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スペイン・ラテンアメリカ通信 

第８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南米の地方都市です。それぞれどこの国

にありますか?（答えは8 頁） 

 

 

(A) バルパライソの海港都市と 

その歴史的な街並み 

 

 

(C) 古都スクレ 

 

(B) コロニア・デル・サクラメントの 

歴史的街並み 

 

 

(D)アレキパ市の歴史地区 
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スペインの若者が抱えている悩み 

  

 今、皆さんは高校生ですね。あなたたちにはクラスメートとの

共通点がたくさんあります。例えば、同じ年齢であり、学校に通

って、授業を受けて、毎日皆が同じような生活をし、高校卒業

後の進路やどの大学に入学するのかについて悩んでいるとこ

ろであると思います。このような状況に置かれていることが

「若者」の特徴の一つです。ここで私はスペインの若者の悩みに

ついて説明したいと思います。しかし、最初に、「若者」とは何を

意味するのかをもう少し明確にしておく必要があります。 

「子供」は親の責任であり、自分で決定できることが少なく、

生計は親に頼り、親の言う通りに学校に通い、心配することは

あまりありません。それとは反対に、「大人」は自分の行動に単

独で責任を負い、他人から独立し、自分自身の面倒を見なけれ

ばならず、主な活動は仕事であり、ほかの人々（子供や高齢者）

に対する責任を負い、社会の課題にも責任を負わなければな

りません。そして、「若者」は「子供」から「大人」へ移行する人生

の時期です。この時期においては、未成年の期間が終了するの

で、人は自分自身の行動に単独で責任を負うことになり、勉強

や就職について重大な決定をしなければならず、就職ができ

ることで生計を立てることになり、親から独立し、さらに社会

の課題と少しずつ触れ、それについて考え始めることもありま

す。 

 では、スペインの若者はどのような悩みを抱えているのでし

ょうか。この質問に答えるために、スペインの社会学研究所

（Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS）)の

アンケート調査の結果を分析してみましょう。このアンケートに

「個人的にあなたに最も影響を与えている問題は何ですか? 2

番目は？ そして 3 番目は？」という質問があります。アンケー

トの回答者はこの質問に自由に答え、調査員は事前に準備さ

れた課題のリストに回答を分類します。それぞれの課題が「1

番」、「2 番」と「3 番」として選ばれた割合の合計は表 1 に示さ

れています。この表は、回答者全員（18 歳以上の人々）よりも

若者（18 歳〜24 歳と 25 歳〜34 歳）のほうが選んだ課題の

データのみ表しています。 

 

 

 回答者全員 

(18歳以上) 

若 者 

18歳～24歳 25歳～34歳 

経済問題 26.5 21.3 30.4 

失業 25.8 30.1 30.9 

労働条件 19.8 30.1 32.2 

教育問題 12.4 31.0 14.5 

住宅問題 5.9 10.6 14.8 

青少年に 

関する問題 

  4.0 9.3 3.4 

個人的な問題   7.4 7.9 5.7 

表 1：「個人的にあなたに最も影響を与えている問題は何ですか? 

   2 番目は？ そして 3 番目は？」（「1 番」、「2 番」、「3 番」の 

   回答割合の合計）（％） （CIS, Barómetro, 2020 年 1 月） 

 

若者は特に、就職活動をしても就職ができない問題、つまり

「失業」に悩まされています。そして、就職ができた場合でも、

雇用契約の任期期間、給与、労働時間などの「労働条件」は最

も悩まされている課題です。また、25 歳〜34 歳の若者の多

くは「経済問題」、すなわち生計を立てるのが困難であることに

悩まされています。さらに、特に 18 歳〜24 歳の若者は、「教

育問題」、例えば大学の学費の支払いおよび卒業条件の達成の

困難、教育の質などにもかなり悩まされています。そして、それ

らの課題の結果の一つでもある「住宅問題」という自分自身で

住宅を買うまたは借りる不可能性も若者を困らせています。 

 上述は若者の抱えている課題についての意識のデータです

が、スペインの統計国立研究所（Instituto Nacional de 

Estadística (INE)）の失業および非正規雇用（任期付き労

働契約）の統計データ（表 2 を参照）を見ると、スペインの若者

の雇用情勢はさらに深刻に見えます。スペインは失業率および

非正規雇用率がヨーロッパの中で最も高い国の一つです。スペ

インでは、現役（雇用されているまたは就職したいが雇用され

ていない 16 歳以上）の人口は 13.6％が失業中で、すなわち

就職ができていません。さらに、就職ができた人の24.1％は、

数年から１か月だけの任期付き雇用です。しかし、16 歳以上の

全人口と比較すると、若者の雇用情勢はさらに深刻で、年齢に

よって差はあるものの、失業率や非正規雇用率は 2 倍、3 倍、

あるいはそれ以上となっています。 



3 

 

