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スペイン・ラテンアメリカ通信 

第６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メキシコの都市の歴史地区です。それぞ

れの名称は①～④のどれですか?（答えは8 頁） 

① メキシコシティ歴史地区           ② プエブラ歴史地区 

③ モレリア歴史地区               ④ サカテカス歴史地区 

 

 

(A) 

 

(C) 

 

 

 

(B) 

 

(D) 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Plaza_de_la_Constitucion_Ciudad_de_Mexico_City.jpg
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地球を救える再生可能エネルギー 

――スペインの現状と課題―― 

 

照明のスイッチを入れるとき、電気がどこから来ているかを

考えたことがありますか。その電気がどのように作られている

かわかりますか。また、照明のスイッチを入れることが地球や

世界のほかの人々にどのような影響を与えるか考えたことが

ありますか。 

基本的に電気を作るのに三つの方法があります。一つ目は、

水を加熱して、高温の蒸気の圧力でタービンを回して発電する

ことです。水を加熱するには、石油、石炭、ガス、木材などを燃

やすか原子力や太陽熱を利用するか。二つ目は、ダムや流れて

いる川の水の力で、あるいは風の力でタービンを回して発電す

ることです。三つ目は、太陽電池で太陽の光のエネルギーを電

気に転換する方法です。 

発電に使用されるエネルギーの種類にはそれぞれ欠点があ

ります。石炭であり、石油であり、ガスであり、木材などであり、

燃料を燃やすと温室効果ガスが排出され、地球温暖化や気候

変動の原因となります。その結果、世界中でより多くの破壊的

な気象現象が発生しています。 たとえば、日本では、台風と豪

雨がより頻繁に、より破壊的になっています。 スペインでは、

夏と冬の気温はより変化しやすく極端になり、干ばつや激しい

嵐の発生も増えています。また、スペインも日本も天然ガス、石

油などの天然資源を持っていませんので、海外からの輸入に

依存して国内から海外へお金が流れています。さらに、地球の

地下に残っている資源は少なくなっており、枯渇する日がいつ

か来ます。 

原子力エネルギーは、温室効果ガスを排出しませんが、燃料

として使っているウランは将来的に枯渇する資源です。しかも、

使用済み燃料ゴミの問題は今までどこでも解決されていませ

ん。そして、原子力の最大の問題は、事故による人的、社会的、

経済的、環境的損失の大きさです。しかも、原発事故は珍しく

ありません。世界で最も深刻な原子力発電所の事故は、2011

年の福島の事故と 1986 年のチェルノブイリ（ウクライナ）の事

故ですが、スペインで最も深刻な事故は、1989 年のバンデリ

ョス原子力発電所の事故です。この原子力発電所で火災が発

生し、原子炉の制御を失いそうになりました。幸い放射線は漏

れませんでしたが、原子力発電所を安全に操業するために必

要な工事費が高額であり、廃炉が決定されました。1991 年に

始まったバンデリョス原子力発電所の解体は今でも終わって

いません。 

水力、風力、太陽エネルギーによる発電は、決して消えること

のない自然の資源である水、風、太陽の光を利用します。しか

も、それらの資源は無料です。そして、これらの発電方法は、公

害やゴミを排出せず、安全でもあります。このために、これらの

エネルギーは再生可能エネルギー、クリーンエネルギー、あるい

は自然エネルギーと呼ばれます。しかし、太陽の光や風がない

と発電ができず、風車やソーラーパネルを多くの場所に設置す

る必要があり、景観に影響を及ぼすという短所があります。 

 

 

パレンシア市郊外の風力発電所 

 

再生可能エネルギーの技術が大きく進化しましたので、再生

可能エネルギーは、地球温暖化、気候変動、エネルギー資源の

枯渇、海外からのエネルギー輸入への依存などの問題を解決

することが期待されています。 

では、スペインで再生可能エネルギーはどの程度普及してい

るのでしょうか。 表が示すように、1990 年に、温室効果ガス

を最も多く排出する燃料である石炭は発電量の 41% を占め、

原子力エネルギーが 23% を占め、非再生可能エネルギーの

合計は 83%でした。水力エネルギーのみで構成された再生可

能エネルギーは、発電量のわずか 17% を占めていました。し

かし、2016 年に状況は完全に変わっています。一方、石炭の

利用が減り、天然ガスの利用が増え、原子力の割合がほぼ変わ

らぬ、発電量における非再生可能エネルギー合計の割合は

60.8％まで下がりました。他方、水力以外の再生可能エネル

ギーが登場し、特に風力が発電量の 17.8％を占めるまで著し
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く成長し、発電量における再生可能エネルギー合計の割合は３

