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スペイン・ラテンアメリカ通信 

第 5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スペインの歴史的建造物です。それぞれ

の名称は①～④のどれですか?（答えは 8 頁） 

 

① サンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂   ② アランフエスの文化的景観 

③ セビリャの大聖堂とインディアス古文書館    ④ エル・エスコリアルの修道院と王室用地 

 

(A)  

  

(C) 

 

(B) 

 

(D) 
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「スペイン、情熱の国」? 

「スペイン、シエスタの国」? 

…ちょっと待って！ 

 

１．「君はスペイン人ではない」と言われた！ 

私は、スペインのバルセロナから来日したのが 1996 年 4

月 5 日です。その日は初めて日本に来ましたが、それ以降日

本に住んでいます。最初の半年は大阪の大学で日本語を勉強

して、そのあと、京都市内にある大学の大学院に入学しまし

た。日本語を勉強している期間に同じ大学のスペイン語学科

の日本人学生と友達になりました。また、大学院に入学して

から、日本人同級生の友達も、留学生同級生の友達も作りま

した。ところが、しばしば友達に言われたことがあります。

それは、「君はスペイン人に見えないよ」、「君はスペイン人ら

しくないよ」、そして「君はスペイン人ではない」とまで・・・。

理由を聞くと、「スペイン人は情熱的だから」、「スペイン人は

おしゃべりでうるさいから」、「スペイン人は歌ったり踊った

りするから」という答えがよくありました。私は驚き、強い

違和感を抱きました。私は、スペイン人らしいと思われるこ

とを良いとも悪いとも思っていません。スペイン人に見えな

いことについても良くも悪くも考えていません。しかし、ス

ペイン人だから決まった行動をしなければいけない、あるい

は、型にはまった性格を人に見せなければいけないという考

え方、つまり正しいスペイン人の在り方があるという考え方

に対してどうしても納得できませんでした。 

しかし、よく考えると、私も日本に来たとき日本人の性格

についてイメージを頭に持っていました。来日したとき、桜

が咲いていて花見シーズンでした。私も友達と「花見」とい

う私にとって新しい経験をしました。翌日は平日でしたが、

夕方になると、桜の下で友人、同僚、家族が楽しみながら食

べたり、飲んだり、笑ったりしていました。スペインで見た

ことがない風景でした！日本人は「情熱的」になっていたと

も言えます！これで、日本人は仕事ばかりを考えてあまり遊

ばないという私が持っていたイメージが崩れました。 

ここまで説明した出来事は、スペイン人についてのステレ

オタイプと日本人についてのステレオタイプを表す事例で

す。ここから、スペインについてのステレオタイプのことを

考えてみたいと思います。 

 

２．みんなの頭の中にステレオタイプがある 

まず、ステレオタイプとは何でしょうか。簡単に言えば、

一般的に人 （々例えば、日本人）が特定のグループ（例えば、

スペイン人）について持っている共通のイメージとして定義

できます。その上、そのイメージは、そのグループに属する

全ての人々に当てはまると見なされますが、実は現実と異な

ります。ステレオタイプは珍しいものではありません。私た

ちみんながステレオタイプを頭の中に持っています。私たち

は、「〇〇人はこうです」、「関西の人はこうです」、「東京の人

はこうです」、「女の人はこうです」、「男の人はこうです」と

言うとき、私たちはステレオタイプを表現しています。 

Google の強調スニペットを知っているでしょうか。これは、

Google で検索する際、時々検索結果の上部に現れるボックス

の中にある関連サイトのコンテンツです。これは、検索質問

に最適の答えであると Google が自動的に判断したものです。

さて、「スペイン人の性格」を検索し、どんなコンテンツが強

調されるのかを見てみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）Google 検索サイト、2020 年 9 月 10 日に検索 

 

