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スペイン・ラテンアメリカ通信 

第４号 
京都外国語大学外国語学部スペイン語学科編 

 

本誌はスペイン語とスペイン語圏の文化・社会・歴史の専門家が、スペイン語を学ぶ高校生や大学生に向

けて発信するアカデミック情報誌です。 

 

スペイン語圏の世界遺産 A～D は世界遺産に指定されている離れ島ですが、いずれもスペイン語圏の国

に属しています。それぞれどこの国のものですか?（答えは 8 頁） 

 

 

(A) ガラパゴス諸島 

 

 

(C) ラパ・ヌイ国立公園（イースター島） 

 

(B) イビサ島の生物多様性と歴史地区 

 

 

(D) テイデ国立公園（カナリア諸島） 
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古文書を読むことと野外調査
フィールドワーク

と(2) 

 

写真 1 を見ていただきたい。これはチャナップという名の

草原である。 

 

写真 1：チャナップのサバンナ（草原） 

正確にはサバンナだ。草原に、ところどころ低木が生えて

いる。ユカタン半島はジャングルに覆われているものとばか

り思っていた僕には、この景色は衝撃的ですらあった。足を

踏み入れると、草原を渡る風が身体を包み込み、汗だくの僕

たちには本当に心地よかった。だから、セルヒオに撮っても

らった写真 2 に写っている僕は、気持ち良さそうに微笑んで

いるのがわかるだろう。しばらく言葉もなく佇んでいた僕た

ちは、そこで、後の二人の研究に重大な影響を与えることに

なる疑問を発することになる。「カルキニ村の境界線は、この

草原のどこ
．．

を通っていたのだろう。」そう、これこそが僕たち

の 野外調査
フィールドワーク

の主目的なのであった。 

 

写真 2：チャナップのサバンナにて、案内の農民と 

『カルキニ文書』（写真 3）によれば、村の境界はチャナッ

プのサバンナを通るとあり、そこにはミルパと呼ばれている

トウモロコシ畑があったという。なるほどそれだけの広さは

あるが、それにしても境界線
．

は、この広いサバンナのどこを

通っていたのか。常識的には「真ん中」だろうが、文書には

そのようなことは書かれていないし、今見ている場所に 標
しるし

が置かれているわけでもなかった。 

写真 3：『カルキニ文書』20 頁  

(原本はプリンストン大学図書館蔵) 

 

その後訪れた場所は、池であったり小高い丘であったりし

たが、やはりそのどこ
．．

を境界線が通っていたのかという疑問

を解決する手がかりは得られなかった。なぜ『カルキニ文書』

にはそれが記されていないのか。マヤ人書記が書き間違えた

のだろうか、あるいは皆が知っていることなのでそれを省い

たのだろうか。様々な説明を試みたが、そのどれもが説得力

を持たない。 

この時の調査は、その後の僕の研究テーマを決定した記念

すべきものとなった。スペイン人による侵略が始まる前のマ
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ヤ社会では、その王国の領土は境界線で囲まれていたのかど

うか、マヤの王の権力の基盤は広い領土を所有することにあ

ったのだろうか、これがその後 30 年以上にも渡って追い続

けた僕の研究の主題だ。 

1993 年からメキシコ国立自治大学のマヤ研究センターで

研究員としての仕事を始め、その傍ら学部や大学院で 教 鞭
きょうべん

をとったが、大学院の僕のゼミでは、村の境界線について書

かれているマヤ文書を読み、その後学生たちとその村を訪れ

て境界線を歩いて回ってみるという作業を繰り返した。案内

をしてくれる農民からはいろいろなことを学んだし、ユカタ

ン地方の地形の多様性にも気づかされた。それは、僕のマヤ

社会の見方に直接・間接的に役に立っている。 

 10 年後、マヤ社会には所有権という概念そのものがなか

ったことを証明する論文を書いて出版したが、長らく無視さ

れ続けた。さらに 10 年が経って、王の権力は「土地」を所有

することに基盤を置く対地主義に基づくのではなく、「人」と

の関係を重視する対人主義に基づいて行使されたこと、もっ

と言えば人を財産と考えていたことをいろいろな論文の中

で考察し、発表した。これらが引用されたり、それどころか

僕の考えを勝手に盗んで、それを応用して分析する研究が出

てくるようになったのは、ここ 15 年くらいのことだ。本来、

倫理的に許してはならない行為だが、僕はそれでもいいと思

っている。マヤ社会がよりよく理解できるようになれば本望

だと思っているし、僕が野外調査で体験したことを元にした

仮説が、どのような形であれ受け入れられたことに満足して

いる。そしてこれからも、機会があるごとに野外調査を繰り

返していくだろう。文書ばかり読んでいても面白くないから。 

    大越 翼（おおこし つばさ／歴史学） 

 

