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スペイン・ラテンアメリカ通信 

第７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地方都市です。それぞれの名

称は①～④のどれですか?（答えは8 頁） 

① ブルゴス大聖堂               ② アビラの旧市街と塁壁の外の教会群 

③ コルドバ歴史地区              ④ 歴史的城壁都市クエンカ 

 

 

(A) 

 

(C) 

 

 

(B) 

 

(D) 
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ベラスケスと《ラス・メニーナス》の謎 

 

《ラス・メニーナス》は絵画史のなかでもっとも有名な作品の

ひとつです。図 1 を見てください。日本の教科書にも載ってい

ますから、きっとみなさんもよくご存じでしょう。この絵は

1656 年に描かれました。作者はスペインのバロック画家で世

界的な巨匠でもあるディエゴ・ベラスケスです。 

 

 

図 1：《ラス・メニーナス》 Las Meninas (1656) 

 

ベラスケスは 1599 年にセビーリャで生まれました。幼い頃

から絵の才能は抜群だったようです。本格的に画家への道を

志すようになったのが 10 歳のときで、絵描きの師範の資格を

取ったのはわずか 18 歳のときでした。1623 年にマドリード

へ移り、1628 年にスペイン国王の宮廷画家に任命されました。

これはとても重要な任務で、当時は画家が得られる最高の名

誉でした。宮廷画家としてのベラスケスの主な仕事は王家の肖

像画を描くことでした。宮廷を飾るための絵も描きました。デ

ィエゴ・ベラスケスには絵画の題材として何を選び、それをど

のように描写するかを決める自由がかなりあったようなので

す。このような自由が 17 世紀の他の画家にはありませんでし

た。 

ベラスケスは 30 年以上フェリペ 4 世の宮廷画家を務め、そ

の間に《ラス・メニーナス》を描き上げました。この絵は国王自

身が個人的に描かせたもので、1819年まで王宮に飾ってあり

ました。その後マドリードのプラド美術館コレクションのひとつ

になり、今では誰でも目にすることができます。《ラス・メニー

ナス》は世界中の美術愛好家を魅了して止みません。今や西洋

美術史のなかでもっとも重要な絵画のひとつになっています。

サルバドール・ダリやパブロ・ピカソをはじめとする画家たちが、

この作品のさまざまな改作を描いています。たとえば、ピカソ

は 1957 年に《ラス・メニーナス》の改作を 58 種類も描いて

いるのです。しかもわずか 1 年の間にですよ！ 

もともとこの絵の題は《フェリペ 4 世一家の肖像》といい、私

たち現代人はスペイン歴代国王の日常生活の場面をこの絵の

なかで垣間見ることができます。ところで、これほど多くの画

家や美術評論家、そして、これほど長期間にわたって人々の好

奇心を刺激してきたこの作品の一体何が特別なのでしょう

か？ 

ベラスケスは、王家の肖像画をどう描くべきかを定めた当時

の厳格な規定を《ラス・メニーナス》によって打ち破ったのです。

この作品は縦が 3.18 メートル、横が 2.76 メートルもある巨

大なものです。登場人物はマスティフ種の犬[11]を含めると

全部で 12 です（図 2）。中央にいるのが国王夫妻の娘である

王女マルガリータ[1]で、当時 5 歳でした。その両側にいるの

がマリーア・アグスティーナ・サルミエント[2]とイサベル・デ・ベ

ラスコ[3]で、二人とも王妃付き女官です。「王妃付き女官」と

は宮廷に住みながら王子や王女の世話をする少女のことで、 

 

 

図 2：《ラス・メニーナス》の登場人物 
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たいていは貴族の出身でした。この少女たちが、ポルトガル語

で「子供」を意味する “meninas”、つまり「女官」として知ら

れていたがために、この絵のタイトルになりました。さて、作品

の右側に小柄な人が二人いますね。マリ=バルボラ[4]という

ドイツ人とペルトゥサート[5]というイタリア人です。こうした小

柄な人たち（スペイン美術史の専門用語では「矮 人
わいじん

」といいま

す）は、フェリペ 4 世の宮廷でとても重要な役目を担っていま

したから、ベラスケスが描いたさまざまな肖像画にもよく出て

きます。たいていは良家の出身で、まだ幼い年齢のときに宮廷

に引きとられて教育を受け、後に王室に仕えるようになりまし

た。この絵のペルトゥサートはマルガリータと同い年の 5 歳く

らいに見えますが、実際はもう 16 歳か 17 歳になっていまし

た。小人症
こびとしょう

という病を 患
わずら

っていたので、生きている間ずっと

子供のような体つきだったのですが、王室専属の従僕になりま

した。これは誰もが 羨
うらや

むほど立派な職業でした。他にも宮廷

関係者が描かれています。たとえばマルセラ・デ・ウリョア[6]