  

16 歳 

以上 

若 者 

16 歳～ 

19 歳 

20 歳～ 

24 歳 

25 歳～ 

29 歳 

30 歳～ 

34 歳 

現役人口

の失業率 

(2020 年

1 月～3月) 

 

13.6 

 

46.4 

 

26.7 

 

18.3 

 

13.5 

雇用人口

の非正規

雇 用 率

(2020年) 

 

24.1 

 

83.1 

 

64.1 

 

43.9 

 

26.3* 

表 2：スペインの失業率と非正規雇用率（％）  *30 歳～39 歳 

 （INE, Encuesta de Población Activa, 2020) 

 

この雇用状況では、若者は就職するのが困難であり、就職し

た場合でも給料が低く、雇用期間が短い、非正規雇用の期間と

失業の期間を繰り返しています。その結果、若者は親の支えに

頼り続け、自立できず、大人として自分の人生を充実させるこ

とができません。この状況に置かれている若者は全員ではあり

ませんが、表 1 に見られるように 18 歳〜34 歳の若者の 3 分

の 1 は雇用に関する悩みを抱えています。 

 スペインの“El País”（「エル・パイス」）という新聞は、2021

年 1 月 13 日にスペインの若者の生活に関する記事を掲載し、

12 人の若者の証言を集めました。そこに、若者の怒りと絶望

が現れています。多くの企業は若者を正社員として雇用するの

ではなく、任期付き非正社員として雇用することを繰り返して

います。権利の少ない安価な労働者を雇用するために、企業が

一時的な雇用契約やインターンシップ契約を悪用していること

へ若者は怒りを感じています。そして、彼らは、大学を卒業した

にもかかわらず、年齢を重ねても、不安定で低賃金のスキルの

低い仕事しか得られないことに絶望を感じています。このよう

な雇用情勢の結果として、若者はどのような仕事をしたいのか、

どこで働きたいのか、どこに住みたいのか、誰と一緒に暮らし

たいのかを選択する可能性がなく、プロとしてのキャリアを築

くこともできません。つまり、彼らは自分の人生設計を立てる

自由を奪われたと感じています。言い換えれば、スペインの多

くの若者はいくら年齢を重ねても、充実した「大人」へ移行する

ことができません。 

以上、スペインの若者の厳しい現状の説明です。さて、日本

の若者はどんな悩みを抱えているのでしょうか。 スペインの若

者の悩みと同じですか？ それとも違いますか？ 個人的にあ

なたに最も影響を与えている問題は何ですか？そして、ほかの

若者はどう思っていますか？ 日本の若者の悩みを調べてスペ

インの若者の悩みと比較するのが面白いと私は思います。あな

たも調べてみてはいかがでしょうか？ 

Lluís Valls Campà（ユイス・バユス・カンパ／社会学） 

 

～スペイン語の早口ことば～ 

Compré pocas copas,  

pocas copas compré, 

y como compré pocas copas, 

pocas copas pagué. 

 

なぜアメリカ合衆国にスペイン語地名が？ 

～「天使」を意味する“ロサンゼルス”～ 

 

アメリカ合衆国にはスペイン語に由来する地名がたくさんあ

ることをご存知でしょうか。たとえば、ネバダ=Nevada「雪の

積もった」、コロラド=Colorado「赤く染まった」、フロリダ

=Florida「花が咲いた」などの州の名前や、ラスベガス=Las 

Vegas「沃野」、サンディエゴ=San Diego「聖ディエゴ[聖人

名]」、サンフランシスコ=San Francisco「聖フランシスコ[聖

人名]」、ロサンゼルス=Los Angeles「天使」などの都市名は

すべてスペイン語です。そもそも、なぜアメリカ合衆国にスペイ

ン語の地名があるのでしょう？ 

この問いに答えるために、北米大陸とスペインの関係を歴史

的にたどってみます。ヨーロッパ人として最初に北米大陸に足

を踏み入れたのはポンセ・デ・レオンというスペイン人の探検家

で、1513 年に現在のフロリダ半島を探索しました。その後、フ

ロリダからメキシコまで陸路を踏破したカベサ・デ・バカ、主に

ミシシッピ河周辺の内陸部へ遠征したエルナンド・デ・ソト、カリ

フォルニア沿岸を海路で北へ北へと進んだフアン・ロドリゲス・

カブリリョといったスペイン人探検家が 16 世紀の間に現在の

米国領を探索しています。しかし、当時のスペイン人のお目当
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てである貴金属の鉱脈や香辛料が見つからなかったため、し