９％まで上がりました。 

 

エネルギーの種類 1990年 2016年 

石炭 41 13.6 

天然ガス 10 19.2 

石油 9 6.1 

その他の火力 - 0.6 

原子力 23 21.3 

非再生可能エネルギー合計 83 60.8 

バイオマス 0 1.8 

水力 17 14.5 

太陽光・太陽熱 0 4.9 

風力 0 17.8 

再生可能エネルギー合計 17 39.0 

スペインの発電におけるエネルギーの種類の分配（％） 

出所：スペイン観光通商産業省（2004） 

La Energía en España 2004 と IDAE（2018）Informe 

Estadístico Energías Renovables 

 

では、再生可能エネルギー、特に風力のこの大きな普及は、

どのようにしてスペインで可能になったのでしょうか。その主

な理由は、1998 年から 2012 年までの 「固定価格買い取

り制度」（英語で、Feed-in Tariff、あるいは FIT）の実施です。

この制度により、電力会社は、再生可能エネルギーで発電した

電力に対して、電力の一般価格に上乗せした金額を受け取りま

す。その金額は電気の消費者全員で負担します。この制度は再

生可能エネルギーを使用する電力会社に有利であり、その技術

を発展させ、再生可能エネルギー発電所の新設置を促進する

狙いがあります。この制度の結果として、2000 年から 2012

年までスペインで風力発電は急成長し、スペインのあらゆる場

所で風力発電所が見られるようになりました。スペインの FIT

制度は2012年に廃止されましたが、現在、政府からの支援な

しで再生可能エネルギー発電所の新たな設置が続いています。

それは、再生可能エネルギー発電の技術の進化のおかげでほ

かのエネルギーよりも発電が安くなったからです。 

しかし、地球の温暖化や気候変動を止めるために世界全て

の国で電力会社や交通などによる温室効果ガスの排出量を急

速かつ大幅に削減する必要があります。スペイン政府の「気候

とエネルギー計画」は、再生可能エネルギーが 2030 年にス

ペインの発電量の 74% に、2050 年には 100% に達成

するという目標を掲げています。ただし、この目標を達成する

にはいくつかの課題がありますが、ここでは 2 つを紹介した

いと思います。 

1 つ目は、風力発電所や大規模な太陽光発電所に対する自

治体や住民の反対です。 発電所が山間部や海岸沿いに設置さ

れると、景観を悪化させるだけでなく、スペインにとって重要

な観光産業にも悪影響を及ぼす恐れがあります。 この問題を

解決するためには、発電所の設置計画や運営への自治体や近

隣住民の参加が重要とされています。例えば、市民たちが協力

して再生可能エネルギーによる発電や電力を小売りする協同

組合が2008 年からスペインで増えています。このような協同

組合の目的は、一般の会社と異なって、経済的な利益よりも自

然環境を保全する目的があります。このために、自然環境、風

景や地域住民の意見に配慮しながら発電所の設置を行います。 

2 つ目の課題は、スペインの住宅のタイプです。日本と異な

り、一戸建てはほとんどなく、一般的には大きな集合住宅に住

んでいます。このため、マンションの屋上にソーラーパネルを設

置したいとき、また共同駐車場に電気自動車のためにコンセン

トを設置したいとき、同じマンションに住んでいる住民の合意

および経済的な協力は必要となります。これは難しいケースが

多く、マンションの太陽光パネルや電気自動車の必要装備の設

置が十分に進んでいません。この課題を解決するために、住民

同士の協力を支援する制度の必要があると思います。 

2016 年に日本で再生可能エネルギーは日本の電力の

14.8％だけ占めていました。現在、日本で固定価格買い取り

制度が実施中です。これから、日本でも再生可能エネルギーの

普及が加速するでしょう。その場合、スペインと同じ課題もあり、

日本の独自の課題もあります。それぞれの国ではそれぞれの

課題がどのように解決されるでしょう。それぞれの国の再生可

能エネルギーを普及させるための政策やそれぞれの国の課題

を解決する方法を分析すれば、それぞれの国の社会のいろい

ろな特徴を理解できるでしょう。再生可能エネルギー導入の研

究がさらに面白くなります。しかも、今の高校生たちが将来に
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きれいで安全な地球に住めるように再生可能エネルギーの普

及は不可欠です。 

Lluís Valls Campà（ユイス・バユス・カンパ／社会学） 

 

スペイン語のことわざ 

 

Vísteme despacio, que tengo prisa. 