や、おそらくディエゴ・ルイス・アルコアという名の貴婦人護衛

官[7]、そして奥の方で部屋に入ろうとしているのか出ようと

しているのかよくわからない人物ホセ・ニエト[8]です。絵の左

側にいるのはベラスケス本人[9]だとわかります。彼はこの絵

を描きながら自身の自画像も描いていたのです。「ベラスケス

は宮廷内で自分がいかに重要人物であるかを強調したかった

のだ、だからこそ絵のなかで胸にサンティアゴの十字章を輝か

せているのだ」と断言する歴史家もいます。「サンティアゴの十

字章」とは、とても重要な騎士修道会に所属していることを示

すためのシンボルでした。 

みなさんがこの絵をよく見たとき、ベラスケスは何を描いて

いるのだろうと思われるかもしれません。というのは、ベラス

ケス本人がまるで私たち鑑賞者を見つめるかのように真正面

に立っているわけですから、《ラス・メニーナス》に描写されて

いる場面を実際に絵にするのは不可能のように思えるからで

す。これについてはいくつかの珍説も含めて多くの学説がある

のですが、おそらく鍵となるのはまだ名前を挙げていない二人

の人物でしょう。それはフェリペ 4 世とその妻マリアーナ・デ・

アウストゥリア[10]です。部屋の奥に掛けられた鏡のなかに国

王夫妻が映っています（図 3）。つまり、ベラスケスのいる位置

と彼の視線の方向、そして他の登場人物の視線から、彼が今ま

 

図 3：鏡の拡大図 

 

さに描いているものは国王夫妻の肖像画だということがわか

ります。この鏡と視線の組み合わせによって、私たち鑑賞者は

「絵を見る人」であると同時に「絵に見られる人」にもなってい

るのです。私たちは鑑賞者として絵のなかでは特権的な場所、

つまり国王が占めているまさにその場所に立っていることに

なります。言い換えると、今私たちは肖像画を描いてもらって

いる最中の国王が見ていたのと同じものを見ているというわ

けです。しかし同時に、これを見ている私たちは弱い立場に立

たされていることにもなります。なぜなら、ベラスケスだけで

なく、マルガリータ王女[1]やマリ=バルボラ[4]のような他の

登場人物にじっと見つめられているのですから…。 

真実がどうであれ、今もなお《ラス・メニーナス》はあらゆる

専門家や美術愛好家の好奇心を刺激し続けています。その要

因は、画家自身とモデルたち、そして鑑賞者との間に打ち立て

られた不思議な力にあります。誰が誰をなぜ見ているのか？

―これはおそらく永遠に解決されることのない謎でしょう。し

かし、これからずっと長い間すべての人を魅了し続ける謎でも

あると思います。    

Gisele Fernández Lázaro 

（ヒセレ・フェルナンデス・ラサロ／スペイン芸術・演劇） 

 

スペイン語のことわざ 

 

A quien madruga, Dios le ayuda. 

早起きする人を神が助ける。 

→ 早起きは三文の得 
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「今日の世界は現状のままですが、 

これを続ける必要はありません」 

―「新型」の電力会社の登場によって 

スペイン社会が変わる（かも？）― 

 