みなさん、この Google の強調スニペットのコンテンツに

ついてどう思いますか？ 私はステレオタイプの山としか考

えられません。私が「君はスペイン人らしくないよ」と言わ

れたとき、私の行動がこのコンテンツに当てはまらなかった

わけです。このコンテンツはスペイン人についての日本人が

持っているステレオタイプをよく表しています。しかし、実

は、フラメンコはスペインの南の地方、アンダルシア自治州

感情的・情熱家 「情熱の国」とも比喩されるスペ

インは日本でいう「熱い人」が多く、一つの物事

に対して非常に情熱を傾けます。 フラメンコや

闘牛など現在にも続く多くの伝統、スペイン文化

はスペイン人の性格そのものです。 感情の起伏

（気性）が激しく、それが態度や表情にも表れや

すく、トラブルを起こす人も多いです。 
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の踊りであり、大体のスペイン人は踊ったことがありません。

闘牛についても、動物虐待なので嫌いな人が多く、禁止にし

た自治州もあり、観客は激減しています。また、スペインで

は日本よりも個人の考えや感情を表しやすい状況が多くあ

ると言えますが、「スペイン人が熱い」というのはあまり意味

がありません。 

この Google の強調スニペットのコンテンツはステレオタ

イプを表しているだけではなく、スペイン人についてのステ

レオタイプを普及させているのです。なぜならスペインのこ

とを知りたい日本人がインターネットで検索してみて、この

コンテンツを読むとそのイメージは頭にも心にも残ります。

では、どうすればステレオタイプを克服できるのでしょうか。 

 

