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はじめに
　スペイン語は、スペインをはじめラテンアメリカなど 21か国で公用語として使われています。話

者数は世界第 2位であり、今後ますます増えていくことでしょう。また、スペイン語は日本人にとっ

て発音がしやすく、親しみやすい言語です。

　¡Ánimo!

さあ、スペイン語の学習を始めましょう！

　本書は、スペイン語の文法や語彙を基礎からしっかり学び、いろいろな練習を通して、自然な生

きた会話を身につけることを目標としています。

各課の構成は、次のようになっています。

Vocabulario（語彙） 日常よく使われる語彙を使って発音練習をします。

Gramática（文法） 学習する時制は直説法現在、点過去、線過去と現在完了です。

Ejercicios（練習問題） 文法内容の理解を深めます。

Práctica（応用問題） 簡単な表現を使って練習します。

Escena corta（会話）  ペアで言葉を入れ替えながら繰り返し練習します。 

ロールプレイでスペイン語の自然な会話の流れを覚えます。

スペイン語の上達法　Bienvenidos a la clase de español

□宿題を必ずしましょう。

□各課の escena cortaは暗記しましょう。

□  自分がちゃんと理解しているかどうか、自分の学習について意識する習慣をつけましょう。 

各課の最初に自己評価を記入する欄があります。チェックしてください。

□わからないところがあったら、先生に質問しましょう。

　みなさんが授業外でスペイン語を使う機会は、おそらく限られているでしょう。ペアワークやグ

ループワークなど授業のなかでの練習を最大限に生かし、クラスメートや先生とのコミュニケーショ

ンに積極的に参加しましょう。

　本書の出版にあたり、佐藤惣平先生および又吉和魅先生に校正を、Patricia Rosales先生には貴

重なアドバイスをいただきました。CD録音に協力していただいた Instituto Cervantesの Esther 

Domínguez先生、Miguel Sauras先生、Diego F. Yonamine先生に深く感謝申し上げます。

2015年　秋

著者



Contenidos  各課の主な学習項目

はじめに

Lección 0

1

アルファベット

文字と発音

音節

アクセントの位置

挨拶や簡単なスペイン語の表現

Alfabeto

Letras y pronunciación

Separación de sílabas

Acentuación

Saludos y expresiones

Lección 1

7

名詞

疑問詞

数字 0－ 10

会話：¿Cómo te llamas?

Sustantivos

Interrogativos

Números 0 -10

Escena corta: ¿Cómo te llamas?

Lección 2

13

冠詞

存在文 hay +不定冠詞・数詞など +名詞

量的形容詞（muchoと poco）

副詞

感嘆文

会話：¿Cómo se dice?

Artículos

Uso de hay

Adjetivos de cantidad (mucho - poco)

Adverbios

Oración exclamativa

Escena corta: ¿Cómo se dice?

Lección 3

19

直説法現在・不規則動詞（ser動詞）

主格人称代名詞

所有形容詞（前置形・後置形）

接続詞

国と国籍

会話：¿De dónde eres?

Presente del indicativo-irregular, 

Verbo ser 

Pronombres personales

Adjetivos posesivos

Conjunción

País y nacionalidad

Escena corta: ¿De dónde eres?

Lección 4

25

直説法現在・不規則動詞（estar動詞）

形容詞

文の種類

会話：¿Dónde estás?

Presente del indicativo-irregular, 

Verbo estar

Adjetivos

Clases de oraciones

Escena corta: ¿Dónde estás?

Lección 5

31

指示形容詞

指示代名詞

時の表現・現在

数字 11-30

マルティネスさんの家族

会話：¿Quiénes son estos señores?

Adjetivos demostrativos

Pronombres demostrativos

Expresiones de tiempo presente

Números 11-30

Familia Martínez

Escena corta:  ¿Quiénes son estos 

señores?



Lección 6

37

規則活用：直説法現在

前置詞

会話：¿Qué estudias?

Presente del indicativo-regular (-ar)

Preposiciones

Escena corta: ¿Qué estudias?

Lección 7

43

規則活用：直説法現在

直説法現在 saberと conocer

mente付きの副詞

会話：¿Dónde vives?

Presente del indicativo-regular (-er, -ir)

Verbos saber y conocer

Adverbio: -mente 

Escena corta: ¿Dónde vives?

Lección 8

49

不規則活用：直説法現在（語根母音変化動詞）

時刻の表現

天候の表現

会話：¿Qué hora es?