ばらく放置されていました。そのため、アメリカ南西部は一応

スペイン領だったとはいえ、メキシコシティーやリマのようなス

ペイン人によって建設された都市は存在しませんでした。とこ

ろが、18 世紀の後半になると、ロシアやイギリスがアメリカ西

海岸に迫って来ているとの噂がスペイン側に入ります。せっか

くの領土を奪われるのではないかと恐れたスペインは、1769

年に現在のカリフォルニア州に入植を開始しました。そうはい

っても、大都市を建設するだけの人数を移住させることはでき

ず、最初は少人数のスペイン人（大半は先住民との混血）がメキ

シコから移住したにすぎませんでした。当初の目的は北米イン

ディアンをキリスト教徒に改宗することでした。そこで、入植は

総督と呼ばれる政治的指導者と修道士が中心となって実行に

移されました。北米における伝道拠点の第一号が現在のカリフ

ォルニア州南部にあるサンディエゴです。原語 San Diego の

“San”とは「聖なる」という意味のスペイン語で、キリスト教の

聖者名に付ける形容詞です。他にサンフランシスコ（カリフォル

ニア州）やサンアントニオ（テキサス州）など「サン」で始まる地

名が米国に多いのは、スペイン人によるキリスト教の伝道とか

かわっていたからです。こうして 18 世紀後半から 19 世紀初

頭にかけてカリフォルニアに 21 か所の伝道所が建てられまし

た。ところで、人々を新天地に住まわせるには食糧の確保が不

可欠ですね。そこで食料供給源として伝道所とは別に 2 か所

の農業村が設置されることになりました。その一つが今のサン

ノゼで、もう一つがロサンゼルスだったのです。 

 

 

写真 1：ロサンゼルス市内（ダウンタウン）の様子 

 

現在のロサンゼルスはとても巨大な都市です（写真 1）。狭い

意味でのロサンゼルス市の周囲に多くの郡があり、これらの郡

が集まった都市圏全体をグレーター・ロサンゼルスといいます。

その面積は日本の関東平野に相当するほどの広さで、全体の

人口は 1,800 万人を超えています。そのロサンゼルスの基礎

を築いたのがスペイン人で、今から約 240 年前の 1781 年の

ことでした。とはいえ、この年に初代ロサンゼルス市民（という

より村民）になった人数はわずか 44 人でした。240 年間の人

口増加率は実に 40 万倍(!)ということになります。 

さて、この「ロサンゼルス」という地名の原語つづりは“Los 

Angeles”という 2 語のスペイン語です。“Los”は男性複数名

詞に付ける定冠詞ですね。Angeles は「天使」を意味する

ángel の複数形です。しかし、スペイン人が入植を始めた当初

は“el pueblo de Nuestra Señora la reina de los 

ángeles”という長い名称が付けられていました。日本語に訳

すと「天使に囲まれた女王である我々の聖母の町」といったと

ころで、もともとは聖母マリアを称えるための地名だったので

す。ダウンタウンと呼ばれるロサンゼルスの中心街にオルベラ

街と呼ばれる区域があります。この区域にロサンゼルスの起源

を記念するものがあり、この都市の本来のスペイン語名称を記

した記念碑が立てられています（写真 2）。 

 

 

写真 2：ロサンゼルス発祥の記念碑。スペイン語で “EL 

      PUEBLO DE LA REYNA DE LOS ANGELES” と 

当時のつづりで書かれ、下に英語で入植の日付 

が 1781 年 9 月 4 日と記されている。 
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この地を農業村とすべく入植を指導したのが総督フェリー

ペ・デ・ネベという人で、最初に集落が建設されたのが現在の

オルベラ街に当たる場所でした。初代入植者の 44 名について

は全員の氏名、性別、年齢、出自が記録として残っており、それ

らが記された銅板を誰でも目にすることができます（写真 3）。 

 

 