３．スペイン人はシエスタをするのか？ 

スペインではシエスタ（siesta）、すなわち昼食後の短い昼

寝が一般的な習慣であり、そのために昼休みが他国より長く

て、スペインは独特な「シエスタの国」であるというのが海

外でよくあるイメージです。しかも、シエスタのイメージと

一緒にスペイン人があまり働かないというイメージもつい

ていることがよくあります。さて、このイメージは適切なの

でしょうか。または、このイメージは現実と異なるステレオ

タイプなのでしょうか。 

確かに、スペインでは午後 2 時～4 時、2 時間の昼休みをも

らっている人が多いですし、この時間帯に閉まっている店も

多いです。この遅い、長い昼休みの原因はスペイン内戦

（1936-1939）後の経済社会状況にあります。その時代に、ス

ペインでは給料が安かったので仕事を二つ持っている人が

多かったのです。長い昼休みのおかげで、労働者は午前の職

場から午後の職場へ移動するための十分な時間が取れまし

た。現在のスペインの経済社会状況はとても変わってきまし

たが、昼休みの時間はあまり変わっていません。でも、昼休

みに昼食を食べた後で本当に昼寝をするスペイン人は多い

のでしょうか。 

私の経験から考えてみると、父は職場から車で 25 分で家

に帰れたので、毎日家で昼ご飯の後にリビングのソファで 20

分ぐらいのシエスタをする習慣がありました。また、私はス

ペイン西部の田舎の小さな町を訪れたとき、シエスタの時間

中に道でサッカーをしたり、騒ぐことを禁じる看板を見た覚

えもあります。他方、私も、私の兄弟や友達も、休みの日に

たまにシエスタをしますが、平日にはしません。また、昼休

みは 1 時間しかない人も増えており、さらにノンストップで

働き、仕事の後に昼食を食べる人もいます。それで、2 時間

の昼休みをもらっている人は昼休みの間に何をするのでし

ょうか。まず、ゆっくり昼食を食べて、そして同僚とおしゃ

べりをしたり、新聞を読んだり、スマートフォンなどで時間

をつぶします。もし、職場と家が遠くなければ、家に帰って

家族と一緒に食べる人もいます。昼休みの間に人々がするこ

とはさまざまですが、私は昼寝する人をあまり知りません。

これは私の経験ですが、国全体のデータを見れば、もっとは

っきりしたことがわかります。 

スペインの主要な新聞の一つである『EL PAÍS』が 2016 年

4 月 5 日 の 記 事 に こ の テ ー マ を 取 り 上 げ ま し た

（verne.elpais.com）。この記事によれば、健康関係の研究所

（FUNDACESP）のシエスタについての研究結果から、2009

年にスペイン人の 58.6%はシエスタをせず、週末だけにシエ

スタをする人が 3.2%、たまにシエスタをする人が 22%、そ

してシエスタを毎日する人は 16.2%だけだということが明ら

かになりました。さらに、アメリカの Pew 研究所の調査結果

によって、毎日アメリカ人の 34％は“nap”（=昼食後に限らず、

昼間に短い昼寝すること）をしているという驚くべきデータ

も提供しています。この記事を読んだとき、日本で電車やバ

スで寝ている人（“nap”している人）を見かけることが多いこ

とも思い出しました。 

また、BBC オンラインニュースのスペイン語版の 2017 年

6 月 29 日 の 記 事 も 同 じ テ ー マ を 取 り 上 げ ま し た

（www.bbc.com）。英国放送協会（BBC）はイギリスの公共放

送局です。BBC のオンラインニュースは英語だけではなく、

日本語やスペイン語を含めてさまざまな言語で国際ニュー

スを提供しています。その記事によると、スペイン人の 60％

はシエスタをせず、時々シエスタをするのが 18%だけという

調査結果があるそうです。このデータは先に説明した『EL 

PAÍS』の記事のデータとほぼ同じです。そのうえ、経済協力

開発機構（OECD）のデータに基づいて、スペインは、労働

時間が長いヨーロッパの国の一つであると主張しています。
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具体的に、スペイン人の平均年間労働時間は 1691 時間であ

るのに対して、イギリス人は 1674 時間、ドイツ人は 1371 時

間です。 

スペイン人がシエスタをよくするというイメージは適切で

あるかステレオタイプであるかについて判断するために、こ

こまでデータに基づいて十分説明しました。みなさんはどう

思いますか。スペインでシエスタをする人は少なく、他の国

と比べるとスペインのシエスタは目立って多くないという

現実が明らかになったと私は思います。したがって、「スペイ

ンはシエスタの国」、「スペイン人はいつも昼寝する」などの

ようなイメージは現実に当てはまらないイメージで、ステレ

オタイプに過ぎません。 

 

４．世界を自分で発見しよう 

先の議論の結果から、スペイン人が頻繁にシエスタをして

いるというイメージはステレオタイプであることが明らか

になりました。そこで、自分でステレオタイプを克服できる

ことをみなさんに理解してもらいたいと思います。私たちが

持っている他の国のイメージがステレオタイプであるかど

うかを判断するために、そのイメージの中身についてさまざ

まなソースから情報を収集して比べるのは大切な事です。自

分の経験について考えたり、その国の人と話したり、その国

についての本を読んだり、インターネットで調べたりなどは、

誰もがよくやることでしょう。しかし、情報源の信 憑 性
しんぴょうせい

を問

わなければなりません。例えば、インターネットで検索する

とき最初に出てくるサイトを使うのではなく、信頼できる新

聞記事、研究所の研究結果や公的機関の統計を使わなければ

いけません。こうしたことに注意しないと、先の Google の

強調スニペットに見た事例のように、ステレオタイプを強化

する情報を受けるリスクが高くなります。 

そして、他の国や他の文化の人について考えるときは、自

分の考えがステレオタイプであるかもしれないことを理解

し、思い込みや固定観念を避けて、新しい情報を得ながら考

えを変える態度をとる必要があります。そうすれば、あなた

は外国人や日本人のことをもっとよく理解することができ、

世界を発見していくことができるでしょう。 

 Lluís Valls Campà（ユイス・バユス・カンパ／社会学） 

大航海時代のスペインと日本 

                                                   

