
GPSと違って人間は大雑把な説明をします。「ここ
にあるよ」や「あっちにいきなよ」など。ここにあ
ってもあっちにあっても最後には見つかりますけど
ね。ここ
aqui
akí

68.
もしくは、あっち・あちら
lá
la

If “there” means the place where the person you
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are talking to is, the word is “aí”.
69.
大都市に訪れる人々は街全体が見渡せる高いビルに
登ろうとします。でも私たちがビルに登った時には
周りが雲で覆われていて何も見えませんでした。な
ので下に下りました。まずは上
para cima
70.
そして次に下

pára síma

para baixo
pára báyshu

71.
その博物館は外観は見事でした。でも内側からは大
したことありませんでした。内側
dentro
72.
逆は、外側

déntru

fora
fó:ra

73.
テーブルの上にあるのは何ですか？そして下には何
を隠しているのですか？～の上に
em cima de
74.
そして～の下に

ey~ sima dji

embaixo (de)
embáyshu (dji)

75.
さらに質問したいときに便利な言葉を紹介しましょ
う。例えばショッピングに行ったときに店員の人が
こう聞いて来るかもしれないですね。どっちです
か？・どちらのでしょうか？
Qual?
kwaw

76.
それでは店員さんを困惑させてあげましょう。こ
れ、いや、あれ、いや、向こうのがいい！もう直ぐ
後でわかりやすいように色の勉強しますが、今はと
りあえず：これ
este / esta
éstshi / e:sta

In spoken BR Portuguese people normally say
“esse/a aqui” instead of “este/a”. In Standard
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BR-PT, this is not correct.
77.
そして、あれ
aquele
akéli

aquela
aké:la

If the item is near the salesperson, the word is
“esse/a” and Brazilians could say “esse aí/ali”
78.
そして複数形。「やっぱりこれらが欲しいな」：こ
れら
aqueles
akélis

aquelas
aké:las
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3.いくらですか？いくつですか？
Quanto, Quantos?

79.
それでは大きさや数量を尋ねる単語を学びましょ
う。「ボトルにはどれくらいの水が入っています
か？」（あまり入っていません。）「お財布にはい
くらのお金が入っていますか？」（あまり入ってい
ません。）「砂糖はいくつコーヒーに入れましょう
か？（たくさん！）そうですね、こららの質問は全
て、どれくらい・いくら・いくつで始まります。ど
れくらい・いくら・いくつ
Quanto/a?
Kwántu/a

Quantos/as?
Kwántus/as

80.
「いくら？」は大抵「お値段はいくらですか？」の
省略です。ここにあるものは美しいものばかりです
が、ここだけの話このお値段では・・・とても無理
です！何一つ買えません。何一つ
nada
81.
逆は、全て

náda

tudo
túdu

82.
少しだけ買って大金を払いました。少し
pouco
83.
もしくは、たくさん

pówku

muito
múytu

84.
その販売員は原価がより高いと言いました。冗談も
ほどほどにしてください。普通は販売員は安く買っ
て私たちに高く売りますよね？商売ですから。より
少ない
menos
85.
逆は、もっと

ménus

mais
mays

86.
塔の最上階まで登りましょうか？すみません。私は
ここに残ります。今日は十分にたくさんの階段を上
りました。十分に
suficiente
87.
逆は、過度に

suficiéntshi

demais
djimáis

88.
彼らは塔を登って私はここに残ります。私はもう少
しショッピングをしたいのです。もう少し
um pouquinho mais
u~ pówkíñu mays

89.
それは３０分ぐらいかかるでしょう。ちょうどでは
なく、およそ・ぐらいです。
em torno de
ey~ tóh’nu dji

cerca de
séh’ka dji

90.
ちょっと待ってください。後いくら残っているかを
数えてみます。コーヒーとケーキが買えるかな？お
およそ大丈夫そうです。おおよそ
mais ou menos
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mayz ow ménus

91.
私は喫茶店に座っています。お店で買ったものを目
の前に置いてみました。もっとたくさん買ったと思
ったのですが。これで全部ですか？
É só isso?
e: so: ísu

92.
今日はそれで十分です！
Chega!
shéga

Also “basta”
93.
彼らは塔から帰ってきました。どうでしたか？良か
ったですか？見逃して残念だったねと言われまし
た。本当に？
Sério?
sé:ryu

94.
もしかしたら明日の朝戻ってくるかもしれません。
もしかしたら
Talvez
tawvés

95.
ここから近道をすることは可能でしょうか？もちろ
ん可能ですよ。何を言ってるんですか？不可能です
よ。違いに気をつけましょう。可能
possível
96.
逆は、不可能

posívew

Impossível
imposívew

97.
確かですか？はい、確信しています。
Claro
kláru

98.
いつもあなたは正しいですね。もちろんです！
É claro!
e: kláru

99.
もちろん、間違いありません。確かに
Certamente!
100.

se:h’taméntshi
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これは全く考えられませんよ。無理です！
De jeito nenhum!
dji jéytu neñu~
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