あなたは一日に企業の何社とまた何回やり取りしています

か？ たくさんあると思います。例えば、コンビニで買い物をし

たり、自動販売機で飲み物を買ったり、電車に乗ったり、スマー

トフォンを使ったり、電気のスイッチをつけたりして、私たちは

消費者として物やサービスを提供する会社と取り引きしてい

ます。さらに、アルバイトであれ就職であれ、私たちは労働者と

して会社とやり取りすることになります。 

会社とは、簡単に言うと、利益を得るために製品やサービス

を生産する組織です。しかし、「理想的な会社」は利益を得るだ

けでいいでしょうか。これだけで足りないでしょう。みなさんは、

「理想的な会社」にほかの条件を求めていると思います。「理想

的な会社」について考えると、消費者を満足させる質のいい製

品やサービスを公正な価格で提供すること、ゴミや排気ガスを

出さずに自然環境を守ること、自然資源を破壊しないこと、男

女平等を促進すること、人権を守ること、従業員が充実した生

活を送れるように公正な賃金を支払ってプライベートの時間が

十分できるように労働時間を短縮することなどという条件が

みなさんの頭に浮かび上がることでしょう。 

電気についてもう少し詳しく考えてみましょう。例えば、引

っ越しをして新しい部屋を借りるとき、電気を使うために電力

会社と契約で結ばなければなりません。スペインの場合、電力

会社は 260 社以上ありますが、ほとんどの家に電気を提供し

ているのは大企業の 5 社だけです。この 5 社の中から 1 つを

選ぶとしましょう。私は顧客として、毎月請求書をもらって電

気代を支払い、家まで電気を送ってもらいます。これ以外に、

私はその電力会社と関係はありません。私は、その会社が提供

する電気が温室ガスを排出する方法で発電されたか、環境を

守る再生可能エネルギーで発電されたかわかりません。電気が

再生可能エネルギーで発電された場合でも、それは、山を切り

崩して風景を破壊し、地元の住民の不満を引き起こす大規模

な風力発電所や大規模な太陽光発電所で発電されたかどうか

もわかりませんし、電力会社がやっていることに影響を与える

こともできません。もし電力会社のサービスや電気料金に不満

があれば、ほかの電力会社に乗り換えてみるしかありません。 

ところが、この従来の会社のあり方と異なる新型の会社が

スペインで 10 年前から増えています。ここで、新型の電力会社

の事例を一つ紹介し、新型の会社の発展によって社会に変化

（「改善」としておきましょう）をもたらす可能性があることを説

明したいと思います。 

2011 年、カタルーニャ自治州北東部の人口ほぼ 20 万人

の町、ジロナ市（Girona、写真 1）で電力会社 Som Energia

（ソム・アナルジア社：「私たちがエネルギーである」の意味）が

設立されました。この会社は協同組合の形をとって、この会社

の電気消費者は会社の共同の持ち主にもなります。協同組合

員 350 人、ボランティアで働いているスタッフ 3 人で開業し

ましたが、10 年後、スペイン全国で 8 万人以上の協同組合員

がいて、12万5千件以上の電気消費の契約もあります。また、

現在の正社員は 101 人です。ソム・アナルジアの主な事業は 2

つあります。一つは再生可能エネルギーで発電された電気を電

力会社から買い取って契約者の家に電気を提供する事業です。

もう一つは、独自の再生可能エネルギー発電所を設置して発電

する事業です。将来に契約者が消費する電気の 100％を独自

の発電所で発電することを目指しています。新発電所設置に必

要な金額は電気代から得た収入と協同組合員が投資した金額

で 賄
まかな

っています。 

 

 

写真 1：ソム・アナルジア本部があるジロナ市の市街の眺め 

 

ソム・アナルジアは、従来の電気会社といくつかの重要な違
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いがあります。第一は、消費者は協同組合員としてこの会社の

共同の持ち主ですので、会社の役員を選び、その役員会のメン

バーに選ばれる権利もあり、そして毎年の電気料金を決定する

会議に参加し、会社の経営に参加することができます。第二は、

利益を得るために設立された会社ではありませんので、電力

供給の売り上げで得た収入を事業継続と再生可能エネルギー

発電所の新設置にしか使いません、また電気料金をできるか

ぎり安くします。第三に、自然環境を守るために、発電所を設

置する際には、景観や環境への影響が少ないこと、および地域

住民の反対がないという条件が必要となります。このため、実

際に自然環境を守る再生可能エネルギーを促進しています。そ

して第四は、協同組合員が住んでいる町で自発的に「地元グル

ープ」を作って、再生可能エネルギー、省エネルギー、環境、電

気代などについて、研究会や講演会を行っています。このおか

げで、普通の消費者であるソム・アナルジアの協同組合員は、エ

ネルギーについての知識を得て、それに基づいて発電所の新

設置に関する独自の企画案を作成するなどして、会社の経営

に貢献しています。 

私はソム・アナルジアを詳しく知るためにその創業者や職員

にインタビューし、面白い話を多く聞くことができました。創業

者は、ジロナ大学（州立、写真 2）の経済学の若い先生です。彼

はオランダ人であるのに、オランダ語と英語もちろん、スペイン

語とカタルーニャ語も完璧に話します。カタルーニャ語はスペイ

ンに 4 つある公用語の一つであり、カタルーニャ州を始め、ス 

 