少し日本とスペインの交流の歴史についてお話ししてみ

ましょう。飛行機がなかった時代に汽車はありましたが、さ

らにそれより前の時代、馬車か船しかなかったわけです。日

本という国は周りを海に囲まれている島国ですから、当然船

がなければ周辺国との交易もできなかったわけです。スペイ

ンの場合も同様で、国内通商ならともかく、外国との通商は、

イベリア半島の山がちで起伏の激しい乾燥台地メセタが広

域を占める陸路ではなく、むしろ船をつかって早くから地中

海貿易に乗り出しました。北アフリカのイスラム教徒との通

商や文化的交流もさかんで、当時のイスラム文化はヨーロッ

パ文化よりはるかに優れていたため、スペインやポルトガル

は、羅針盤をはじめ、イスラムの進んだ造船技術を習得しま

した。こうしてスペインやポルトガルが率先して 15 世紀に

は大航海時代に突入していったのでした。 

ポルトガル人はアフリカを南下し、現在の南アフリカ共和

国のアフリカ最南端である喜望峰（ケープタウン）を回って、

インド洋をインドに向けて北上するという海路を発見しま

した。このときの水先案内役はイスラム商人でした。つまり

イスラムの人たちの方が海路を熟知していたわけです。やが

てポルトガル人はインドのゴア、中国のマカオを自分たちの

港にしていきます。 

他方、スペイン人はあえて敵対するポルトガル人と別の海

路を探していました。折しもプトレマイオスの地球球体説、

トスカネリの西方航路説が提唱され、ヨーロッパから西に向

かってアジアに到達することができるという考えが広まっ

てきます。しかしまだそれを実現した人がいなかったために、

それが真実で成功するかどうかもわからず、また実行するに

は多額の資金が必要で、まさに大きな賭けだったわけです。 

イタリアのジェノバ出身のコロンブスは、この賭けを試み

ようとして、まずはポルトガル国王に打診しますが断られま

す。次にスペイン（厳密にはカスティーリャ王国）女王イサ

ベラに７年の歳月をかけて説得し、コロンブスはスペインの

援助のもと、西回り航路でアジアに向けてスペインを出航し

たのでした。ちなみにスペイン語ではコロン（Colón）と言い

ます。 
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今日では当たり前のことですが、コロンブス以前はヨーロ