急いでいるから、ゆっくり服を着せろ。 

→ 急がば回れ 

 

メキシコの『征服』をめぐる様々な見方と、 

その実態について 

 

  今からちょうど５００年前、今のメキシコ市を首都として繁

栄していたアステカ（メシーカ）王国が、スペイン人 征 服 者
コンキスタドール

エ

ルナン・コルテスによって滅ぼされた。１８４３年にアメリカの歴

史家ウィリアム・プレスコットがスペイン人征服者たちの活躍を

テーマにして『メキシコ征服史』を書いて出版すると、冒険小説

としてベストセラーとなった。これに気を良くした彼は、１８４７

年には『ペルー征服史』を著し、インカ帝国を滅ぼした征服者フ

ランシスコ・ピサロとその仲間たちの活躍は、またしても人々

の心を奪った。これ以降、メキシコやペルー征服について書か

れた本は、スペイン人の偉業として捉えることが普通になって

いる。 

 ところが、１９９２年に「コロンブスの新大陸発見」５００周年を

「祝おう」としたスペインやアメリカ合衆国に対して、ラテンアメ

リカの各国は猛反発。「それ以前から私たちの祖先はこの大陸

に住んでいたのだから、『発見』という言葉はヨーロッパ中心主

義的な間違った見方だ」と主張したのだった。その後に起こっ

た、スペイン人による凄惨な征服戦と、長い植民地支配の歴史

は、ラテンアメリカの人々のメンタリティーに影を落とし続けて

いるのである。コロンブスが新大陸にやってきたことは、その

幕開けでしかないのだった。現に僕が参加した国際学会でも、

「何の」５００周年とするのかに苦慮した挙句、「コロンブスの最

初の航海の重要性をめぐる国際シンポジウム」という名前にし

（写真１）、このナショナリズムにも関わる問題を正面から議論

することを避けたのだった。 

 

写真 １：１９９２年１０月メキシコ・タバスコ州ビジャエ 

     ルモッサ市で開催された国際シンポジウム。正面 

 の発表者６人のうち右から２番目が筆者 

 

最終的に、ラテンアメリカの多くの国々では１９９２年を「二つ

の世界が出合ってから５００年が経った」という表現を使って、

その意味を議論しようとしたのだった。これは、「征服された側

の論理」をもう一度考え直すことの重要性を再認識させるもの

となった。僕の尊敬するあるメキシコの考古学者と話した時に、

「先生は１９９２年をコロンブスの到来、あるいは二つの文化が

出合った年として祝うことをどう思っておられるのですか」と

伺ったら、驚くべき強い剣幕で「スペイン人がもたらしたもので

いいものなど一つもない。１９９２年をどんな言葉を使って表そ

うとも、今から５００年前に悲惨な歴史がこの大陸にもたらさ

れた事実に変わりはないんだ。僕は祝う気なんかにはなれな

い」と吐き捨てるようにおっしゃったことを、今でも忘れない。

コロンブスが新大陸にヨーロッパ人として初めて到達し、その

後長い征服と植民地時代を経験したラテンアメリカの人々に

とって、この５００年は重い意味を持ち続けている。 

 と、ここまで書くと、君たちは日本には関係のない、遠い「ラ

テンアメリカの問題」だと思ってしまうだろう。でもそうだろう

か。日本にも、新大陸の先住民たちと同じように、ヨーロッパ人

との最初の出会いがあったのだ。それは１５４３年のことで、種

子島に漂着した明（現在の中国）の船に同乗していた２人のポ

ルトガル人から火縄銃を高額で買い取ったことに始まるのだ。

歴史に「もし〜だったら」はないと言われているが、ここであえ

て想像してみよう。もし、ヨーロッパで「日本発見
．．．．

４８０周年記
．

念
．

」を再来年企画するというニュースが流れてきたら、君たち
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はどう思うだろうか。当然違和感を覚えるだろう。それより遥