写真 3：最初のロサンゼルス入植者の氏名一覧。記された年齢 

から、ほぼ半数は未成年だったことがわかる。 “LOS 

POBLADORES” とはスペイン語で「入植者」のこと。 

 

1821 年、メキシコがスペインから独立したことにより、カリ

フォルニアはメキシコ領になりました。そして 1848 年、カリフ

ォルニアがアメリカ領になったまさにその年に金鉱脈が発見さ

れ、アメリカ東部からもの凄い数の人々が一攫千金
いっかくせんきん

を夢見て西

部に押し寄せてきます。これが世に知られた「ゴールドラッシュ」

で、カリフォルニアの人口が急増する原動力となりました。さら

に、1898 年に油田が発見されたことで、産業の成長に拍車が

掛かり、ロサンゼルスは都市化の一途をたどることになったの

でした。ハリウッドやディズニーランドをお目当てに訪れる観光

客が絶えない現在のロサンゼルスは、中心街に高層ビルが林

立し、多くの人や車が往来する近代都市です。かつてのスペイ

ンらしさなど今や見る影もありません。しかし、特定のスポット

に設置されている記念碑を目にしたとき、そこが最初はスペイ

ン領であったことを確認することができます。それから、メキシ

コを中心とするラテンアメリカからの移民、すなわちヒスパニ

ックが全人口の 40%以上を占めるに至ったこの都市は、街の

いたるところで日々スペイン語が飛び交っています。ロサンゼ

ルスは最もラテン的な米国の都市と言えるかもしれません。 

 岡本 信照（おかもと しんしょう／スペイン語史） 

 

スペイン語のことわざ 

Más vale tarde que nunca. 

何もしないより遅れてするほうが価値がある。 

→ 遅くともなさざるよりは良し 

 

〈連載〉 今年の夏、メキシコで(1) 

—2022 年の調査旅行から― 

 

 メキシコへ戻る
．．

準備をしているときはいつも楽しい。久々に

会える友人たちのことを思い、またどこでどんな人たちに会え

るだろうか、どんなメキシコ料理が食べられるだろうかと想像

を巡らすからだ。 

ところが、だ。今年は妙に「面倒くさいな。何となく行きたく

ないな」という感覚が先立つ。最後にメキシコに行ったのは

2019 年夏だから、かれこれ 3 年が経つ。だから、今まで以上

に待ち遠しさが先立つだろうと思っていたのに。 

成田空港の出発ロビーにいても、この感覚は拭えなかった。

搭乗するのが全日空のメキシコシティー行き直行便であること

も嫌だった。僕にとって、メキシコへ戻る
．．

旅は、尾翼に鷲のヘル

メットを被ったアステカ戦士の顔のロゴをつけたメキシコのア

エロメヒコ航空に乗ることから始まるのだし、そうでなければ

ならないのだ（写真１）。 

 
写真１：成田空港で離陸準備体制にあるアエロメヒコ航空 

AM57 便(2017 年 7 月 22 日著者撮影) 
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機内に一歩足を踏み入れれば、もうそこはメキシコの世界。

