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スペイン・ラテンアメリカ通信 

創刊号 
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

けたアカデミック情報誌です。 

 

スペイン語圏の世界遺産：A～D の遺跡はそれぞれどこの国にありますか?（答えは8 頁） 

 

 

(A) セゴビアのローマ水道橋 

 

 

 

 

(B) 古代都市テオティワカン 

(C) アルハンブラ宮殿 

 

(D) マチュピチュ
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早速ですが、下の絵を見てください。女性がたくさんのカ

ップを運んでいます。あらら、１つはお盆から落ちてしまっ

ていますね。いったい何を運んでいるのでしょうか。 

図１：スペイン国立装飾芸術美術館のタイル絵（部分） 

実はこれはチョコレートなのです。この絵は、スペインの

貴族の館のキッチンのタイルに描かれたもので、現在はスペ

インの首都マドリードにある国立装飾芸術博物館（Museo 

Nacional de Arte decorativo）に移築されています。あの有名

なプラド美術館の近くにあります。 

では、もう一度落ちたカップをよ～く見てください。カッ

プには取っ手がついていないことに気が付きましたか？ま 

るで湯飲み茶わんのようですね。そして、お盆にはお皿が残

っているのがわかりますか。スペインの人たちは、不安定な

カップをしっかりホールドする特別なお皿にはめて、チョコ

レートを飲んでいたのです。日本の江戸時代にあたる頃のこ

とです。 

次の写真がこのタイル絵に描かれたカップと形状が同じ

カップです。 

 

 

 

 

 

 

 

図２：スペイン国立装飾芸術美術館所蔵カップ 

 このチョコレート専用のカップを考案した人は、マンセラ

伯爵という人です。この伯爵は、スペインから統治者として、

当時スペインの植民地だったメキシコに派遣された人です。

なかなか怖そうな顔をしていますね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３：マンセラ伯爵の肖像画 

 メキシコでは、スペインに支配される以前の時代から、高

貴な人たちがチョコレートを飲んでいました。スペイン統治

下では、スペイン人のエリートたちが飲むようになりました。    

当時のカップは湯飲み茶わんと同じ形で、ホットチョコレ

ートを飲むには熱くて、不便でした。そこで、このホールド

型のお皿が考案されたのです。マンセラ伯爵がスペインへ帰

国すると、この専用カップがスペインをはじめヨーロッパで

も使われるようになります。それから、次第に形を変えて、
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現在、私たちが使っているコーヒーカップやティーカップに

なるのです。 

 私は、スペインとメキシコの歴史を研究しています。スペ

インとメキシコの間で、どのようなモノや人や情報が往来し

たのかに関心があるのです。メキシコの人たちが飲んでいた

チョコレートをスペイン人がヨーロッパに伝えました。日本

にはどうやって伝わったのでしょうか。そのお話しは、いず

れまた。 

  立岩 礼子（たていわ れいこ／歴史学） 

 

 

「古文書」を読むことの楽しみと苦しみ 

 

僕は歴史学を学び、メキシコやグアテマラに栄えたマヤ文

明と、その社会の研究をしている。この文明は 16 世紀初頭に

スペイン人による侵略を受け、征服されて滅び去る。僕の関

心は、征服を境にして、それ以前とそれ以後のマヤ社会がど

う変わっていったのかにある。 

歴史学者と聞くと、君たちは何を想像するだろうか。まず

「歴史」と聞いて思い浮かべるのは、あの教科書だろう。歴

史を作り上げているのは僕たちと同じ人間であるはずなの

に、それが全く見えてこない。無味乾燥な年代と事項の羅列

でしかないのだから、小説のような面白みは期待すべくもな

い。でもそれは「教科書」の話。僕のいうのは歴史「学者」

だ。学者と聞いて図書館や古文書館に閉じこもって、文献を

ひたすら読んでいる人、を想像する人はかなりこの学問のこ

とを知っている人だ。歴史学者は、そうやって得られたデー

タをもとに研究するわけだ。文書には、その時代を生きた

人々の息吹が感じ取られる、生のデータが記録されている。

だから、僕も文書館へ行って、まだ調査されたこともないよ

うな古い文書を見るのが大好きだ。 

メキシコの南東部にカンペチェという州がある。メキシコ

湾に面する、植民地時代の建物をよく残す美しい州都カンペ

チェ市（写真１）から、車で１時間半ほど北へ行くと、カル

キニという町に着く（写真２、３）。 

 