かな昔から我が国は存在し、高い文化を誇ってきたのだから。

こう考えれば、ラテンアメリカの人々の反発も多少はわかるの

ではないだろうか。唯一、しかし大きな違いは、僕たちは征服

されなかったし、したがって植民地支配を受けることもなかっ

た点だ。だからさっき「多少はわかるのでは」と言ったのは、こ

の理由によるものだ。メンタリティーの違いは、３０年以上メキ

シコに住み、この国やメキシコの人々を心から愛する僕でも、

想像以上に深く大きいと感じるときがある。 

 さてその国際会議から３０年近くの年月が経ち、征服をめぐ

るスペイン人と先住民との関係は、「征服者と被征服者」という

単純な見方では説明ができないことがわかってきた。その前

提になるのは、「スペイン人だけで征服戦が行われたのではな

い」ということだ。例えば、１５１９年にコルテスがメキシコ湾岸

のベラクルスに上陸した時、スペイン軍はおよそ５００人を数え

た。それが、アステカ王国の首都テノチティトラン（写真２）を攻

略する頃には３分の１以下にまで減っていた。 

 

 

写真 ２：アステカ（メシーカ）王国の首都テノチティトラ 

ン（メキシコ国立人類学博物館メシーカ室） 

 

途中で起こった数々の戦闘で戦死してしまったからであった。

これに対するアステカの兵たちはその１０倍以上の数であり、

いかに近代的な武器をスペイン側が使おうと、人数の絶対的な

差はどうしようもない。 

 では、スペイン人たちはどうこの問題を解決したのだろうか。

１６世紀に作成されたアステカ王国の征服を描いた絵文書を見

てみると、面白いことがわかる（写真３、４）。 

 

 

写真 ３：『トラスカラ図布（Lienzo de Tlaxcala）』より 

 

 

写真 ４：『トラスカラ図布（Lienzo de Tlaxcala）』より 

 

写真３では、一目でそれとわかるスペイン人が、カヌーに乗った

アステカ（メシーカ）族に攻撃を受けようとしている中をテノチ

ティトランへ通じる堤道を進み、左のほうではスペイン兵によ

ってアステカの兵が体を切り刻まれている様子が描かれてい

る。一方写真４では、神殿に立てこもるアステカ（メシーカ）族

を攻撃している情景が描かれている。が、同時にこの２枚の絵

には、そのスペイン人と一緒に戦う先住民兵も描かれているの

に気がついただろうか。彼らは、スペイン人に脅されて参加し

ている場合もあったが、多くはスペイン人という新しい勢力に

迎合して、自らの運を切り開こうとしていたのだった。具体的

に言うと、先住民王国の王は、スペイン人に恩を売って、新しい

支配体制の中で特権を維持し、王国の存続を意図していた。中

にはコルテスの許可も受けた上で、近隣の小王国を従えて、版

図を広げた王すらいたほどである。だから、先住民の王たちは

スペイン軍に多数の先住民兵を援軍として送ったのだった。記

録によれば、このような先住民数は数万人にものぼったという。
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ものすごい数だ。だから、スペイン人たちはこれらの先住民軍

の協力なしに、アステカ（メシーカ）王国を滅ぼすことはできな

かった、というのが真実なのだ。そのことを、｀『トラスカラ図布』

は明確に教えてくれる。 

 最近の研究の中で明らかになってきたのは、これらの先住民

軍が、その後スペイン軍がグアテマラなどの中米地域に遠征し

た時も一緒についていったという事実だ。しかも、僕の教え子

の研究によれば、彼ら先住民は例外なく皆妻子を連れていた

というのだ。つまり、１日の行軍や戦いが終われば、自分の妻

が作ってくれる料理を彼らは食べることができたのだ。という

ことは、もしこのような先住民兵の数を少なめに例えば５千人

だったと見ると、その妻や子供を含めれば一行の人数は１万人

を超えてしまう。スペイン軍が鎧をキラキラと輝かせながら前

を進み、その後から先住民軍と、さらにはそれ以上の数の妻子

たちが最低限の家財道具を背負ってついていく光景を想像し

てみてほしい。何やら「征服戦」という壮絶な言葉とは裏腹に、

なんとものんびりしていて、うららかな、滑稽ですらある感じ

を受けるのは僕だけだろうか。ともあれ、こうしてスペイン軍と

ともに故郷を離れて遠隔地まで行った先住民たちは、多くの場

合故郷に戻ることはなかった。戦死した者も多かったし、また

征服戦後は彼の地に残留して、まとまって住み、貢納（税のこと）

を支払う義務がないなどの特権を享受しつつ植民地時代を生

き抜いた。故郷との関係は、その後どうなったのかはまだ将来

の研究に待たねばならない。生まれ故郷を懐かしむ気持ちは

なかったのだろうか。そんなことを考えてしまう。 

 大越翼（おおこし つばさ／歴史学） 

 

ス ペ イ ン 語 の 謎 解 き （3） 

—ustedはなぜ 3人称？— 

 