 

写真 2：ソム・アナルジア本部が入っている 

ジロナ大学科学技術パークの建物 

ペイン東部でスペイン語のほかに話されている言語です。カタ

ルーニャ語は私の母語でもあり、インタビューはカタルーニャ語

で行いました。先生は、ソム・アナルジアの誕生や発展について

語ってくれました。環境を守るために、また従来の電力会社に 

よる法外な価格設定や消費者に対するとてつもない契約条件

に反対するために、オランダやドイツによくある市民の電力会

社のような会社を設立する強い意志を持っていました。しかし

最初、彼は会社を運営する経験もなく、エネルギーや電気事業

についても何も知りませんでした。大学生 20 人と教員 2 人の

協力を得て、作りたい電気自己生産自己消費協同組合のアイ

デアを紹介するためにウェブサイトを作成し、協同組合員 350

人を集めることができました。これがソム・アナルジアの誕生で

した。 

電力会社の設立と運営のために、国による電気事業に関す

る規制についての知識、電気市場で電気を買うための知識、1

日を通しての 1 時間あたりの電力消費量の変化を予想するた

めの知識、再生可能エネルギー発電所設置についての知識な

どさまざまな分野についての豊富な知識が必要です。ソム・ア

ナルジアは最初の数年間、ほかの協同組合、自然環境保護団体、

電気事業の専門家や協同組合員、環境を守る再生可能エネル

ギーを促進したいという強い意志を持つ多くの人々に無償で

協力をしてもらったおかげで、その知識を得ることができまし

た。そして、協同組合員である顧客の急増にあわせて、ソム・ア

ナルジアは正社員を増やし、発電所を多く設置し、急成長して

きました。現在、ソム・アナルジアは、スペイン国内外で同じ「新

型」電力会社の設立のために知識を提供するなど無償で協力

をしています。 

ソム・アナルジアのここまでの分析からさまざまなことが学

べると思いますが、結論として一つだけ主張したいことがあり

ます。それは、環境問題などの社会問題を解決したいという高

い意識を持つ人々がその目的に向かって力を合わせれば、そ

の問題を解決する可能性は十分にあり、社会を改善することも

できるということです。スペインで、「新型」電力会社が増え、従

来型電力会社の多くの顧客が「新型」電力会社へ乗り換えれば、

従来型電力会社は環境を守る再生可能エネルギーを増やし、

顧客に対するとてつもない契約条件も見直そうとするはずで

す。電気事業以外にほかの産業分野でもこのような「新型」企
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業が広がることもあり得ます。日本人にもスペイン人と同じ力

がありますので、日本でも「新型」企業による社会問題の解決

は可能です。 

インタビューの中で、ソム・アナルジアの創業者は、「今日の

世界は現状のままですが、これを続ける必要はありません」と

いう発言を残しました。私はその通りだと思いますが、それを

実現できるかどうかは、私たち一般人の行動次第ではないで

しょうか。 

Lluís Valls Campà（ユイス・バユス・カンパ／社会学） 

 

ス ペ イ ン 語 に な っ た 日 本 語、 

日 本 語 に な っ た ス ペ イ ン 語 

 

¡Hola a todos! みなさん、こんにちは。スペイン語の学習

はいかがでしょうか。 

 英語と違って、スペイン語の表記には k と w の文字が滅多に

出てこないことにもうお気づきだと思います。それから、英語

によく見られる sh というつづりもスペイン語ではほとんど見

かけません。スペイン語でこれらの文字を使うとしたら、

kilogramo（キログラム）、kilómetro（キロメートル）、web

（ウェブ）といった外来語やKenia（ケニア）、Kuwait（クウェー

ト）、Washington（ワシントン）のような非スペイン語圏の地

名などです。基本的に、本来のスペイン語語彙に k と w は用い

られません。カ行の音は ca, qui, cu, que, co と表記すれば

十分だからです。また、ワ行とシャ行はスペイン語に存在しない

音ですから、そうした音を表記するための文字が外来語を除い

て不要なのです。そうすると、k, w, sh の文字が入った単語は

例外なく外来語ということになります。 

 それではクイズです。次の単語はすべてスペイン語のなかの

外来語です。意味を推測してみてください。声に出して発音し

てみれば簡単にわかります。 

 

 kaki, kendo, karateca, haiku, bushido     

 