1868年の日本スペイン外交交渉の 

始まりに立ち会った 2人の外交官 

 

明治維新がおきて日本は近代という新しい時代を迎え

ましたね。1868 年に天皇が初めて京都から出て、東京に

行幸しました。でも、同じ年に、日本がスペインと修好通

商航海条約を結んだということは知られていません。かく

言う私も条約締結 150 周年を迎えた 2 年前の 2018 年にい

ろいろ調べて、初めて知りました。日本と外国の関係は

1853 年の黒船来航ばかりが注目されるので、ほかの国と

の関係は残念なことに、ないがしろにされがちです。そこ

で、今回は、この 1868 年の条約締結の交渉にあたったス

ペインと日本の外交官について、私が調べたことをお話し

しましょう。 

 

スペイン側の交渉人 

 当時、スペインはイサベル 2 世という女王が統治をして

いました。スペインが「太陽没することなき帝国」と言わ

れた時代はとうに過ぎ去り、あらたにイギリス、ロシア、

フランス、ドイツ、ハンガリーが強国として世界をリード

していました。こうした国々が開国した日本と条約を結ん

で、自分たちに有利な条件のもとに、日本との貿易を進め

ていこうとしていた中、スペインもこれらの国々の後を追

って、日本との交渉に臨んだのです。スペイン女王イサベ

ル 2 世の命を受けて日本に交渉にやってきたのが、スペイ

ン全権大使ホセ・ヘリベルト・ガルシア・デ・ケベードで

す（図１）。 

図１：ホセ・ヘリベルト・ガルシア・デ・ケベードの 

肖像（スペイン国立図書館蔵） 

 

 実は、この人はスペイン人ではないのです。南米ベネズ

エラに 1821 年に生まれています。1821 年というと、ベネ

ズエラがスペインから独立して 10 年が経過していました
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が、まだ混乱状態にありました。ガルシア・デ・ケベード