写真１：カンペチェの教会 

 

ここを最初に訪れたのはもう 36 年も前のことで、その州

に隣接するユカタン州の大学に留学していたときに調査に

赴いたのだった。それ以来この町との縁は今に至るまで続い

ているが、ある時町役場の文書館を調査したことがあった。

文書館は文字通り古い文書を保管しておく場所だ。マヤ文明

をはじめとする、新大陸の先住民文明を滅ぼしたスペイン人

は、16 世紀から 19 世紀初頭まで続く長い植民地時代を通し

て、膨大な数の文書を残し、これに加えてスペイン人宣教師

からマヤ語をアルファベット表記で書くことを覚えた先住

民書記らも文書を書き残している。マヤ人たちが書いた文書

が文書館に保管されてはいないだろうか、そう考えて文書館

での調査を始めたわけだ。 

 

写真２：カルキニの町並み 
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写真３：カルキニの教区教会 

 

案内された「文書館」を見て、膨らんだ僕の期待は一気に

しぼんでしまった。目の前にあるのは、どう見ても「倉庫」

でしかなく、扉を開ければ、そこに山積みになっている、文

字通り放り込まれただけにすぎない文書群が見えたからだ。

これは無理だ、そう思って帰ろうかとすら思った。しかし渋

る町長を説得した手前、引きさがるわけにはいかない。それ

にせっかくここまで来たのだからと自らを励ましつつ、それ

を一つ一つ取り出してはチェックしていった。一応ダンボー

ルの箱に入れられてはいるが、湿気のために柔らかくなり、

ボロボロになっているものも多い。それを開けて、中の文書

を取り出そうとして、思わず悲鳴をあげて飛び上がってしま

った。大きな、体長５センチにもなろうかという巨大なゴキ

ブリが 20 匹ほど、ぞろぞろ出てくるではないか。ゴキブリの

方もびっくりしたろうが、僕はもっとだ。離れたところから

眺めていると、数分でゴキブリは箱から出て行った。もし戻

って来たらという恐怖もあったが、これしきのことで怯んで

いては調査などできない。自らを励ましつつ、その次からは、

借りたホウキの柄で箱の蓋を開け、ゴキブリが逃げ去ったの

を見計らって、医療手術用の手袋をした手で文書を取り出し

て読んだ。 

「太陽（キン）ののど
．．

（カル）」と現地の人が言うその町名

の語源が示す通り、何しろ暑いところだ。湿気もすごい。ゴ

ム製の手袋も、あくる日からはつけなくなった（写真４）。 

 

写真４：古文書を読む筆者 

 

黙って座っていても汗がどんどん流れてくる。その汗を持

参したタオルで拭きながら全部の文書を調査し終えたのは、

10 日ほどしてからだ。期待した、マヤ語で書かれた植民地時

代の文書は見つからなかった。最も古い文書は 19 世紀中頃

に書かれたものだった。それでも、カルキニの町を構成して

いたいくつかの地区が、これは 16 世紀半ばにここに集めら

れた小さな村々が起源なのだが、19 世紀になってもカフ（cah 

マヤ語で村を指す）と呼ばれ続けていたことがわかったのは

大収穫だった。町長に調査が済んだことを報告し、町にとっ

てこれらの文書はとても重要なものであることを強調して

役所を辞した。 

それから数年経って町を訪れた時に、役場に文書館が新し

く作られたことを知らされた。傾いた本棚に、多少整理され

た文書が並べられていて、古びたコンピューターを使って若

い二人の職員が分類作業をしている。もうすぐ国立公文書館

の職員が、分類法、保存の仕方、登録の仕方などを教えに来

てくれることになるのだと、目を輝かせて言ってくれた。よ

かったですねえ、そう言って僕はその場を後にした。あのゴ

キブリとの戦いは無駄ではなかった。この町の知的文化遺産

の保存に向けての第一歩となったのだから。すでに日は西に

傾き、やや涼しい風が通り抜けて行った。さあ、明日は井戸

のそばに住むあの老人に話を聞きに行こう。彼の笑みを思い

浮かべつつ、僕はそこを後にした。 

大越 翼（おおこし つばさ：歴史学） 
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ス ペ イ ン 語 の 謎 解 き 