正解は順に、「柿」「剣道」「空手家」「俳句」「武士道」です。そう

です。これらは日本語から入り込んだスペイン語単語だったの

です（最初の kaki は caqui とも表記します）。今では日本で

出版されたスペイン語-日本語辞典だけでなく、スペインで発行

されたスペイン語話者向けのスペイン語辞典にも見出し語とし

て掲載されているほどです。こうしたスペイン語になった日本

語単語は思いのほかたくさんあります。スペインで発行された

スペイン語辞典から、別の例を拾い出してみました（表 1）。 

 

karate 空手 aikido 合気道 

judo/yudo 柔道 yudoca 柔道家 

sumo 相撲 bonsái 盆栽 

origami 折り紙 kimono 着物 

kabuki 歌舞伎 biombo 屏風 

ninja 忍者 harakiri 腹切り 

kamikaze 神風 tsunami 津波 

karaoke カラオケ manga 漫画 

tatami 畳 futón 布団 

tofu 豆腐 sushi 寿司 

tempura 天ぷら sake 酒 

表 1：スペイン本国のスペイン語辞典に載っている日本語 

 

日本語由来のスペイン語語彙は多くの場合、英語をはじめと

した他の諸言語にも共通して見られるようです。そして、大半

が日本文化特有の文物や概念を表す単語であることに特徴が

あります。さて、これらの単語をスペイン語の文脈のなかでい

ざ使おうと思ったとき、一つの問題に直面することになります。

それは、冠詞や形容詞を付けたいときに男性形にするのか女

性形にするのかという文法上の疑問です。たとえば、“Me 

gusta～”「～が好きだ」の表現では必ず動詞 gustar の次に

くる名詞の前に定冠詞を必要としますから、「私はコーヒーが

好きだ」は必ず “Me gusta el café.” であり、「私はケーキ

が好きだ」は “Me gusta la tarta.” と言わなければいけま

せん。それでは、スペイン語で「私は日本の漫画が好きだ」と言

ってみたいと思います。「漫画」はmangaですが、冠詞はelか

la のどちらにすればよいのでしょう？―正解は、“Me gusta 

el manga japonés.”です。manga は-a で終わるにもかか

わらず男性名詞として扱われます（女性名詞の la manga と

いう単語もありますが、こちらは「袖
そで

」という意味で、本来のス

ペイン語単語です）。日本語由来のものにかぎらず、英語由来
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のも ので も 外来語はほとんど が男性名詞で す 。た だし