がまだ 5 歳くらいのときに、一家はプエルトリコに移住し

ます。プエルトリコはスペインの統治下にあったのです。

つまり、彼の家族は独立には反対で、スペイン支配を支持

していたことがわかります。プエルトリコで小学校を終え、

その後の詳細は不明なのですが、フランスへ渡っています。

パリで文学の勉強をしたのだと思われます。そして、1845

年、24 歳のときにはスペインの首都マドリードにいまし

た。詩人としてコンクールなどで入賞し、作家活動を始め

ていました。次第に新聞の文学評論を担当するようになり、

それなりに活躍したことがわかっています。1863 年には

パリの出版社から自作集も出版しています。新聞に当時の

スペインで展開されていた暴動などのルポルタージュも

書き、政治にも関心を示していったようです。 

では、ホセ・ヘリベルト・ガルシア・デ・ケベードはど

のようにして作家から外交官になったのでしょうか？そ

れは、政治家のルイス・ゴンサレス・ブラボからの誘いが

あったからだと推測されます。このゴンサレス・ブラボも、

当時スペイン領だったベネズエラの出身だったのです。だ

から、同郷のガルシア・デ・ケベードに注目したというわ

けです。しかも、ガルシア・デ・ケベードはパリで過ごし

たため外交官の言語であるフランス語を操ることができ

た上、教師をしていたほどイタリア語も堪能でした。スペ

インの隣国フランスの言語とスペインの伝統を支えるキ

リスト教の総本山バチカン周辺で話されるイタリア語、さ

らには文学を学んでいたのでギリシア語やラテン語など

の古典語も理解する語学の達人だったのです。そして文章

力に長けているので、女王陛下のスピーチなども書いてい

たようです。もちろん、女王陛下を護衛する兵士としての

役割も担っていました。語学は身を助けるとは、まさにこ

のことですね。ガルシア・デ・ケベードはその語学力を活

かして、スペインの外交官としてヨーロッパ各地での会議

や交渉を行います。外交官としての経験を積んだ末に、ア

ジアへ派遣されることになったわけです。 

1868 年から 1869 年という短い期間でしたが、中国へ

派遣されます。その間に日本との交渉を担当したのです。

1868 年 8 月 10 日、ガルシア・デ・ケベードは横浜港に到

着し、「かつて我がスペインはヨーロッパ諸国の中でもい

ちはやく日本と友好的な関係を開始しましたが、その後途

絶えていました。そして、今回の関係復活には他国に後れ

をとっていますが、スペインの日本に対する友好は他国に

劣るものではありません。スペイン女王陛下の意志をぜひ

天皇陛下にお伝えしたく、謁見
えっけん

を希望するものです」と書

状で明治政府に伝えています。確かに最初に来日したヨー

ロッパ人はスペイン出身のイエズス会宣教師ザビエルで

したね。その後、日本の鎖国のために両国の関係は途絶え

ました。そして、ペリーの黒船来航から、日本はすでにア

メリカ、イギリス、ロシア、オランダ、フランス、ポルト

ガル、スウェーデンと条約を結んでいたので、スペインは

乗り遅れたというわけです。 

 

日本側の交渉人 

ガルシア・デ・ケベードの書状を受け取った日本の外

交官は、東 久 世 通 禧
ひがしくぜみちとみ

でした（図２）。 

 

 

図２：明治初期の東久世通禧の肖像 

（横浜開港資料館） 
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この人物は京都の公家で、天皇と宮廷の護衛をする家

柄の出身でした。東久世は幼少から江戸時代の最後の天皇

となった孝明天皇に仕え、明治天皇として即位する皇太子

の２つ年上の遊び相手となりました。東久世が初めて外国

人と接したのは、大宰府に流刑となった折に、こっそりと

長崎を訪ねた時です。31 歳の時でした。港で初めて軍艦

を目の当たりにし、グラバー邸で武器を見たり、オランダ

領事に面会したり、アメリカ人宣教師や書家でもある中国

商人にも会っています。東久世は初めて聞く外国語に感動

し、「わずか 10 日ほどで、多くの新しいことを知った」と

言って、海外貿易に意欲を見せたそうです。 

1868 年 1 月の王政復古の大号令があり、武家政治が終

わって、天皇を頂点とする君主政体に転換となりました。

東久世は、やはり京都の公家の岩倉具視の引き立てによっ

て、日本の外交にたずさわるようになります。東久世の日

記を読むと、公家や役人どころか日本人は外国人を

けだもの
・ ・ ・ ・

だと思っていて、こんな奴らが天皇陛下に謁見す

るなどとんでもない、と思っているので、非常に外交がや

りづらい、と書かれています。長崎ですでに外国人に会っ

ていた東久世には、当時の日本人の外国人に対する根拠な

い意見がひどく滑稽
こっけい

に思えたことでしょう。開国以来、諸

外国との条約締結を担当してきたのですから、スペイン全

権大使が横浜入港の知らせにも驚くことなく対応してい

ます。8 月 15 日の日記に、3 日後にガルシア・デ・ケベー

ドに会うと記されています。当時、東久世はガルシア・デ・

ケベードが滞在していた旅館を訪ねています。ガルシア・

デ・ケベードは本来の赴任先である中国へ出発しなければ

ならないため、早く天皇陛下に謁見させてくれと迫ります

が、それは叶わず、条約締結のみが行われました。11 月

12 日午前 11 時、横浜裁判所にて、ガルシア・デ・ケベー

ドと東久世が、それぞれイサベル 2 世と天皇陛下の名にお

いて、条約に署名しています。 

その後 12 月に入って、江戸が東京と改称され、首都と

なります。東久世もようやく本格的に英語の勉強を始め、

12 月 7 日に仕事を終えてから高橋という先生の個人レッ

スンを受けています。日本とスペインの条約は、この遷都

の準備の最中に調印されたのです。東久世は京都の宮廷に

仕えていたので、漢詩に親しみ、和歌も詠みました。日記

には、外国との交渉が一段落して、和歌を詠んだことがわ

かります。けれども、1868 年はよほど忙しかったのか、

自分の体調や実務的なことしか書いてなく、京都、大阪、

横浜、東京を馬や船で何度も往復したことがわかります。 

 