 ¡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。 

多くの学習者にとって最初に突き当たる大きな壁といえば、

主語によって動詞が変化することではないかと思います。文法

用語でいう「動詞の活用」のことです。より正確に言えば、「動

詞は主語の人称
．．

によって変化するという現象です。今回、話題

にしたいのはこの「人称」です。 

少しおさらいしてみましょう。日本語の「～は／が」に当たる

部分が主語です。この主語として用いられる人称代名詞、英語

なら I, you, he, she, we, they に相当する代名詞をスペイ

ン語でもう全部言えるでしょうか。まず 1 人称は？—単数が

yo（私）で複数が nosotros と nosotras（私たち）ですね。複

数には男性形と女性形があるので注意してください。要するに

1 人称とは「自分」のこと、つまり「話し手」のことです。次に 2

人称は？—単数が tú（君）で複数が vosotros と vosotras

（君たち）ですね。英語と違って話し相手が 1 人だけか 2 人以

上かで使い分けなければいけません。しかも複数には 1 人称複

数と同様に男性形と女性形の区別があります。2 人称とは話し

相手、つまり「聞き手」のことです。それでは 3 人称は？—これ

はたくさんあります。él（彼）、ella（彼女）、usted（あなた）、

ellos（彼ら）、ellas（彼女ら）、ustedes（あなた方）が 3 人称

の代名詞です。3人称は話し手でも聞き手でもない人すべてを

指します。やはり英語と違って複数形には男性形と女性形の区

別があります。 

さて、ここで多くの人が疑問に思うであろうことが 1 点あり

ます。usted と ustedes についてです。簡単に言えばこれら

は敬語で、話し相手が目上である場合や距離が感じられる場

合に用いられます。2 人称の tú と vosotros は家族間や友人

間など親しい者同士で用いられます。ただし、ラテンアメリカで

は複数の話し相手に vosotros を用いることはなく、親しいか

距離があるかに関係なく ustedes しか使われません。問題は

「話し相手」を指すはずの usted と ustedes がなぜスペイン

語では 2 人称ではなく、3 人称に分類されているのかです。言

い換えると、なぜ usted が主語のときは動詞を 3 人称の活用

形にしなければならないのかです。 

この謎を解くには、スペイン語を過去にさかのぼる必要があ

ります。まずは昔の敬語がどうであったのかを見てみましょう。

13 世紀から 15 世紀の中世の時代、スペイン語に usted とい

う代名詞は存在しませんでした。しかし、この時代は現代と違

って身分制が厳格でした。それで敬語はもちろんありました。

では、敬語の「あなた」をどう表していたか？ 相手が 1 人だけ

のときでも故意に 2 人称の複数形
．．．

を用いていたのです。当時

の 1 人称複数は nos で 2 人称複数は vos といいました。現

代の nosotros と vosotros は中世の nos と vos に、「他
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の」を意味する otros という語を後から付け足したものだった

のです。本来、vosは「君たち」のことですが、1人だけの話し相

手に用いると「あなた様」という敬語になりました。時代が下っ

て 16 世紀になると、敬語の在り方が少し複雑になります。敬

語としての vos は社会的身分が同等で距離のある相手にだけ

用いられるようになり、話し手より身分の高い相手には用いら

れなくなりました。そこで、新たに敬語の代名詞を発明する必

要に迫られ、登場したのが vuestra merced という長い人称

代名詞です。これを直訳すると「あなたの恩恵」になります。 

 

相手の社会的地位が 

話し手より高い 

 

vuestra merced 

相手の社会的地位が話し

手と同等で距離がある 

 

vos 

相手の社会的地位が 

話し手と同等で親しい 

 

tú 

相手の社会的地位が 

話し手より低い 

 

tú 

16 世紀頃の話し相手の呼び方 

 