 

 みなさん、こんにちは。私は大学でスペイン語を教えなが

ら、スペイン語の歴史を研究しています。ところで、「スペイ

ン語の歴史的研究」とは?―― おそらくみなさんは「現代国

語」とは別に「古典」も勉強されているのではないかと思い

ます。古典を学ぶと、同じ日本語でも現代と平安時代とでは

こんなにも違うのか! と驚かされたことはないでしょうか。

そう、言語というものは時代とともに変化します。言語がい

かに変化したか、何百年もの昔はどのような使い方をしてい

たかを調べるのが言語の歴史研究です。私の主な関心はスペ

イン語がラテン語（=古代ローマ帝国の言語）からどんな風

に変化していったかを調べることにあります。とはいえ、そ

のようなことを研究して何の役に立つの? と思われた方も

いるかもしれません。でも考えてみてください。なぜ日本語

は漢字仮名混じりという独特の表記なのでしょうか? なぜ

漢字に音読みと訓読みがあるのでしょうか? このような疑

問に答えるには、日本語がたどってきた道程や、古代中国か

ら漢字が伝来した時代のことを勉強しないといけませんね。

言葉の過去を知ってこそ、今の姿が分かる――これが言語の

歴史研究の醍醐味です。 

 スペイン語で一つ例を出してみましょう。みなさんがスペ

イン語のアルファベットを習ったとき、Ñ/ ñ という独特の文

字が不思議な存在感を示しているように見えませんでした

か? ちなみに、波形の記号(~)には名前があり、「ティルデ」

といいます。このティルデの歴史は古く、何百年も前の中世

のスペイン語にも使われていました。ところが、スペイン語

の古文をよく読んでみると、ティルデを頭に被せた文字は ñ

だけではなかったことがわかります。たとえば、ã, õ, ũ など

母音の頭にティルデを被せた文字がたびたび登場するので

す。それぞれ読み方は ã = an, õ = on, ũ = un でした。現代ス

ペイン語なら「年」のことは año、国名の「スペイン」は España

と書かないといけませんね。ところが昔は anno や Espanna

のように、「ニャ行」を表すために n を二つ重ねて書いていた

時期があったのです。さあ、謎の記号(~)の正体はもうおわか

りでしょうか。単なる補助記号にすぎないと思っていたティ

ルデはもともと立派な n の文字で、これをギュッと圧縮して

変形させたものだったのです。つまり、「ニャ行」を表したい

ときに、n を横に二つ並べると anno ですが、縦に二つ重ねる

と año になったというわけです。現に、昔は同じ作者が同じ

作品のなかで、あるときは anno、あるときは año と、気まぐ

れに両方の書き方を採用していることさえありました。 

さて、問題はなぜ n を押し潰して文字の上に載せようと思

ったかです。いろいろな理由が考えられるようですが、もっ

とも現実的な理由は「紙の節約」です。今の時代と違い、何

百年も前のヨーロッパで、紙はたいへん高価で貴重なもので

した。だから、昔の人はできるだけ余白を有効利用して 1 頁

分でもコストを削減しようと努力しました。その表れのひと

つが 2 個の n を縦に重ねた ñ だったのです。 

    

Ñ の文字は中世の発明 

 

ñ の文字の過去をたどってみると、歴史の意外な一面が見

えてきます。今の時代なら紙は使い放題なのかもしれません

が、中世の時代では貴重だった――このようなことを意識し

ながら世界史を勉強してみるのも面白いと思います。 

 岡本信照（おかもと しんしょう、スペイン語史） 

 

スペイン語の発音レッスン! 

¡Hola a todos! 