ッパとアジアの間にはアメリカ大陸が存在していることは

誰も知りませんでした。コロンブスがこれを発見してからも、

新大陸とは思わず、最後までそこを「インド」だと思って死

んでいきました。だからそこに住んでいる先住民たちはイン

ディオ（インディアン）と呼ばれ、その広大な陸地は当初ラ

ス・インディアスと名づけられたのです。 

やがてそこはインドでもなくアジアでもなく、一つの別の

大陸であることがわかってきます。1513 年、スペイン人バル

ボアはパナマ地峡で大西洋とは別の海、つまり太平洋を発見

したのでした。しかしこのときはまだ「南の海」という名称

でした。なぜなら、その広大さを認識できていなかったから

です。これに「太平洋」という名をつけたのは、実際にこの

大洋を横断したマゼランだったといわれています。ちなみに、

マゼランはポルトガル人で、ポルトガル語ではマガレス

（Magalhães）、スペイン語ではマガリャネス（Magallanes）

と言います。 

マゼラン艦隊は 1520 年から翌年にかけて、南米最南端か

ら大海原を帆走
はんそう

し、フィリピンに達します。マゼランはフィ

リピンのマクタン島で戦死しますが、艦隊二隻のうち一隻は

南インド洋を突っ走り、喜望峰を迂回して無事スペインに帰

還します。もう一隻は香料諸島（モルッカ諸島）から東航路

を求めて北緯 43 度（札幌と同じ緯度）まで北上しましたが、

乗組員 54 名が餓死し、残りの乗組員も壊血病にかかり、加え

て台風に遭遇し、航海を断念せざるをえませんでした。 

次なる試練は、1542 年に発見されてスペイン領となったフ

ィリピン（スペイン国王フェリペ 2 世の名前から付けられた）

と、当時同じくスペインの植民地であったヌエバ・イスパニ

ア（のちのメキシコ）との航路の確立でした。そのためには

広大な太平洋を航海できる船舶技術がスペイン帝国に求め

られました。通商だけでなく、アジアの拠点であるフィリピ

ンと新大陸の拠点であるメキシコを植民地として維持し続

けることは、スペイン帝国の太平洋上の安全保障にとっても

大変重要なことだったのです。そこで当然航路の確保がその

重要な案件としてあがってきます。メキシコからフィリピン

行きの航路はマゼランの時代にすでに知られており、地球の

自転にともなって、赤道の北方には西へ流れる北赤道海流と

東から西に吹く季節風を利用することをスペイン人は早く

から熟知していました。 

しかし、フィリピンからメキシコに向かう帰路がなかなか

見つかりませんでした。そこでスペイン人の海の探検はさら

に続けられます。その過程で、早くもスペイン人は 16 世紀に

は沖
おき

大東島
だいとうじま

や小笠原諸島を発見しています。そしてついに

1565 年、東航路を発見するのです。 

6月 1日、マニラからサンベルナルディーノ海峡を通過し、

太平洋に出て、マリアナ諸島あたりから西北西の風を求めて

緯度を高め、北緯 36 度までいくと日本の犬吠崎
いぬぼうさき

（千葉県銚

子）が見えたという記録が残っています。さらに北上し、40

度付近で北西風に遭遇し、これを利用して 43 度まで北上し

つつ最後は東に向かって帆走し続け、ついに東航路を発見し

たのでした。こうして 9 月 22 日にカリフォルニアに到達し

たのですが、航海士をはじめ多くの死者が出て、これらの犠

牲のもとでスペイン人は海路を発見することができたので

す。当時のスペインはまさに「日の没することない国」とい

われていましたが、スペインがヨーロッパとアメリカ大陸と

フィリピンを支配し続けるためには、まず海の道を確保する

必要があったわけです。 

ところが、日本は太平洋に面していながら、スペイン人ほ

ど海洋を制覇できていませんでした。17 世紀に入っても日本

は太平洋を横断する技術を持ち合わせていなかったのです。

当時、徳川家康が日本近海で座礁するスペイン船を救助して

は、彼らをメキシコに送ることを名目に、日本で船を修理さ

せたり、新しく船を造らせたりして、それができあがると日

本人を便乗させ、なんとか海路の情報を得ようとしました。

このような日本人の策略に気づいていたスペイン人は日本

人に極力情報を与えようとはしませんでした。 

しかし、一方で日本人はスペイン人と積極的に交流を始め

ます。はじめてスペインに派遣されたのは 16 世紀後半、大友

宗麟、大村純忠、有馬晴信のキリシタン大名の命を受けた伊

東マンショ、千々石ミゲル、中浦ジュリアン、原マルティノ

の 4 人の少年でした（天正遣欧使節）。その後、17 世紀に入

ると、商人であった田中勝介は日本人としてはじめて太平洋

を渡ってメキシコに到達しました。さらに、仙台藩、伊達政

宗の家臣、支倉常長はメキシコからスペイン・ローマに渡り、
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時のスペイン国王、フェリペ３世やローマ教皇に謁見
えっけん

しまし

た（慶長遣欧使節）。現在でも、スペインのセビリャ近くの

コリア・デル・リオという町には Japón（日本）という姓を

もった人が 600 人ほどおり、これらは支倉の使節団で、日本

に帰らずスペインに留まった者の末裔
まつえい

ではないかとも言わ

れています。 

このように日本はスペインとの交流を通じて国際舞台に

登場しつつあったのですが、やがて徳川幕府によってキリシ

タン禁止令が発布され、鎖国状態になってからは、スペイン

と日本の交流は途絶え、同時に日本人の船舶技術を学ぶ機会

は失われます。こうして航海術、造船技術が未発達のまま、

300 年間の鎖国の末、1853 年のペリーの黒船来航を迎えます。

このとき、わが国ははじめて「蒸気船」の威力を知り、欧米

の科学技術の高さに驚嘆したのでした。また同時に、欧米列

強への服従という試練を突きつけられたのでした。しかし、

このときの屈辱は、これまで避けてきた「海の制覇」という

大志に向けて日本が再燃し始める重要な契機となったわけ

です。明治時代の海外進出の幕開けです。 

牛島 万（うしじま たかし／歴史学） 

 

ス ペ イ ン 語 の 謎 解 き (2) 

—なぜ hayは変化しない？— 

 

¡Hola a todos! みなさん、こんにちは。もうみなさんは “hay”