「¡Hola, Bienvenido!（こんにちは、ようこそ）」という陽気な

客室乗務員に迎えられると、僕の心は高鳴るのだ。それだけで

ウキウキしてしまう。飛行中は、豊富な映画のラインナップを楽

しみ、ゆったりとメキシコ風料理に 舌 鼓
したつづみ

をうったあとは、食

後酒をいただいて豊かな気分になる。メキシコまでの１２時間

は、大して苦にもならないのだ。 

だが、コロナのあおりを受けて個人旅行客が激減したために、

アエロメヒコ航空は日本便の運行を 3 年前から取りやめてお

り、全日空だけが直行便を維持していた。初めて乗る全日空の

フライトには、メキシコを感じさせるものが全くなかったから高

揚感がまるでなく、つまらなくて正直辛かった。それでも、到着

して空港から外に出れば、そこには懐かしいメキシコがあった。

3 年の間に市内の様子も随分と変わっていて、運転手の若い

友人が色々説明してくれた。残念だったのは、僕が期待してい

た「抜けるような青い空」が見られなかったことだ。このところ

天気が悪くて毎日のように雨が降るというが、うだるように暑

い日本から来た僕には、それでも涼しいメキシコシティーは天

国だった。車窓の景色を眺めつつ、少しずつメキシコに帰って

きたという実感が滲み出してきていた。 

今回の旅の目的の一つは、これまで研究対象としてこなかっ

た、プエブラ州チョルーラ市近郊の村々で野外調査をすること

にあった。僕が研究しているのは先スペイン期から植民地時代

のマヤ社会に関してだが、最近は植民地時代に作成された「土

地権原証書」という、いわば村の土地の境界線を定めた権利書

のようなものである。これが作成後どのように使われたのかが

気になっている。マヤ人たちは隣村との境界争いが起こる度に

この原本を持ち出して、境界線を歩いてその内容と現実を突

き合わせてチェックしていたばかりか、どうやらこれを声に出

して、リズムをつけて読んでいたらしいのだ。しかしそのことを

伝える確たる史料がない。 

一方、かつて勤務していたメキシコ国立自治大学文哲学部

大学院メソアメリカ研究学科での僕のゼミで、出席していた女

性研究者から、彼女が調査をしているメキシコ西部の村では、

毎年村長や村役、村人全員が参加して「土地権原証書」を音読

し、楽隊がそれに音楽をつけて村の境界線を周る行事をしてい

ると聞いた。別の学生は、プエブラ州チョルーラ市に程近い自

分の出身の村の近郊でも、やはり境界線を歩きつつ「土地権原

証書」を音読しているとの情報を提供してくれていた（地図参

照）。 

 

 

 

メキシコシティーからチョルーラまでは車で３時間ほどの距

離だから、まずはこの学生の村であるクアウトランシンゴ村の

境界線を歩いてみることをゼミの出席者に提案した。僕の関心

は常に村の境界標・境界線がどのように維持されているのか、

村人のアイデンティティーと境界を守ることとどのような関係

があるのだろうかということにあったし、村々で境界線をたど

って歩くことは、僕がいつもマヤの村々で行ってきたことだっ

たからだ。それに将来の野外調査の予備調査をしておくべきだ

ろうとも思った。そこで、ゼミの学生を連れて調査に出かけた

のが 2014 年 4 月だった。 

 野外調査は、村役場の人々に僕の学生が丁寧にこの調査の

目的を話し、僕も説明することから始まった。僕の学生の村役

に対する態度は実に丁重なもので、日本で身分の高い人の前

でとる態度や言葉遣いとそっくりなのには驚いた。もちろん調

査の結果をどう利用するのかといった質問もなされ、その後

承認を得ることができた。それから学生の案内で境界線を辿り

始めたのだが、先ほどの村役たちの承認だけでは不十分だっ

たことが間もなく明らかになった。調査中に、数人の村人がや

ってきて、何をしているのかと私の学生に尋ねてきたので、彼

は丁寧に応対して説明していた。次の場所でも同じことが起こ

ったので、どうやら僕たちの行動が一般の村人の間に知れ渡

って、村に害でも与えるのではないかという疑念が起こってい

るらしいことを僕の学生は察知した。「先生、どうもこの辺で境
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界線を歩くのはやめた方がいいようです。これ以上続けると私

たちの身の安全が保証できなくなります」と言うので、あとは

教会巡りなどをしてその村を後にした（写真 2）。 

 

 
写真 2：クアウトランシンゴ村の教会前でゼミの学生たちと 

（2014 年 4 月 25 日） 

 