私はヒセレ。京都外国語大学スペイン語学科の教員です。

私はスペイン北部の小さいけれど、とても美しいオビエドと
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いう町の出身ですが、もう 23 年前から日本に住んでいます。

日本の生活も長くなりました！ 

日本に着いて、早速日本語を習い始めました。なぜなら、

日本人とコミュニケーションをとりたかったのと、友達をた

くさん作りたかったからです。でも、なにか違和感が...。私

が正しい言葉を使って、正しい文法で話しているのに、日本

人には私の日本語が通じないのです。何が間違っているのか、

私には見当もつきませんでした。ある時、友だちが教えてく

れたのです。私の発音がおかしい、って。アクセントの位置

がおかしいから、何を言っているのかわからないと説明して

くれました。発音が悪いだけでなく、イントネーションがま

ったくなってないというのです。  

  私は衝撃を受けました。日本語の発音とスペイン語の発音

は似ているとばかり思っていたからです。みんなもそう思っ

ているでしょう？そこで、私は日本語とスペイン語の違いを

徹底的に調べることにしたのです。そうすると、いろいろな

ことが判り、ついに私は日本の学生にスペイン語の発音の教

えるプロになったというわけです。  

それでは、私の研究テーマを説明しましょう。みなさんは、

スペイン語にも日本語にも母音が５つあることは知ってい

ますね。つまり、[a-e-i-o-u] です。この５つのうち１つを除

いては、スペイン語も日本語も発音は同じです。どの母音が

違う発音になるのか、わかりますか？それは、[u]なんです。

この母音をスペイン語では唇を思いっきりすぼめて発音し

ます（左の写真のようになります）。発音記号は、/u/ です。

でも、日本語はやや唇を開きます（右の写真のようになりま

す）。発音記号は、[ɯ]  です。この違いを実感するには、[u] 

と言いながら、両方の頬にそれぞれ手を当てて、前へ押し出

してみてください。これがスペイン語の [u] です。逆に、引

っ張ると、日本語の[u] になります。音が違うのがわかりま

すか。 

というわけで、私の研究は、このようにスペイン語と日本

語の音の違いについて研究し、なぜ違うのかの謎に迫るだけ

でなく、スペイン語を学んでいる日本人の学生たちに楽しく

簡単に正しく発音できる方法を考案することなのです。もち

ろん、簡単なことではありませんよ！だって、みなさん自身

がそもそも「違いがある」ということに気づいていないので

すから...。 

もう１つ例を見てみましょう。 [pelo] と [pero] は別々

の単語ですね。書いてあれば、「髪の毛」と「しかし」という

意味の違う単語だということは皆さんも知っていますね。で

も、たいていの日本人は聞いただけでは区別ができません。

同じに聞こえるのです！どうして？日本人は耳が悪いのか

な？確かに、そうとも言えます。でも、それは日本人に限っ

たことではありません。理由は簡単です。スペイン語には、 

/l/, /ɾ/, /r/ という３つの音があるのですが、日本語には [r] 

しかないからです。 ただし、前後の音との組み合わせで音が

変ることもあります。しかしながら、日本人は [r] の音その

ものを区別して発音することはありません。つまり、ラーメ

ンを[ramen] と言う人もいれば、[lamen] と言う人もいま

す。日本語には区別がないので、日本人は違いに気づかない

のです。なるほど、脳はうまくできていて、日本人の日常に

大事なものだけに反応するようになっているので、スペイン

語の[pelo] と [pero]の判別ができないわけです。でも、スペ

イン語を学んでいる以上、この違いの判別は重要です。違い

を聞き分けなければ、正しく発音もできないからです。正し

く発音ができないのは、声帯や喉に異常があるからではなく、

聴くことができていないからなのです。そういう意味では耳

が悪いといってもいいかもしれません。話すという行為は聴

いた音を真似て行うので、正しく聴き取る訓練をしなければ

正しく発音できないわけです。では、どうやったらそれがで

きるようになるのか？こうした発音矯正が、私の数ある研究

テーマの１つです。 

Gisele Fernández Lázaro 

  （ヒセレ・フェルナンデス・ラサロ、言語教育） 
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CRUCIGRAMA 1 

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～F 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 

 

 

   5    

D 

 

6 

 

7   

A 

 8    

9 

 

       

F 

   

10 

 

  11      

B 

     

C 

12 

 

 13   14  

15 

 

      

E 

    

 

タテのかぎ（VERTICAL） 

1. Hola, ¿qué tal? – Estoy bien, __________. 

2. ... cuatro, cinco, __________, siete ... 