という動詞の使い方を学習されたでしょうか。たとえば「テ

ーブルの上にリンゴが 1 個あります」をスペイン語では？—

答えは “Hay una manzana sobre la mesa.”ですね。英語なら 

“There is an apple on the table.”となるところです。それでは、

テーブルの上のリンゴを 1 個から 3 個にしてください。英語

なら “There are three apples on the table.”となるところです

が、スペイン語では？—答えは “Hay tres manzanas sobre la 

mesa.”ですね。英語と違うのはリンゴが単数でも複数でも動

詞が変化しない点です。 

ところで、本来ならば主語の人称によって語形が変化する

動詞のなかで、なぜ hay だけが変化しないのでしょうか？ 現

に英語はリンゴが単数か複数かによって be 動詞が変化して

いるではありませんか。今回は、hay が変化しない理由を歴

史的にひも解いてみましょう。 

そもそも動詞には必ず「原形」、つまり元となる形がありま

すね（文法用語では不定詞と呼びます）。hay の原形は haber

といいます。みなさんはいずれ現在完了を学習されることと

思います（あるいはもう学習されたかもしれまん）。英語なら

〈have+過去分詞〉で「今～したところだ」「今までに～した

ことがある」といった意味を表します。スペイン語にも現在

完了があり、英語の have に相当するのが haber だと思って

ください。つまり、〈haber+過去分詞〉で現在完了を表すこと

になります。ただし、スペイン語の場合は haber 自体を現在

形に変化させないといけません。順に he（1 単）、has（2 単）、

ha（3 単）、hemos（1 複）、habéis（2 複）、han（3 複）とな

ります。例えば「彼は着いたところだ」は Él ha llegado.とい

います（llegado は llegar の過去分詞です）。この haber とい

う動詞は、400 年前あたりまでさかのぼると、現在と違って、

英語の have のように「持つ」の意味で用いられていました。

今なら「お金を持っている」は “Tengo dinero.”ですが、古く

は “He dinero.”と言っていたのです。 

さて、hay が変化しない理由に話を戻しましょう。先ほど

の haber の変化形のなかで 3 人称単数の ha に注目してくだ

さい。古いスペイン語（=中世のスペイン語）を調べてみると、

次のような表現をよく目にします。 

 

En el fin de África ha un pueblo 

llamado Garamantes. 

（アフリカの最果てにガラマンテスと呼ばれる部族がいる。) 

 

これは 15 世紀のある書物に実際に書かれているスペイン

語です。中世の時代には「～がある」の意味を“ha”だけで表

していたのです。では、hay の “y”は何なのでしょう？この謎

を解く鍵は、やはり古いスペイン語にあります。次の例を見

てください。14 世紀のスペイン語です。 

 

¿Quién  está  ý ? 

 

もちろん、現代語にこのような言い方は存在しません。奇

妙なのは文末の “ý”ですね。誤解のないよう、先に言ってお
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きますが、「そして」の “y”とは無関係です。よく見てみると

アクセント記号が付いていますね。この “ý”とは 現代スペイ

ン語の“ahí”、つまり「そこに」の意味です。だから、上の例

文は「誰がそこにいますか？」です。“ý”が「そこに」の意味

の副詞だと分かると、次のような古いスペイン語を見ても意

味はおおよそ推測できますね。 

 

Ha  ý  gente. 

（そこに人々がいる。） 

 

このように、ha と y はもともと別の 2 語だったので、中世

の時代には離して書かれていたのです。1 個の立派な単語だ

と信じて疑わなかった “hay”の正体は、haber「（古い意味で）

持っている」の 3 人称単数 “ha”に “y (ý)”という別の語がく

っ付いてできあがった合成語だったことがこれで判明しま

した。なお、古いスペイン語で「そこに人々がいる」という

とき、“Ý ha gente.”と語順を逆にすることもよくありました。

さあ、hay が変化しない理由にたどり着くまであと一歩です。 

もしかしたら、みなさんは英語の there is/are 構文の知識

から、スペイン語の “Hay una manzana.”では una manzana

「リンゴ」が文の主語だと思われていたのではないでしょう

か。しかし、古い文献が haber は「～を持っている」だと示

す以上、そうした解釈が正しいとは言えなくなります。下に

図式化してみましょう。 

 

Ha  +  y   una   manzana.   