しかし、プエブラ地方の村々で野外調査をしてみたいという

願いを諦めたわけではなかった。ただ、その後 17 年勤めたメ

キシコ国立自治大学文献学研究所マヤ研究センターを退職し、

日本に戻る決断をしたために引越し等で相当な時間を取られ、

さらにこれに追い討ちをかけるようにコロナによって3年間そ

の計画が実施できないでいたのだ。通常ユカタン州やカンペチ

ェ州で調査している僕にとっては（地図参照）、メキシコシティ

ーからそう遠くないこの地域はなお処女地だった。前回の体験

から、僕一人で訪問して簡単に許可が得られるわけではないし、

人々の信用を得ることはとても難しいことを学んでいたので、

今回も同じ学生、といっても今は村の高校で教鞭をとるととも

に、村役場の文化担当として活躍し、研究にも従事しているの

だが、その彼に共同研究をしないかと提案してみた。彼にとっ

ても初めての村を対象として、その村にあるはずの「土地権原

証書」を研究してみないかと。無論彼は快諾してくれ、知り合い

を通じて 2 つの村とコンタクトを取り、事前に僕が送った研究

計画書や僕の略歴を提出して、なんとか調査が実施できるよ

うお膳立てをしてくれたのである。ありがたかった。対象とな

るのは、サン・フアン・ウイルーコ村とサンタ・イサベル・チョルー

ラ村だが、彼によれば、その辺りでは今なお土地争いが絶えな

いという話を聞いていたから、なおのこと事前に調査実施許

可を申請していてよかったと思う。 

 サン・フアン・ウイルーコ村では、まず村長と村役の人たちに

挨拶をし、僕たちの学術的意図を説明した。やや疑いの目で見

られていることは明白だったが、村長は村役に僕たちの調査

に同行して便宜を図るように命じ、トラックまで出してくれた

のはありがたかった。何と 16 世紀後半から今に至るまで隣村

との境界争いが係争中であり、今回訪問できるのはそんな問

題がない部分だけという説明があった。そして、2 台のトラック

に分乗して、村外れへ向かった。その途中、運転していた人が、

自分達の主張を裏付けるための文書が存在していること、それ

は教会の壁に密かに造られた保管場所にあること、発見され

た時にはボロボロになっていたが、修復に出してまた同じ場所

に収められていることなどを話してくれた。それだ。まさにそ

の文書が見たい。それこそが今回に調査の主要目的なのだ。だ

が、閲覧には教会の牧師、教会の信者組織の役職者たちの許

可を取り付けねばならないとも言われ、今回は閲覧が難しいで

あろうことは明白だった。               ［次号に続く］ 

大越翼（おおこし つばさ／歴史学） 

 

【読書案内】 『風の影』（上）（下） 

 

 

カルロス・ルイス・サフォン著、木村裕美訳、 

集英社文庫、2006 年、上巻 414 頁／下巻 432 頁 

 世界 37 か国で翻訳出版されたスペイン発のベストセラー小

説。サッカーの元スペイン代表アンドレス・イニエスタもお気に

入りのようだ。舞台はバルセロナ。主人公のダニエル少年は『風

の影』というこの世にもはや 1 冊しかない本と出逢った。とこ

ろが、その本の作者フリアン・カラックスの謎に満ちた過去を探

求しようとしたことで、正体不明の人物につけ狙われる羽目

に！ミステリー小説を基軸としながら、主人公の成長物語でも

あり、バルセロナの街案内にもなっている。 
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CRUCIGRAMA 8 

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  

C 

2 

 

3 

 

4  

 

5 

  

 

6   

 

 

G 

 

   E 

7 8   

F 

  

  

 

9  

 

   10  

11   

B 

    

 

 

 

    12 13 

 

14     

D 

 

 

 

   A 

タテのかぎ（VERTICAL） 

1.「銀」。ラテンアメリカの多くの国では dinero と同義で用い

られる。 

2. 「往復切符」のことを billete de __________ y vuelta という。 

3. Él es uno de los __________ jugadores.「彼は最も優秀な

選手の一人だ。」 

4. Echa sal a __________ de buen cubero.「目分量で塩を入

れなさい。」 

5. diez, __________, doce, trece... 

8. 「美しい」。ただし、bonito, hermoso, lindo ではない。

文学的・芸術的な文脈で用いられる文語的な単語。 

10. ¿Estás bien? – No. Estoy _________. 

13. Voy a la escuela ________ autobús. 

ヨコのかぎ（HORIZONTAL） 

1.「いとこ」。男性単数。 

6. Ellos __________ el trabajo.「彼らは仕事をやめる。」 

7. ¿Dónde está el baño? ― Está __________.「トイレはど

こですか？―下にあります。」 

9. ________ espero a la puerta.「門のところで君を待ってい

るよ。」 

10. ¿________ ayudas?「私を助けてくれる？」 

11. 「長くする、伸ばす」の 3 人称単数。largo「長い」の動詞形。 

14. ¿Cuál es tu __________?「君のかばんはどれ？」 

A～G を並べると? 

A 

 

B C D E F G 

CRUCIGRAMA 7 (第 7 号)の解答 

H O M B R E S 

E S O  Í  E 

R O N C A R  

M  T U  U N 

A M A B L E  

N I Ñ A  D E 

A L A  T A L 

A～H の答え :  LIBRERÍA「本屋」 

―1 頁の世界遺産クイズの答え― 

(A) チリ  (B) ウルグアイ  (C) ボリビア  (D) ペルー 

 

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） 

岡本信照（京都外国語大学教授） 

大越翼（京都外国語大学教授） 
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