tempura のように、-a で終わるがために文法規則に準じて

女性名詞になる場合もあるので注意が必要です。「私は天ぷら

が好きだ」と言いたければ、“Me gusta la tempura.”とし

てください。 

今度は逆のケース、すなわち日本語に入り込んだスペイン語

を話題にしてみましょう。とはいえ、こちらはあまり数が多いと

は言えません。たとえば、「リアス式海岸」や「カルデラ湖」とい

う地理用語を習ったことがあると思います。狭い湾や入り江が

複雑に入り込んだギザギザ状の海岸が「リアス式海岸」です。日

本では岩手県の三陸海岸が有名です。この「リアス」とはスペイ

ン語で「入り江」を意味する ría の複数形 rías から来ています

（ちなみに男性形の ríoもあり、「川」を意味します）。スペインの

北西部、すなわちポルトガルの上方に位置するガリシア地方の

海岸には複雑な形の入り江が多く、文字通り「リアス式海岸」に

なっています。次に、「カルデラ」についてですが、これは火山

活動によってできた大規模な窪地
くぼち

のことです。火山の火口に

は雨水が溜まっていきます。その結果できた湖は「カルデラ湖」

と呼ばれます。活火山として有名な熊本県の阿蘇山とその周

辺は典型的なカルデラ地形として知られています。この「カル

デラ」とはスペイン語で「釜、大鍋」を指す caldera のことなの

です。窪んだ地形を鍋に見立てたことに由来します。 

みなさんは「ゲリラ」ということばを聞いたことがあるでしょ

うか。たとえば、天気予報などで突発的な集中豪雨のことを

「ゲリラ豪雨」と言われることがあります。本来「ゲリラ」とは戦

闘用語で、正規軍ではない小規模の部隊が敵に対して奇襲を

しかける戦法のことを「ゲリラ戦法」といいます。19 世紀初期

に勃発した対ナポレオン戦争のときにスペイン側が採ったこの

作戦は、かのナポレオンを散々悩ませる結果となりました。語

源はスペイン語で「小さい戦争」を意味する guerrilla です。一

般的な意味での「戦争」は guerra といいますが、その派生語

として後の時代に guerrilla という単語が造られました。これ

が現代の日本語に定着したのです。その他、近年よく耳にする

ようになったスペイン語由来のカタカナ語として、エルニーニョ

現象（=El Niño「神の子」）、パエリア（=paella）、アヒージョ

（=ajillo「刻んだニンニク」）、ナタデココ（=nata de coco

「ココナツ・クリーム」）などがあります。 

1549 年、フラシスコ・ザビエルとその一行が西洋人として

初めて日本の地を踏みました。これが切っ掛けとなり、戦国時

代から安土桃山時代にかけて南蛮文化が開花しました。このと

き、ポルトガル語発信の外来語がたくさん日本語に流入しまし

た。具体例としてカルタ、ボタン、合羽、コップ、パン、カステラ、

金平糖、オルガン、シャボンなどが挙げられます。どれもすでに

日本人の日常生活に浸透しているものばかりではないでしょ

うか。「カルタ」は漢字で「歌留多」とも書くことから、これがポ

ルトガル語発の外来語だと気づきにくくなっています。実はス

ペイン語にも carta という単語が存在し、「手紙、書状、カード、

憲章」などを意味します。その他、スペイン語で「ボタン」は

botón、「パン」は pan、シャボンは jabón といい、いずれも

ポルトガル語と共通する語彙です。スペイン語もポルトガル語

ももとはと言えばラテン語が変化してできた兄弟言語である

ことから、両言語には非常に多くの共通語彙が存在するのです。

このような見方をすると、スペイン語（あるいはポルトガル語）

がとても身近に感じてこないでしょうか。 

 岡本 信照（おかもと しんしょう／スペイン語史） 

 

【読書案内】 『一冊でわかるスペイン史』 

 

永田智成・久木正雄著、河出書房新社、2021 年、全 221 頁 

 高校生でも苦労なく読めるように書かれた各国歴史書の一

冊。スペインの歴史を知るためにはまずこの本から読み始める

とよい。スペイン文学の金字塔セルバンテスやサグラダ・ファミ

リアの設計者ガウディなど、歴史上の偉人についてのコラムが

各章毎に設けられていて楽しい。同時代の日本で何が起こって

いたかという解説はとてもためになる。 
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CRUCIGRAMA 7 

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～H 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 

 

 

C 

4  

 

5 

6 

 

 

 

   

   G 

  

   E 

7 

   F 

  8  9 

   D 

 

 

 

 

 

10   11  

12 13  

 

  

   A 

 

 

 

 

14 

 

 

   B 

  

 

 15 16 

 

17 

 

  

H 

 

 

18  

 

 

タテのかぎ（VERTICAL） 

1. Tengo una ___________ mayor.「私には姉が一人いる。」 

2. 「熊」。 

3. Desde aquí se ve una ___________.「ここから山が見える。」 

4. 「入り江」のこと。東北地方ある「________式海岸」という地理

用語はスペイン語のこの単語に由来する。 

5. ¿Cómo ______ llama usted?-Me llamo Pilar. 

8.カリブ海の島国の一つ。首都はハバナ。 

9. 「車輪、タイヤ」。 

13. 数詞の 1,000 の読み方は？ 

16. Vengo aquí__________ lunes.「私は月曜日にここへ来る。」 

ヨコのかぎ（HORIZONTAL） 

1. Hay tres ___________.「3 人の男性がいる。」 

6. __________ es todo.「それがすべてだ。」 

7.「いびきをかく」という動詞の原形（=不定詞）。 

10. ¿Cuál es ________ número?「君の電話番号は何番？」 

11. Hablo __________ poco de español.「私はスペイン語を

少しだけ話す。」 

12. Usted es muy___________.「あなたはとても親切です。」 

14. ¿Quién es esa __________?「そこの女の子は誰？」 

15. Soy __________ Japón.「私は日本の出身だ。」 

17. 「翼」。 

18.知り合いと会ったの第一声。¡Hola! ¿Qué __________? 

A～Hを並べると? 

A 

 

B C D E F G H 

CRUCIGRAMA 6 (第 6 号)の解答 

E S P A Ñ O L 

D I E Z  J  

U  C U B O S 

C I E L O  U 

A  S E D A  

D I  S A L E 

O R O  S O N 

A～G の答え :  PAÑUELO「ハンカチ」 

―1 頁の世界遺産クイズの答え― 

(A) ②  (B) ④  (C) ①  (D) ③ 
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