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さぼった日も忙しい日もチラ見するだけ
おさぼりカード

1	 つづりと発音
1  スペイン語のアルファベットは、27文字。ñ「エニェ」。

2  基本的にローマ字読み。

3  d,jは語末ではほとんど無音。ce, ciとzは英語のthの音。
 ge, giとjは強いハ行、llはジャ（リャ、ヤ）行の音。
 hは無音。y+母音はジャ（ヤ）行、単独や語末ではイ。

2	 名詞の性と数	
1  -oで終わる多くの名詞は男性名詞、-aで終わる多くの名詞は女性名

詞。

2  -ción, -sión, -tión, -dad, -tadで終わる名詞は女性名詞。

3  複数形：母音で終わる名詞は-sをつけ、子音で終わる名詞は-esを
つける。

3	 定冠詞と不定冠詞			
1  不定冠詞：男性単数un, 女性単数una, 男性複数unos, 女性複数

unas

2  定冠詞：男性単数el, 女性単数la, 男性複数los, 女性複数las

3  不定冠詞の複数形は、数字の前に来ると「約〜」に。

4  アクセントのあるaで始まる女性名詞単数に定冠詞をつける場合、
laではなくelを使う。

持ち歩きに便利なPDFも三修社のホームページで公開しています。
http://www.sanshusha.co.jp/
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4	 主語とser	 	
1  主語の代名詞：yo（私は）、tú（君は）、usted（あなたは）、él（彼は）/ella（彼

女は）、nosotros/nosotras（私たちは）、vosotros/vosotras（君たち
は）、ustedes（あなた方は）、ellos（彼らは）/ellas（彼女らは）

2  男性の複数形は、男性のみの場合と、男性と女性が混ざっている場
合がある。

3  動詞の活用や文脈から推測できる場合、主語の代名詞はふつう省略
される。

5	 形容詞の性と数
1  ①-oで終わる形容詞

2  修飾する名詞が複数の場合、-o以外の母音で終わる形容詞には-sを
つけ、子音で終わる形容詞には、-esをつける。

3  形容詞は、ふつう名詞の後に置く。

男性単数 男性複数 女性単数 女性複数
-o -os -a -as

6	 疑問文と否定文	
1  疑問文は平叙文を¿　?で囲む。

2  否定文は動詞の前にnoを置く。

3  疑問文の答えは、sí（はい）、no（いいえ）。

4  疑問文は「動詞＋主語」の語順にもできる。
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7	 指示詞	
1  este（この）は、指す名詞の性数によって変わる。

2  ese（その）、aquel（あの）は、指す名詞の性数によって変わる。

3  指示代名詞：este（これ）、ese（それ）、aquel（あれ）。

男性単数 男性複数 女性単数 女性複数
este este estos esta estas

男性単数 男性複数 女性単数 女性複数
ese ese esos esa esas
aquel aquel aquellos aquella aquellas

8	 所有詞
1  

2  

3  「私たちの」「君たちの」は、名詞の後ろにも置くことができる。

名詞の性数 単数 複数
私の mi mis
君の tu tus
あなた・彼・彼女の

su sus
あなた方・彼ら・彼女らの

名詞の性数 男性単数 女性単数 男性複数 女性複数
私たちの nuestro nuestra nuestros nuestras
君たちの vuestro vuestra vuestros vuestras

9	 数詞	
1  0 cero、1 uno、2 dos、3 tres、4 cuatro、5 cinco、6 seis、7 siete、8 ocho、

9 nueve、10 diez、11 once、12 doce、13 trece、14 catorce、15 quince
2  16〜19：dieci-＋1の位、20 veinte。
 21〜29：veinti-＋1の位。
3  30 treinta、40 cuarenta、50 cincuenta、60 sesenta、
 70 setenta、80 ochenta、90 noventa、100 cien
4  30〜99：10の位＋y＋1の位。
5  数詞＋名詞の場合、1の位が1なら、名詞の性に合わせてun, una。



10	 estarとhayとser	
1  

2  hay：特定できない人や物がいる、ある。

3  estarは話し手も聞き手も特定できる人や物がどこにいるのか、ある
のかを示すときに使う。hayにはこの共通認識がない。

yo estoy nosotros/nosotras estamos
tú estás vosotros/vosotras estáis
usted, él/ella está ustedes, ellos/ellas están