2 人の共通点 

 ここまで読んで、皆さんにもガルシア・デ・ケベードと

東久世の共通点が見えてきたことでしょう。では、整理し

てみましょう。①まず、二人とも出身地とは別の土地に活

躍の場を得たということです。ガルシア・デ・ケベードは

ベネズエラで生まれ、大西洋を越えて、フランス、そして

スペインへ渡りました。東久世は京都から大阪、横浜そし

て東京へと移動しています。江戸時代の感覚であれば、別

の藩へ移ったということになりますから、これもまるで異

国へ移住したような感覚だったと思われます。馴染みのな

い土地に生活や仕事の拠点を移して、成功するのは並大抵

のことではありませんね。②両者とも、もともと古い体制

下で育ったにもかかわらず、新しい時代に順応し、重要な

役割を果たしたと言えます。絶対王政のもとで外交官ガル

シア・デ・ケベードは共和派と対峙
た い じ

し、東久世は江戸時代

から明治維新の過渡期に海外との 折 衝
せっしょう

を行いました。激

動の時代を乗り越えたというわけですね。③二人とも文学

の素養があり、文章を書くことに長けていました。ガルシ

ア・デ・ケベードは当時も評価された詩人であり、賞もい

くつか獲得しています。作家や批評家としての仕事もして

いました。一方、東久世は詩吟コンクールに作品が選ばれ

たこともあり、いわゆる教育勅語の教授用教本の執筆を担

当しました。1868 年の条約締結の際に、二人は条文の修

正について話し合いもしています。④ただし、両者とも軍

人でもありました。ガルシア・デ・ケベードは女王の、東

久世は天皇の警備もしていました。文武両道だったのです

ね。前者は女王を暴動から守って名誉の負傷を負ったこと

もあり、東久世は天皇の東京訪問に備えて騎馬隊の訓練に

余念がありませんでした。⑤最後に、二人とも語学力を駆

使して仕事をし、外国人と上手につきあい、様々な条約を
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まとめました。こうした 2 人の共通点に現代の外交官の資

質が垣間見えますね。実は、19 世紀半ばのスペインも日

本もまだ外務省という制度が整っていませんでした。そう

した中で、外国出身であったガルシア・デ・ケベードや公

家出身の東久世が政府に登用されたわけです。詩人から外

交官へ、公家から外交官へ、それぞれの転身ぶりは見事で

す。この転身が成功したのは、時代背景もありますが、外

国への関心や語学力にあったことは間違いなさそうです。 

立岩 礼子（たていわ れいこ／歴史学） 

 

動物名の男性形と女性形 

 

 ¡Hola a todos! 皆さん、こんにちは。スペイン語学習はいか

がでしょうか。 

スペイン語文法の最初の方で、名詞はすべて男性名詞か女

性名詞かという性別に分類されていることを学習すると思

います。これを「文法性」といいます。これを知らないと、

名詞に冠詞や形容詞を付けたいときに、男性形にすべきか女

性形にすべきかで困ることになりますから厄介ですね。でも、

ドイツ語やロシア語のように、世の中には男性名詞と女性名

詞の他に中性名詞の 3 種類を区別しなければならない言語だ

ってあるわけですから、それに比べたらスペイン語はまだ救

いがある方かもしれません。 

たとえば、padre/madre「父／母」や chico/chica「少年／

少女」のように「ヒト」に関する単語なら、意味が「父」「少

年」だから「男性名詞」、意味が「母」「少女」だから女性名

詞というふうに、自然性が文法性を決定することになります

ね。よく文法の教科書には、その延長として、「犬」は perro

（雄）と perra（雌）のように、動物も雄と雌とで男性形と女

性形に分かれる例が紹介されています。私の授業中、こうし

た教科書の記述を目にした受講生から、「どの動物名も男性

形と女性形に分かれているのですか？」と訊かれることがあ

ります。たしかに興味深い質問です。 

実を言うと、男性形／女性形の区別をしない動物名の方が

多数派です。「リス」は雄でも雌でも ardilla という女性名詞

です。「豹」は雄雌に関係なく leopardo という男性名詞しか

ありません。他に jirafa「キリン」、hipopótamo「カバ」、ballena

「クジラ」、gorila「ゴリラ」、panda「パンダ」など実に多く

の動物名が男性形／女性形の区別をしません（gorila と panda

は男性名詞なのでご注意を!）。ところが、意外な(?)動物名が

雄雌の区別をしていることに驚かされることがあります。男

性形と女性形に分かれる動物名をいくつか拾い出して表に

しました（表 1）。ただし、これが全部ではありませんので、

皆さんもいつか自分で調べてみてください。 

 