Presente del indicativo-irregular (yo～ go)

La hora

Expresiones de clima

Escena corta: ¿Qué hora es?

Lección 9

55

不規則活用：直説法現在 verと ir

未来表現

不規則動詞 quererと poder

直説法現在形＋不定詞

会話：Yo voy en tren.

Presente del indicativo-irregular 

Verbos ir y ver

Verbos querer y poder

Verbo + Infinitivo

Escena corta: Yo voy en tren.

Lección 10

61

直説法現在 gustar型の動詞

目的語の代名詞（間接目的格「～に」）

会話：¿Qué deporte te gusta?

Presente del indicativo, Verbo gustar

Pronombres personales como 

complementos (objeto indirecto)

Escena corta: ¿Qué deporte te gusta?

Lección 11

67

部分的な不規則活用・直説法現在

直接目的格代名詞 （～を）

3人称の間接目的格＋直接目的格

会話：¿Qué desean beber?

Presente del indicativo-irregular

Pronombres personales como 

complementos (objeto directo)

O.I y O.D. en una misma frase

Escena corta: ¿Qué desean beber?

Lección 12

73

再帰動詞

比較

最上級

会話：¿A qué hora te acuestas?

Verbos reflexivos

Comparativos

Superlativos

Escena corta: ¿A qué hora te acuestas?



Lección 13

79

規則活用：直説法点過去

時の経過を表す hacer + 期間＋ que＋動詞

時の表現・過去

会話：¿A qué hora te levantaste ayer?

基数と序数

Pretérito indefinido regular

Hacer + 期間＋ que＋動詞 

Expresiónes de tiempo pasado

Escena corta: ¿A qué hora te levantaste 

ayer?

Números cardinales y números ordinales

Lección 14

85

不規則活用：直説法点過去

不定語と否定語

会話：¿A dónde fuiste en las vacaciones?

Pretérito indefinido irregular

Indefinidos

Escena corta: ¿A dónde fuiste en las 

vacaciones?

Lección 15

91

直説法線過去

頻度 

会話：Cuando era niño

Pretérito imperfecto

Frecuencias  

Escena corta:  Cuando era niño

Lección 16

96

過去分詞

現在完了の作り方

現在を含む期間の表現

会話：¿Has ido a Perú?

Participio pasado

Pretérito perfecto

Expresión de tiempo

Escena corta: ¿Has ido a Perú?

Composición

101

フェリペの家族

フェリペの自己紹介

マリアのある一日

ロサさんの一週間の過ごし方

La familia de Felipe

Felipe se presenta a sí mismo

La rutina diaria de María

Actividades de la semana de Rosa

Actividades

106
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¿Cómo te llamas?

LECCIÓN 1

¡Ya tú puedes!  

■□  名詞を学びます。

■□  「元気ですか？」とクラスメートに聞きましょう。

■□  スペイン語で何と言うか質問しましょう。

  Vocabulario    
masculino y femenino  男性名詞と女性名詞（人間・動物）

hijo
chico

madre
mujer

padre
hombre

hija
chica

amiga
estudiante

amigo
estudiante

gatagato

masculino　男性名詞（物）

libro café periódico ordenador vino hospital

femenino　女性名詞（物）

carta casa mesa silla televisión universidad

  Expresiones 
Entre amigos y familiares.  友人や家族の間で

¡Hola! ¿Qué tal?

Bien, gracias. ¿Y tú?

¡Hola! ¿Cómo estás?

Muy bien, gracias.

Felipe Rosa　　

CD
008 Sustantivos  名詞（1）

CD
009
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 ramática 

1 Sustantivos  名詞
a) Género 名詞の性
男性名詞 (m)と女性名詞 ( f )に分けられます。

自然の性を持つもの（人間、動物）
男性名詞 女性名詞
padre 父親 hombre 男性 /人間

hijo 息子 amigo 男友達
gato 猫（雄） profesor 男の先生

madre 母親 mujer 女性 /妻

hija 娘 amiga 女友達
gata 猫（雌） profesora 女の先生

自然の性を持たないもの（物、事柄）
男性名詞 女性名詞
-o libro 本

vino ワイン
-a casa 家

mesa テーブル
子音 ordenador パソコン -dad universidad 大学
その他 restaurante レストラン

hospital 病院
taxi タクシー

-ión conversación 会話
televisión テレビ

男女共通名詞は、冠詞、形容詞、指示詞などで性を区別する。

　estudiante 学生　　guitarrista ギタリスト　　policía 警察官

aで終わる男性名詞　día 日 mapa 地図 

oで終わる女性名詞　mano 手 foto（fotografía） 写真

b) Número名詞の数
単数形と複数形があります。

複数形の作りかた 単数 →複数

　母音で終わる名詞＋ s amigo → amigos
　子音で終わる名詞＋ es ordenador → ordenadores

例外

　-zで終わる名詞：zを cに変えて es pez → peces
　単数・複数同形 lunes → lunes

 ramática G
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2 Interrogativos  疑問詞