3. Juan __________ a Luisa.「フアンはルイサを深く愛してい

る。」（「崇拝する」の意味もある）。 

4. ¿Tú me __________ español? 「私にスペイン語を教えてく

れる?」 

7. enero, febrero, _________, abril ... 

8. Canta un _________.「一匹の雄鶏が鳴いている。」 

13.Tengo ________ hermano.「私には兄が一人いる。」 

14.¿Quién es? – Soy ________. 

 

ヨコのかぎ（HORIZONTAL） 

1. Me __________ hacer deporte.「私はスポーツをするのが好

きだ。」 

5. Ellos me __________ un regalo.「彼らは私にプレゼントを

くれる。」 

6. Él es un __________ mío.「彼は私の友人の一人だ。」 

9. Ella va a __________.「彼女は結婚する予定だ。」 

10. Tengo que ________ al trabajo.「私は仕事に行かなければ

ならない。」 

11. Yo ________ espero.「私は彼女を待っている。」 

12. El mar es __________.「海は青い。」 

14. ________ me voy.「もう私は失礼します（=もう行ってし

まいます）。」 

15.「音の出る、響きの良い」という意味の形容詞。たとえば、

efectos __________とは「音響効果」のこと。 

 

A～Fを並べると? 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

 

【読書案内】『予告された殺人の記録』 

 

ガブリエル・ガルシア=マルケス著、野谷文昭[訳] 

新潮文庫、初版 1997 年、全 158 頁 

殺人事件の犯人、被害者、犯行日時、動機のすべてを周囲

の人々はあらかじめ知っていた! 唯一わからなかったこと―

それは「なぜ防げなかったのか?」。真相究明に乗り出した主

人公は果たして真実にたどり着けたのか…? コロンビアの

ノーベル賞作家ガルシア=マルケスによる、推理小説の常識

を覆す傑作。 

https://shop.r10s.jp/book/cabinet/2112/9784102052112.jpg
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スペイン語圏を読み解くキーワード 

≪スパングリッシュ≫ 

 

スパングリッシュ（Spanglish）とは、Spanish と English

を掛け合わせた造語。文字通り、スペイン語と英語の混成

言語を意味する。米国在住のヒスパニックのあいだで頻繁

に用いられる。ヒスパニックの多いニューヨークやロサン

ゼルスなどの大都市をはじめとして、ニューメキシコ州、

フロリダ州、そしてカリブ海の米国自由連合州であるプエ

ルトリコなどでよく聞かれる。会話のなかでスペイン語と

英語が交互に現れるのがその典型例。 

 

-Hola. Good morning. Cómo estás? 

-Well. Y, tú? 

 

 英単語がスペイン語化した結果、本来のスペイン語には

存在しない単語が使用されることがある。たとえば、英語

の to awake「目覚めさせる」、to panic「狼狽する」がスペ

イン語化した awakear や panikear という動詞はスパング

リッシュ特有である。 

 一見、純粋なスペイン語のようでいても、実は英語の影

響を受けた偽の(?)スペイン語もスパングリッシュに多く

見られる。たとえば「高等学校」のことを指すとき、英語

の high school を直訳して escuela alta という場合である

（本来のスペイン語では bachillerato）。あるいは「図書館」

を指すとき、本来なら biblioteca というべきところを英語

の library に影響されて librería と言ってしまうこともある

ようだ（本来、librería は「本屋」のこと）。 

 今や、米国在住のヒスパニックは 5,500 万人を超え、ス

パングリッシュはコミュニケーションの手段としてのみ

ならず、アイデンティティーの象徴として欠かせない言語

になりつつある。 

（岡本信照） 

スペイン語のことわざ 

 

Del dicho al hecho hay gran trecho. 

言ったことと行ったことには大きな距離がある 

→ 言うは易く行い難し 

 

 単語の語尾が-cho で揃っているのが特徴。 

 

 

―写真（1 頁）の世界遺産のある国：答え― 

(A) スペイン（セゴビア） 

(B) メキシコ 

(C) スペイン（グラナダ） 

(D) ペルー 

 

今回の記事掲載者（掲載順） 

立岩礼子（京都外国語大学教授） 

大越翼（京都外国語大学教授） 

岡本信照（京都外国語大学教授） 

ヒセレ・フェルナンデス・ラサロ（京都外国語大学准教授） 
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