 男性形（雄） 女性形（雌） 

犬 perro perra 

猫 gato gata 

熊 oso osa 

うさぎ conejo coneja 

猿 mono mona 

鹿 ciervo cierva 

ロバ burro burra 

ラクダ camello camella 

水牛 búfalo búfala 

キツネ zorro zorra 

七面鳥 pavo pava 

象 elefante elefanta 

虎 tigre tigra / tigresa 

ライオン león leona 

鶏 gallo gallina 

馬 caballo yegua 

牛 toro / buey vaca 

表 1：男性形と女性形を区別する動物名 

 

ここで動物の性別について改めて言えることは、①性別を

一切区別しないタイプ、②語尾を-a に替える（または追加す

る）程度の緩やかな区別をするタイプ、③単語自体を変えて

厳格な区別をするタイプの 3 通りがあるということです。と

はいえ、動物の生態に詳しい専門家ならともかく、通常であ

れば動物をパッと見て雄雌の区別などできるものではあり

ませんから、多くの場合は雄雌に関係なく男性形の方を用い

ます。 
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さて、ここで表 1 の最後の 3 行に注目してください。「鶏」

の女性形は語尾の-o を-a に替えるだけという単純なもので

はなく、語尾が男性形から大きく変わっていますね。「馬」と

「牛」に至っては、雄と雌とで単語自体が別物になります。

そして「牛」の場合、toro は「闘牛などの獰猛
どうもう

な雄牛」、buey

は「去勢
きょせい

された雄牛」のように「雄牛」をさらに細かく区分

します。それに加え、表 1 には挙げませんでしたが、「子馬」

は potro、「子牛」は ternero のように大人と子供でも単語が

変わるのです（しかも「子牛」には ternera という女性形もあ

ります）。さらに、生後 2～3 年ほどの子牛は novillo/novilla

というまた別の単語になります。問題は、なぜ一部の動物名

だけ男性形と女性形（または大人と子供）で単語が異なって

いるのかです。 

雄鶏(gallo)と雌鶏(gallina)の最大の違いは、卵という重要

な食材を産むかどうかです。馬に関しては、西洋社会におい

て古代から乗り物として愛用されただけでなく、農耕や戦役

の動力源として重要な役割を果たしてきました。牛はチーズ、

バター、ヨーグルトなど乳製品の原料を産出するものとして

日常生活に欠かせない存在です。もちろん食肉用としても必

要であるばかりか、スペインには闘牛という独特の文化があ

ります（カタルーニャのように闘牛が禁止された地域もあり

ますが…）。同じ牛でもスペイン語話者にとって、日常の食料

資源を供給する雌牛(vaca)なのか、闘牛用の雄牛(toro)なのか

は絶対に曖昧にはできない大切な事なのです。スペイン語で

「鶏」「馬」「牛」の男性形と女性形が大きく異なるのは、文

法の問題ではなく、人間生活にとっての用途や機能の違いを

はっきりさせる必要があるためだと見なすべきでしょう。 

考えてみてください。弥生時代中期に稲作が東北地方にま

で広まって以来、米を主食としてきた日本人は、田んぼに植

えてあるものを「稲」、脱穀
だっこく

したら「籾
もみ

」、籾殻
もみがら

を取り除いて

商品として売り出せる状態を「米」、その米を炊いたら「ご飯」

（場合によっては「お粥
かゆ

」）と、同じ食材を指しているのに、

状態によっていちいち単語を使い分け、それを当然のことと

思っていますね。しかし、スペイン語はどの状態でも arroz、

英語なら rice です。つまり、生活に必要不可欠なものを細か

く言い分けるのは、スペイン語も日本語も同じだと言えない

でしょうか。 

日本語 スペイン語 スペイン語 日本語 

 

 

牛 

toro  

 

arroz 

稲 

buey 籾 

vaca 米 

ternero/-a ご飯 

novillo/-a お粥 

表 2：日本語・スペイン語間の単語の対応関係 

 