(持つ)  (そこに) (1 個の) (リンゴを［目的語］) 

⇒リンゴが 1個ある。 

 Ha  +  y   tres   manzanas. 

(持つ)  (そこに) (3 個の) (リンゴを［目的語］) 

⇒リンゴが 3個ある。 

スペイン語の hay 構文 

 

スペイン語で hay の次にくる名詞は主語ではなく、目的

語（「～を」を指す語）です。動詞は主語によって変化するの

が原則であり、目的語の単複は関係ありませんから、リンゴ

がいくつあっても動詞の語形変化に影響するはずはありま

せんね。これが、動詞 hay が変化しない理由です。 

ちなみに英語の場合は、「リンゴ」が be 動詞の主語になる

ため、「1 個」か「3 個」かで be 動詞を is/are と当然のよう

に変化させているのです。 

 

There   is    an    apple.  

(そこに)  (ある) (1 個の) (リンゴが［主語］)  

⇒リンゴが 1個ある。 

There  are   three  apples. 

(そこに)  (ある)  (3 個の) (リンゴが［主語］) 

⇒リンゴが 3個ある。 

英語の there is/ are 構文 

 

なお、スペイン語の hay が本来「持つ」の意味だったと

すると、一体「誰が」持っているのでしょうか。つまり主

語が問題ですね。答えは「特になし」です。このように、

スペイン語には主語がない文がよく出てきます。やや専門

的になりますが。これを「無人称文」といいます。みなさ

んも、いつかこの「無人称文」について学習する日が来る

かもしれません。（もう学習したかな？） 

 岡本 信照（おかもと しんしょう／スペイン語史） 

 

【読書案内】『ホセ・ムヒカ 日本人に 

伝えたい本当のメッセージ』 

 

荻一晶著、朝日新書、2016 年、全 237 頁 

南米ウルグアイ前大統領ホセ・ムヒカ氏が 2016 年に来日

し、私たち日本人の心に響く名言を残して帰国した。「世界一

貧しい大統領」のメッセージから、真の幸福とは何かについ

て是非考えてほしい。 

https://shop.r10s.jp/book/cabinet/6963/9784022736963.jpg
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CRUCIGRAMA 5 

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～G 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 

   A 

 

 

 

 

 

 

 

    4 

D 

5 

 

6   

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

  

 

9   

 

10 

 

  

 

  

 

  

G 

11 

 

 

E 

  

 

12   

 

13 

 

  

B 

 

F 

  

C 

 

タテのかぎ（VERTICAL） 

1. 「残っている」という動詞の過去分詞女性単数形。 

2. Ella es __________.「彼女はイギリス人だ。」。 

3. 「闘牛」のことを __________ de toros という。 

4. Me levanto a las siete __________ las mañanas.「私は毎朝 7

時に起きる。」 

6. Empieza a ________. 「雪が降り始める。」 

7. 「指」の複数形。 

ヨコのかぎ（HORIZONTAL） 

1. Espera __________ minutos.「15 分待ちなさい。」 

5. Yo como mucho pero no __________.「私はたくさん食べる

けど太らない。」 

8.レストランで menú ______ día といえば「日替わり定食」

のこと。 

9. _________ de informaciones とは「情報網」のこと。 

10. 街中の「通り」は calle。ただし、「並木のある大通り」の

ことは_________という。 

11. ¿Me __________ la dirección?「君は私に住所を教えてく

れる?」 

12. uno, __________, tres, cuatro ... 

13. 「蜘蛛(くも)」の複数形。 

A～I を並べると? 

A 

 

B C D E F G 

 

CRUCIGRAMA 4 (第 4 号)の解答 

C U C H A R A 

I S L A  E L 

C U Á N T O  

L A S  A J O 

O L I M P O  

S  C  A  E 

 Z O R R O S 

A～I の答え :  ZANAHORIA「ニンジン」 

 

―1 頁の世界遺産クイズの答え― 

(A) ④  (B) ③  (C) ①   (D) ② 

 

今回の記事執筆者（掲載順） 

ユイス・バユス・カンパ（京都外国語大学教授） 

牛島万（京都外国語大学准教授） 

岡本信照（京都外国語大学教授） 
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