
はじめに

　本書は，大学などで初めてスペイン語を学習する人を対象とした文法教科書です。週１回（あるい
は２回）90分の授業で，学習者が１年間でスペイン語文法の骨格を体系的に把握できるようになるこ
とを念頭に置いて作成しました。以下に本書の主な特色を挙げます。

　① 各課冒頭の「この課を学習するにあたって」では，その課で扱われる事項を学習するための前提
や要点がまとめられ，典型的なモデル文が掲載されています。学習者が新しい文法事項へとスムー
ズに入れるよう設けられた導入口です。

　② 本文の説明では，できるだけ「英語の何に相当するか」を掲げるように努めました。初修外国語
を効率よく学習するためには，既修外国語との対比が何より有効な方法だからです。

　③ 例文で（cf. ...）が付いているものは，「比較してください」という意味です。類似した２つの文
を対比しながら「意味がどう違うのか？」を意識すると，用法の違いが手に取るようにわかって
きます。

　④ ほぼ 2課おきに「コラム（Columna）」を設けました。ぜひ知っておきたい慣用句や，既習の文
法に関連するもう少し詳細な事項が扱われています。コラム内の練習問題は，独習でもできるよ
うになっています。

　本書のタイトルである“Claridad”は「明解」という意味ですが，ここでは 2つの意味が込められ
ています。1つは「スペイン語文法を可能なかぎり明解に説明することに努めた」という意味です。
　もう 1つの意味は，「スペイン語自体がもともと有している文法体系の明解さ」です。スペイン語と
いう言語は，文法を実に美しく図式化できる明晰な言語です。本書を通じて，スペイン語に内在する
そうした体系性をぜひとも理解していただきたいと思います。雑然と詰め込まれた断片的な知識とは
違い，体系的に得た知識はそう簡単に忘れるものではありません。むしろ，応用力へのいちばんの近
道となります。

　最後になりましたが，本書作成にあたり，原稿の校閲を快く引き受けてくださったMilton Aguilar
先生と，本書執筆の機会を与えていただき，最終的には見事なまでに美しく仕上げていただいた三修
社編集部の松居奈都氏には，心より御礼申し上げます。
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Lección 4 規則動詞の直説法現在 /等位接続詞

　　★この課を学習するにあたって

★動詞の原形は，語尾 2文字が必ず -ar, -er, -irのいずれかで終わり，主語の人称に応
じて語尾の部分が 6通りに変化する。

★名詞と名詞，形容詞と形容詞，文と文など，2つ以上の等価の語句を結びつける語を
等位接続詞という。

　　　　
　　　　　君は何を飲みますか ? 私は紅茶を飲みます。

　　　　
　　　　　彼女は日本語とスペイン語を話します。しかし，英語は話しません。

❶ 動詞直説法現在の規則変化
1現在形の規則変化は，次のように語尾が変化します。語尾で主語がわかるため，主語人称代名詞は
　 通常省略されます。

tomar 取る beber 飲む vivir 住む
yo tomo bebo vivo
tú tomas bebes vives

él / ella / usted toma bebe vive
nosotros tomamos bebemos vivimos
vosotros tomáis bebéis vivís

ellos / ellas / ustedes toman beben viven

-ar型の主な規則動詞：hablar comprar llamar llegar cantar trabajar viajar
 話す 買う 呼ぶ 着く 歌う 働く 旅行する

 estudiar buscar esperar mirar escuchar pagar andar
  勉強する 探す 待つ 見る 聴く 支払う 歩く

 usar  llevar ayudar cambiar enviar
 使う 持って行く 助ける 変える 送る

-er型の主な規則動詞：comer correr vender aprender leer coger
 食べる 走る 売る 学ぶ 読む つかむ

-ir型の主な規則動詞：escribir abrir subir partir recibir
 書く 開ける 乗る・登る  出発する 受け取る
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 Lección 4 

　Hoy Matilde llega aquí.
　¿Qué compras? – Compro una camiseta nueva.
　Aprendemos español en la universidad
　¿Dónde vivís? – Vivimos en Barcelona.

　【注 1】enviarの現在形 → envío, envías, envía, enviamos, enviáis, envían
　【注 2】cogerの現在形 → cojo, coges, coge, cogemos, cogéis, cogen

2 主語人称代名詞をつけるのは，主語を明確に区別する必要がある場合や，主語を強調する場合です。
　 また，主語の位置は，動詞の前とは限りません。

　¿Quién canta? – Canto yo.
　En esta fábrica trabajan muchos empleados.

❷ 等位接続詞
  y（e） ～と ,  そして（英：and） o（u） ～か ,  それとも（英：or）
  pero  しかし（英：but） no ... sino ～ではなく…である（英：not ... but）

  no ... ni ～でも…でもない（英：nor）

　Estudio en la biblioteca y luego como en el comedor.
　¿Él es chileno o argentino?
　La estación está muy lejos, pero andamos hasta allí.
　No buscamos una librería, sino una papelería.
　No hablo francés ni italiano

　【注 1】接続詞 y は，i-または hi-で始まる語の直前で eに変わります。
　　　　Él habla francés e italiano.

　【注 2】接続詞 oは，o-または ho-で始まる語の直前で uに変わります。
　　　　En la sala hay siete u ocho personas.