11	 規則動詞の直説法現在		
1  「私・君は〜します」：動詞の語尾-ar, -er, -irを取り、主語に合わせ

た直説法現在の語尾をつける。ふつう主語は省略します。

2  -ar動詞：hablar（話す）
 hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan

3  -er動詞：comer（食べる、昼食をとる）
 como, comes, come, comemos, coméis, comen

4  -ir動詞：vivir（生きる、住む）
 vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven

12	 １人称単数が不規則な動詞
1  主語がyoのときに-goになる動詞
 salir（出る、出かける）：
 salgo, sales, sale, salimos, salís, salen

2  主語がyoのときに-zcoになる動詞
 conducir（運転する）：
 conduzco, conduces, conduce, conducimos, conducís, conducen

3  その他の主語がyoのときに不規則な形になる動詞
 saber（（知識・情報として）知っている）：
 sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben
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13	 語幹母音変化動詞
1  語幹の母音がe→ieに変わる動詞
 querer（愛している、〜したい、欲しい）：
 quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren

2  語幹の母音がo→ueに変わる動詞
 poder（〜できる）：
 puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden

3  語幹の母音がe→iに変わる動詞（-ir動詞のみ）
 pedir（頼む）：
 pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden

14	 その他の不規則動詞	
1  tener（持つ）：
 tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen 

2  ir（行く）：voy, vas, va, vamos, vais, van 

3  oír（聞こえる）：oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen

15	 前置詞	
1  a：（方向）〜へ、（時刻）〜時に
 de：（方向）〜から、（所有）〜の、（材料）〜製の
 en：（場所）〜の中に、（年、月、季節）〜に、（交通手段）〜で

2  前置詞a, de+男性単数定冠詞el→al, del

3  con：（同伴）〜と一緒に、（道具・手段）〜で
 por：（理由）〜ゆえに、（空間・時間）〜の辺りに
 para：(目的）〜のために
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16	 疑問詞を使った疑問文		
 

1  疑問詞で始まる疑問文は、疑問詞＋動詞＋主語の語順に。

2  qué（何）、quién/quiénes（誰）

3  cuándo（いつ）、dónde（どこ）、cómo（どのように）

4  cuánto/cuánta/cuántos/cuántas（いくつ）、
 cuál/cuáles（どれ）

17	 目的語の代名詞	
1  目的語の代名詞は、活用した動詞の前に置く。
 「〜に」「〜を」：1人称単数me、1人称複数nos、
                      2人称単数te、2人称複数os 

2  「〜に」：3人称単数le、3人称複数les 
 「〜を」：3人称単数男性lo、3人称単数女性la、
  　　　  3人称複数男性los、3人称複数女性las 

3  「間接目的語の代名詞+直接目的語の代名詞＋活用した動詞」の語順。

18	 gustar型の動詞
1  好きと感じている人（me, te, le, nos, os, les）＋
 gustar（好き）＋「好き」な対象（主語）の語順。

2  好きと感じている人を特定する場合：
 A＋名詞＋le, les＋gustar（好き）＋「好き」な対象（主語）。

3  強調・対比：
 A＋代名詞/名詞＋間接目的語の代名詞＋gustar（好き）＋「好き」な

対象（主語）。
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19	 比較表現
1  más＋形容詞＋que〜（（主語は）〜よりも…だ）

2  tan＋形容詞＋como〜（（主語は）〜と同じくらい…だ）

3  副詞の比較表現の語順も形容詞の場合と同じ。

20	 再帰動詞	
1  levantarse（起きる）：levantar（起こす）＋se（自分自身を）
 me levanto, te levantas, se levanta, 
 nos levantamos, os levantáis, se levantan

２ 主語が複数の場合、相互（お互いに）を表すことがある。

3  再帰代名詞で、「〜してしまう」という強調の意味を加えたり、動詞
のニュアンスを変えたりすることがある。

21	 関係代名詞
1  関係代名詞que：先行詞が人でも事物でも、関係節内の動詞の主語

でも直接目的語でもOK。

2  関係節が先行詞となる名詞を単に説明する場合、先行詞の後にコン
マを入れる。

3  「関係代名詞＋動詞の原形」（〜すべき）
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22	 天候などを表す単人称文	
1  hacerを使って天候を表す場合、動詞は３人称単数を使う。

2  llover（雨が降る）、nevar（雪が降る）のように天候を表す動詞は、
３人称単数を使う。

3  amanecer（夜が明ける）、anochecer（日が暮れる）などの自然現
象を表す動詞も３人称単数を使う。

23	 過去分詞と直説法現在完了	
1  過去分詞
 -ar動詞：-ar→ado(hablar→hablado)
 -er/-ir動詞：-er/-ir→ido(comer→comido/vivir→vivido)