今から 500 年ほど前の 16 世紀においては、自分より社会

的地位が上の人に対しては「あなた様の恩恵は…されます」の

ような遠回しな表現を用いていたのです。この vuestra 

merced が主語になると動詞の活用はどうすればよいと思い

ますか？ もちろん、もともと merced というのは「恩恵」とい

う意味の単語なので 3 人称になりますね。 

さて、さらに時代が進んで 16 世紀の後半になると、使用範

囲の狭くなった vos に敬語の意味合いが薄れていき、tú との

区別がほとんどなくなりました。この頃から vos の使用がだん

だんと廃れていき、やがて「親しい相手は tú」で、「距離のある

相手は vuestra merced」というふうに単純化されていきま

した。 

ところで、vuestra merced という新しい人称代名詞は他

と比べて長すぎると感じませんか。普段よく用いる語句が長け

れば、省略されていくのはいつの時代でもどの言語でも同じ

です。この vuestra merced も少しずつ短縮して使われるよ

うになりました。とはいえ、そのパターンは様々で、有名な『ド

ン・キホーテ』の作者セルバンテスが活躍した 17 世紀になると、

実に多くの種類の「あなた」が出てきます。列挙してみると、

vuesa merced, vuesanced, usancé, voarced, 

voacé, ucé, vuested などがあり、全部「あなた」の意味で

す。しかし、これらの形がいつまでも続いたわけではなく、やが

て vusted という形に落ち着くようになりました。最終的に、

vusted から語頭の v-が取れてしまい、現在の usted ができ

あがったというわけです。なぜ usted は 3 人称なのか？—そ

れは、「あなたの恩恵」という意味の、後から創られた代名詞だ

からというのが答えです。 

最後に一つ付け加えておきます。16 世紀まで使われていた

2 人称代名詞の vos についてです。たしかにこの代名詞はス

ペイン本国から消滅しましたが、アルゼンチンやウルグアイとい

った南米のラプラタ地域や、コスタリカなどの中米地域では今

でも健在です。ただし、敬語ではなく、tú の代わりとして単数

の親しい話し相手に対して用いられています。話し相手は誰に

対してでも you しか用いない英語と比べると、スペイン語は

本当に複雑ですね。                  

 岡本 信照（おかもと しんしょう／スペイン語史） 

 

【読書案内】 『よみがえる天才 6 ガウディ』 

 

鳥居徳敏著、ちくまプリマー新書、2021 年、全 255 頁 

 かの有名なサグラダ・ファミリア。設計者のガウディはどこか

ら着想を得た？ なぜ完成するまでこんなに時間がかかってい

る？ ガウディの作品はサグラダ・ファミリア以外に何がある？

そもそもガウディという人物の生い立ちは？ こうした素朴な

問いに平易な文章で答えてくれるのが本書である。ガウディ・

ファンには必読の書だ。 



8 

 

CRUCIGRAMA 6 

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 

 

 

C 

5 

 

 

6 

 

 

 

     

 

 

 7  

 

8 

 

 

 

9 

10 

 

 

 

 

E 

 

 

   

D 

 

B 

 11 

 

  12 

 

 

 

13 

 

14 

 

 15 

 

  

F 

16 

 

17 

 

  

G 

 

 

18  

 

 

タテのかぎ（VERTICAL） 

1. 「教育する」という動詞の過去分詞。Él es un chico bien 

__________.「彼はしつけの良い青年だ。」のように用いる。 

2. No sé ______ es verdad o no.「本当かどうかわからない。」 

3. Hay muchos ______ en el río.「川にはたくさん魚がいる。」 

4. Hay dos lápices __________.「2 本の青鉛筆がある。」 

5. 「目」。「注意しろ！」というとき、¡________!ともいう。 

8. 「結婚式」の複数形。 

9. ¿Dónde está ________ casa?「彼の家はどこですか？」 

12. 電話の「もしもし」。スペインでは Dígame というが、ラテ

ンアメリカでは¡________!という。 

14. Quiero __________ a Perú.「私はペルーへ行きたい。」 

16. Vamos a conversar ______ inglés.「英語で会話しよう。」 

ヨコのかぎ（HORIZONTAL） 

1. Aprendo __________.「私はスペイン語を習っている。」 

5. Seis y cuatro son __________. 

7.「バケツ」の意味と「立方体」の意味がある。複数形。 

10. Mira el __________.「空を見てごらん。」 

11. Este vestido es de __________.「このドレスは絹製だ」。 

13. Le ________ un regalo.「私は彼女にプレゼントをあげた。」: 

 動詞 dar の点過去 1 人称単数。 

15. Ella __________ a las ocho.「彼女は 8 時に出る。」 

17. 「金メダル」のことを medalla de ________という。 

18. Ellos __________ estudiantes.「彼らは学生です。」  

A～Gを並べると? 

A 

 

B C D E F G 

CRUCIGRAMA 5 (第 5 号)の解答 

Q U I N C E  

U  N  O  T 

E N G O R D O 

D E L  R E D 

A V E N I D A 

D A S  D O S 

A R A Ñ A S  

A～G の答え :  CASTAÑA「栗(の実)」 

―1 頁の世界遺産クイズの答え― 

(A) ③  (B) ②  (C) ④   (D) ① 
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