基数 20-99

20 veinte 21 veintiuno 22 veintidós 23 veintitrés 24 veinticuatro
25 veinticinco 26 veintiséis 27 veintisiete 28 veintiocho 29 veintinueve
30 treinta 31 treinta y uno 32 treinta y dos ... 40 cuarenta
50 cincuenta 60 sesenta 70 setenta 80 ochenta
90 noventa ... 99 noventa y nueve
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Ejercicios 4

A. それぞれの動詞の意味を（　　）に書き，直説法現在の活用表を作りましょう。

comprar
（　　　　　　）

cambiar
（　　　　　　）

mirar
（　　　　　　）

llevar
（　　　　　　）

　yo

　tú

　él

　nosotros

　vosotros

　ellos

comer
（　　　　　　）

correr
（　　　　　　）

vender
（　　　　　　）

leer
（　　　　　　）

　yo

　tú

　él

　nosotros

　vosotros

　ellos

escribir
（　　　　　　）

subir
（　　　　　　）

abrir
（　　　　　　）

recibir
（　　　　　　）

　yo

　tú

　él

　nosotros

　vosotros

　ellos
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B. (    )内の動詞原形を，直説法現在の適切な形に直しましょう。

① Mi padre y mi tío （beber） ＿ mucho vino.

② Yo （escribir） ＿ una carta.

③ José y Ramón no （tomar） ＿ café.

④ ¿No （coger, tú） ＿ un taxi?

⑤Marta y yo （subir） ＿ a la montaña.

⑥ ¿Cuántos kilómetros （andar）＿ ustedes?

⑦ Ella （correr） ＿ rápido.

C. 次の問いに対する答えとなるように空欄を埋め，下線部の動詞の原形を書きましょう。

① ¿Qué escuchas? – ＿ una canción española. 
［原形：　　　　　　　　］

② ¿Qué estudiáis en la universidad? – ＿ literatura. 
［原形：　　　　　　　　］

③ ¿Abro las ventanas? – Sí, ＿ todas las ventanas.
［原形：　　　　　　　　］

④ ¿Qué lee usted? – ＿ una revista.
［原形：　　　　　　　　］

⑤ ¿Cuándo partes para Madrid? – ＿ el día 23 o 24.
［原形：　　　　　　　　］

D. 次の文を和訳し，数字の読み方をつづりで書いてみましょう。

①Mi abuela tiene 84 años, pero está muy bien.
                                            （84:                                                            ）

②Hay 25 kilómetros hasta el aeropuerto. ¿Llamas un taxi o tomas el metro?
                                            （25:                                                            ）

③ Aquí 58 alumnos aprenden español e inglés.
                                            （58:                                                            ）

④ Tú pagas 62 euros. Yo pago 73.
 （62:                                                           ）（73:                                                            ）

⑤ Ellas no llegan el día 30, sino el 31.
（30:                                                            ） （31:                                                            ）
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　Columna 2

覚えておきたい慣用句（2）
【 estarを用いた慣用句】

estar bien 元気である estar mal 気分が悪い

estar contento 嬉しい，満足している estar cansado 疲れている

estar libre 暇である estar ocupado 忙しい

estar de vacaciones 休暇中である estar de pie 立っている

estar en cama 病気である （=estar enfermo） estar de acuerdo con ～に賛成である

【 tenerを用いた慣用句】

tener calor 暑い tener frío 寒い

tener hambre お腹が空いている tener sed のどが渇いている

tener miedo 怖い tener !ebre 熱がある

tener dolor de + 身体部位 ～が痛む tener cuidado con ～に注意する

【 tomarを用いた慣用句】

tomar un café コーヒーを飲む tomar un té 紅茶を飲む

tomar una medicina 薬を飲む tomar el tren 列車に乗る

tomar el metro 地下鉄に乗る tomar el autobús バスに乗る

tomar el aire （気晴らしのために）出かける
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〔練習 A〕空欄に動詞の適切な活用形を入れましょう。

① 私は地下鉄に乗ります。 ＿ el metro.

② 私はお腹が減っています。 ＿ hambre.

③ 君は暑いの？ ¿ ＿ calor?

④ 君は元気かい？ ¿ ＿ bien?

⑤ 君はバスに乗るの？ ¿ ＿ el autobús?

⑥ 彼は調子が悪いです。 Él ＿ mal.

⑦ 彼女はこの薬を飲んでいます。 Ella ＿ esta medicina.

⑧ コーヒーを飲みましょう。 ＿ un café.

⑨ 今日，君たちは暇かい？ ¿ ＿ libres hoy?

⑩ 彼らはとても満足しています。 ＿ muy contentos.

〔練習 B〕空欄に適切な 1語を記入しましょう。

① 私は頭が痛い。 Tengo ＿ de cabeza.

② 私はあなたに賛成です。 Estoy de ＿ con usted.

③ 彼らは休暇中です。 Ellos están de ＿ .

④ ハイメは病気です。 Jaime está en ＿ .

⑤ 私たちは（気晴らしに）出かけます。 Tomamos el ＿ .

⑥ 彼女はとても忙しいです。 Ella está muy ＿ .

⑦ 私たちはとても寒いです。 Tenemos mucho ＿ .

⑧ 君たちは車に注意しなさいよ。 Tenéis ＿ con los coches.

⑨ 私は怖いです。 Tengo ＿ .

⑩ 私たちは列車に乗ります。 Tomamos el ＿ .