要するに、どの言語圏の人々でも生活に必要と感じている

ものは細かく区分し、そうでなければ大雑把
お お ざ っ ぱ

で済ませるとい

うことになります。表 2 の日本語・スペイン語の違いは、お

そらく生活環境や歴史的な経緯の違いから来るのでしょう。

このことを裏づける興味深い例があります。日本人はおろか、

スペイン語圏の人々にとってもラクダは身近に存在する動

物とは言えません。しかし、砂漠地帯の多いアラブ諸国にと

っては生活に不可欠な動物ですから、アラビア語で「ラクダ」

を表す単語は 50 種類以上(!)もあるそうです（数え方によっ

て諸説あるようですが…）。 

動物名の男性形・女性形という問題を突き詰めていくと、

最後は文化論の問題になる——このような観点をスペイン

語や英語の学習に取り入れていくと、文法はもっと楽しいも

のになるかもしれません。 

  岡本 信照（おかもと しんしょう／スペイン語史） 

 

【読書案内】『オリジン』（上）（中）（下） 

 
ダン・ブラウン著、越前敏弥［訳］角川文庫、2018 年、

(上)(中)(下)合計 895 頁 

 『ダヴィンチ・コード』や『インフェルノ』で一躍有名に

なった推理作家ダン・ブラウンがスペインを舞台に物凄い傑

作を出した! 主人公の宗教学者ラングドンがサグラダ・ファ

ミリアの中で決闘する場面も…!? 読者はビルバオとバルセ

ロナを堪能しながら、驚きの結末を迎えることになる。 

https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/boox/item/bk-4041055997/?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_img
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CRUCIGRAMA 4 

1 マスに大文字 1 字を記入してください。CH, LL, RR は 2

文字扱いです。アクセントつきの母音（Á, É, Í, Ó, Ú）とアク

セントなしの母音は別の文字とします。二重線の A～I を並

べ替えてできたスペイン語単語を当ててください（答えは次

号）。                （出題／岡本信照） 

1 

 

2 3 4 

E 

 

   B 

5 

 

6 

7 

 

 

 

   8  

9 

 

   

C 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

D 

  

 

12   

F 

13 

 

  

H 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

I 

 14 

 

 

 

15 

A 

 

 

 

G 

  

 

 

タテのかぎ（VERTICAL） 

1. 「周期、サイクル」の複数形。 

2. 「いつもの」：traje ______とは「普段着」のこと。 

3. レアル対バルサ戦のこと。「古典の、一流の」が元の意味。 

4. ¿Ustedes __________ estado en España?「あなた方はスペ

インへ行ったことかありますか。」（現在完了） 

5. mirar de ________ 「横目で見る」 

6. Veo ______ profesor López.「私はロペス先生に会います。」 

10. Tienes que __________ el vaso.「君、コップにふたをしろ。」 

14. ¿Qué hora __________?「今何時？」 

ヨコのかぎ（HORIZONTAL） 

1. 「スプーン」 

7. ¡Qué __________ tan bonita!「何て美しい島だろう!」 

8. Voy ________ sábado.「私は土曜日に行きます。」 

9. ¿__________ es?「いくらですか？」 

11. ¿Conoces a Irene y Laura? – Sí, ________ conozco.「イレ

ネとラウラを知っている？―うん、知っているよ。」 

12. ¿No te gusta el __________?「君はニンニクが嫌いかい？」 

13. ギリシア神話の「オリンポス山」のこと。「オリンピック」

ということばの語源でもある。 

15. 「キツネ」の男性複数形。 

A～I を並べると? 

A 

 

B C D E F G H I 

 

CRUCIGRAMA 3 (第 3 号)の解答 

D O M I N G O 

A J O  U  C 

M O N T E R A 

E  T O S  S 

 H A S T A  

S E Ñ O R  F 

E  A  A V E 

A～Fの答え：F I E S T A「祭り」 

 

―1 頁の世界遺産クイズの答え― 

(A)エクアドル (B)スペイン (C)チリ  (D)スペイン 

 

今回の記事執筆者（掲載順） 

大越翼（京都外国語大学教授） 
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岡本信照（京都外国語大学教授） 

スペイン・ラテンアメリカ通信 第４号 

2020 年 7 月 31 日発行 

発行者：京都外国語大学外国語学部スペイン語学科 

〒615-8558 京都市右京区西院笠目町 6 

URL. https://www.kufs.ac.jp 

E-mail. s_okamot@kufs.ac.jp 

 