2  過去分詞不規則形
 decir（言う）→dicho, escribir（書く）→escrito,
 freír（揚げる）→frito, hacer（する、つくる）→hecho,
 romper（壊す）→roto, ver（見る）→visto

3  直説法現在完了：haberの直説法現在＋過去分詞

24	 現在分詞と進行形	
1  現在進行形：estarの直説法現在＋現在分詞

2  現在分詞
 -ar動詞：-ar→-ando(hablar→hablando)
 -er/-ir動詞：-er/-ir→-iendo(comer→comiendo/
 escribir→escribiendo)

3  現在分詞不規則形
 decir（言う）→diciendo, dormir（眠る）→durmiendo, 
 leer（読む）→leyendo, oír（聞こえる、聞く）→oyendo,
 ir（行く）→yendo, poder（できる）→pudiendo
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25	 直説法点過去	
1  -ar動詞：
 hablar(hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron)

2  -er/-ir動詞：
 comer(comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron)
 vivir(viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron

3  不規則活用
 estar(estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, 

estuvieron)

26	 直説法線過去	
1  -ar動詞
 hablar（話す）：（hablaba, hablabas, hablaba, hablábamos, hablabais, hablaban）

2  -er/-ir動詞
 comer（食べる）：(comía, comías, comía, comíamos, comíais, comían)
 vivir（住む）：(vivía, vivías, vivía, vivíamos, vivíais, vivían)

3  不規則活用
 ir（行く）：iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
 ser（〜です）：era, eras, era, éramos, erais, eran
 ver（見る）：veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían

27	 直説法未来
1  直説法未来の活用
 動詞の原形＋未来を表す語尾-é, -ás, -á, -emos, -éis, -án
2  不規則活用
 ①動詞原形の語尾にある-e-が落ちるタイプ、②動詞原形の母音-e-, 

-i-が-d-に変わるタイプ、③その他のタイプの３パターンがある。
 ①poder（〜できる）：podr-＋-é, -ás, -á, -emos, -éis, -án
 ②tener（持つ）:tendr-＋-é, -ás, -á, -emos, -éis, -án
 ③hacer（する、つくる）:har-＋-é, -ás, -á, -emos, -éis, -án
3  直説法未来は、「〜だろうな」と現在の事柄についての推量を表すこ

とができる。
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28	 接続法現在
1  接続法現在は、主動詞が願望、疑惑、命令、否定、可能性などを表す場合、

その従属節（接続詞のqueで導かれる文）で使う。
2  -ar動詞：hablar(hable, hables, hable, hablemos, habléis, hablen)
3  -er/-ir動詞：comer(coma, comas, coma, comamos, comais, coman)
 vivir(viva, vivas, viva, vivamos, vivais, vivan)
4  不規則活用

 ①直説法現在１人称単数からつくるタイプ、②語幹母音変化動詞、
③完全な不規則活用動詞の３タイプがある。

 ①tener（持つ）(tengo→teng-)：tenga, tengas, tenga, tengamos tengáis, tengan
 ②dormir（眠る）：duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis, duerman
 ③estar（〜です/ある、いる）: esté, estés, esté, estemos, estéis, estén

29	 命令法
1  túに対する命令は、規則活用では直説法現在３人称単数と同じ形を使う。
 hablar（話す）→habla, comer（食べる）→come, 
 escribir（書く）→escribe

2  不規則な命令：
 decir（言う）→di, ir（行く）→ve, venir（来る）→ven

3  vosotros/vosotrasに対する命令は、動詞原形の語末の-rを-dにする。
 hablar（話す）→hablad, comer（食べる） →comed, escribir（書く） 

→escribid

30	 接続法過去	
1  直説法点過去３人称複数の語尾-ronを取って、接続法過去の語尾-ra, 

-ras,-ra, -ramos, -rais, -ran（-ra形）をつける。
 -ar動詞：hablar（hablara, hablaras, hablara, habláramos, hablarais, hablaran)

2 -er/-ir動詞：comer(comiera, comieras, comiera, comiéramos, comierais, 
comieran)、vivir(viviera, vivieras, viviera, viviéramos, vivierais, vivieran)

3  不規則活用
 estar: estuvieron（点過去３人称複数）→estuvie-＋接続法過去の語尾
 ser, ir: fueron（点過去３人称複数）→fue-＋接続法過去の語尾
 querer: quisieron（点過去３人称複数）→quisie-＋接続法過去の語尾

1 8 2