下線に疑問詞を書きましょう。

qué 何、何の ¿　　　　　　 es Juan?

por qué なぜ ¿　　　　　　 no está Patricia?

dónde どこ ¿　　　　　　 está tu amigo? 

cómo どのような ¿　　　　　　 es él?

cuándo いつ ¿　　　　　　 es tu cumpleaños?

quién / quiénes だれ ¿　　　　　　 son ellos?

cuál / cuáles どれ、どちら ¿　　　　　　 es tu mochila?

cuánto/a/os/as いくつ、どのくらい ¿　　　　　　 es?

  ¿　　　　　　 años tienes?

3 Números 0-10　数字 0-10 

0 cero 4 cuatro  8 ocho

1 uno 5 cinco  9 nueve

2 dos  6 seis 10 diez 

3 tres  7 siete

Encantado.  Mucho gusto.

CD
010

挨拶の仕方  Saludos

スペイン語圏では、改まった場（formal）での挨拶は、握手をします。気さくな場

（informal）での挨拶は、男性同士では握手と肩を抱き合いますが、女性同士または男女

間では、片頬に一度、または両頬にキス（beso）をします。

別れる時の挨拶は、Adiós.ですが、Buenas tardes.と Buenas noches.も同じく別れの

挨拶として使われます。
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 jercicios 

A Escribe las siguientes palabras en singular y en plural.

名詞の単数と複数をスペイン語で書きましょう。

母音で終わるとき＋ s libro 本 libros
子音で終わるとき＋ es hospital 病院 hospitales

男性名詞 (m) 単数 複数 女性名詞 ( f ) 単数 複数

父親 母親

男性 / 人間 女性 / 妻

息子 娘

男友達 女友達

猫（雄） 猫（雌）

男の先生 女の先生

本 手紙

新聞 家

ワイン テーブル

パソコン 大学

病院 町

レストラン 会話

タクシー テレビ

日 * 手 *

B Escribe los números 0 - 10.  数字 0 ～ 10をスペイン語で書きましょう。 

0  4  8  

1  5  9  

2  6  10  

3  7  

 jercicios E
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 ráctica 

A En parejas.  ペアで練習しましょう。

Se dice “buenos días”.
「Buenos días」といいます。

¿Cómo se dice “おはよう” en español?
スペイン語で「おはよう」は何といいますか？

こんにちは また後で 4月
こんばんは また明日 8月
ありがとう 月曜日まで 春
さようなら 木曜日まで 夏 

CD
011

La semana　週

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

Asignaturas　科目名

bienestar social　福祉 empresariales　経営学

comercio　商業 historia　歴史学

derecho　法学 literatura　文学

economía　経済学 matemáticas　数学

educacìón　教育学

Las estaciones　四季

primavera

verano

otoño

invierno

Los meses　月

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio 

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

A: ¡Hola! ¿Cómo te llamas? やあ！こんにちは。君の名前は何というの？

B: Me llamo 　　　　　. Mucho gusto. ¿Y tú? 私の名前は～です。どうぞよろしく。で、君は？ 

A: Me llamo 　　　　　. Mucho gusto. 私の名前は～です。どうぞよろしく。

CD
012

Minidiálogo 

 ráctica P
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 scena corta 1   ¿Cómo te llamas? 
Repite después del profesor y luego practica con tu compañero/a cambiando con las 

palabras que se indican.

先生と一緒に発音した後、与えられた言葉をスペイン語にしてペアで練習しましょう。

muy bien bien así, así
más o menos

mal muy mal

A： ¡Hola! ¿Qué tal?

B：  Muy bien , gracias. ¿Y tú? 
    元気   

A：  Bien , gracias. Me llamo［自分の名前］.
  まあまあ 

 ¿Cómo te llamas?

B： Me llamo［Bの名前］.

A： Encantado. 男性が言うとき

B： Encantada. 女性が言うとき

A： Adiós,  hasta mañana .
     また後で   

B： Adiós.

CD
013 scena corta 1

Repite después del profesor y luego practica con tu compañero/a cambiando con las 

E




