
　本書は，2011 年に出版された『はじめてのエスパニョール』のコンパクト版として，第二外国語
としてスペイン語を学ぶ学生向けに見直しを行いました。初級の学生が，無理なく着実にスペイン
語の基礎を習得することを目標にしています。主人公は，大学でスペイン語を学ぶアヤナです。１
年生の４月からスペイン語を始め，２年生でスペインの大学の語学コースへ初めて留学します。本
書では，初めて留学やホームステイをする初心者が遭遇するであろう場面を想定し，内容を構成し
ました。

　各課は以下の４つの部分からなります。
　　　１．会話（一部メールなどのモノローグ形式あり）
　　　２．文法
　　　３．文化コラム
　　　４．練習問題

　本書は大学で第二外国語としてスペイン語を学ぶ学生を想定し，文法事項の絞り込みを行ってい
ます。例えば，数字は「１～ 20」までは本文中で導入しますが，それ以上は巻末の「語彙」を参照
して学ぶ形式にし，必要に応じて取捨することができます。
　本文中では巻末への参照指示が多くありますが，余裕がある学生は自主的にどんどん語彙を増や
すことができるでしょう。
　動詞の活用は，現在形と過去形を中心にし，未来形は扱っていません。その代わり「接続法現在」
を重要視し，第 13 課で導入しています。接続法現在は命令文などで使用されるたいへん重要な活用
形です。特にコミュニケーションの観点からは，初めてホームステイを経験する初心者にも必須の
項目といえるでしょう。
　練習問題には，4番目に「発展問題」として聞き取り練習をつけました。聞き取りは，バランスの
取れた外国語能力を身に付ける上には必要不可欠なものです。多くの場合，本文の会話部分から採っ
ていますので，各課をしっかり学んだ後で取り組めばそれほど難しいものではないでしょう。ただ，
カリキュラムや授業進行の都合により割愛し，自習用としてもよいでしょう。音声はナチュラルな
スピードとゆっくりめの２通りで録音されていますので，ぜひチャレンジしてみてください。
　コラムではスペイン文化のさまざまな側面を取り上げました。授業でさらに深めたり，学生のみ
なさんの自習のきっかけになったりすれば幸いです。
　本書執筆の過程で貴重なご助言をいただきました先生方，協力してくれた学生諸君に心よりお礼
申し上げます。
　本書がスペイン語の世界へ旅立つ人にとって有益なガイドブックとなるならば，何よりの喜びで
す。¡Buen Viaje!

2016 年　盛夏
著 者
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7

treinta y tres

Tengo hambre. 　　私はお腹がすいた。

例）Tengo mucha hambre. ［とても］　　Tengo un poco de hambre. ［少し］

　　〈参考〉Tengo sed.　　私はのどが渇いている。

calamar　　イカ

¿Qué te parece?　　どう思いますか？ De acuerdo.　　了解。／わかりました。

¿Para beber?　　飲み物は？  Para mí ～ .　　私には～だ。

cerveza　　ビール 飲み物 ☞ p.72

食べ物 ☞ p.72

 Carlos: ¡Tengo hambre!  Vamos a comer algo. 

  Hay muchos tipos de tapas: tortilla, calamares, queso, jamón 

ibérico...

 Ayana: ¡Qué bien!  Me gusta el jamón.  Y también pedimos tortilla.  

  ¿Qué te parece?

 Carlos: De acuerdo.   Me parece muy bien.

 Camarero: Buenas tardes.  ¿Qué van a tomar?

 Carlos: Queremos tortilla y jamón, por favor.

 Camarero: ¿Y para beber?

 Carlos: Para mí una cerveza.

 Ayana: Para mí un vino tinto, por favor.

LECCIÓN

siete

7
En el bar del barrio

《 近所のバルで 》

カルロスとの帰り道 42
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treinta y cuatro

1 間接目的語の人称代名詞 43

　「～に」にあたる目的語です。動詞の直前に置きます。

   Juan enseña español.　　フアンは，～にスペイン語を教える。

2 前置詞用人称代名詞 44

　前置詞の後に来る代名詞は通常，主語と同じものを使いますが，《私》と《君》には特別な形（mí，

ti）があります。

Esta carta es para él.  Esta carta es para ti.

　なお，mí, ti がcon の後に来るときは，con + mí → conmigo, con + ti → contigo となります。

Carmen trabaja con nosotros.  Carmen trabaja conmigo.

3 gustar 型構文 45

　gustar, doler, interesar, parecer のような動詞の構文は，《間接目的語 + 動詞 + 主語》の基本要素か

ら成ります。

  gusta　　la música.

Me gusta el café con leche.  Me gustan los templos japoneses.

Me encanta la música pop.  No me interesa el jazz.

Me duele la cabeza.

　強調や対比のために，前置詞 A ～ を付加することがあります。

A mi madre le gusta cocinar, pero a mí no me gusta.

GRAMÁTICA 

me 私に

te 君に

le 彼に

nos 私たちに

os 君たちに

les 彼らに

me
te
le
nos
os
les

間接目的語

動 詞 主 語
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4 色の表現 46

¿Qué color te gusta?　—Me gusta el color azul.

¿De qué color es tu bicicleta?　—Es blanca.

5 感  嘆  文 47

　《Qué + 名詞・形容詞・副詞》で，喜び，悲しみ，驚きなどの強い感情を表すことができます。

¡Qué +名詞 ! ： ¡Qué suerte!

¡Qué + 形容詞 ! ： ¡Qué caro es este ordenador!

¡Qué + 副詞 ! ： ¡Qué bien hablas español!

treinta y cinco

バレンシア（オレンジとパエリア）

　スペインで第三の都市もまた，地中海に位置するバレン

シア（Valencia）です。温暖な気候で，オレンジ（naranja）

で有名です。中世イスラム教徒によってもたらされた米

（arroz）が栽培されている土地で，海の幸にも恵まれてい

ます。私たちが大好きなパエリア（paella）も生まれるわ

けですね。naranja や arroz は，アラビア語からスペイン

語に入った言葉です。一方，paella はバレンシア語の「フ

ライパン」が料理名となって定着したものです。

　パエリアが黄色いのはサフラン（azafrán：これもアラ

ビア語起源）を使っているからです。真っ黒なイカ墨のパ

エリアはアロス・ネグロ（arroz negro）といいます。普

通のパエリアに少し飽きたら気分を変えて，フィデウァ

（fi deuá）はいかがですか？　米の代わりにパスタで作っ

たパエリアの一種です。最近は日本のスペイン料理店でも

見られるようになってきました。

　バレンシアもまたバイリンガルの地域ですが，バレンシ

ア語が話されます。バレンシア語とカタルーニャ語は，同

じ言語の方言というのが定説です。
フィデウァ

バルのオレンジ絞り機

色   ☞ p.73
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treinta y seis

1.（　　　　　）に相当する目的の代名詞を，下線部に記入しましょう。

 1) La profesora   （私たちに）enseña español.

 2) Yo  （君に）regalo unos pendientes.

 3) Mis primos  （私に）cuentan sus experiencias.

 4) Nosotros  （君たちに）deseamos buena suerte.

 

2.（　　　　　）内の動詞を適切な形に活用して，下線部に入れましょう。 

 1) Me   (gustar) mucho el cine. 

 2)  Les    (gustar) todos los deportes.

 3) ¿Te  (interesar) la historia de Latinoamérica?

 4) Hoy me    (doler) la cabeza.

3.次の文をスペイン語で言いましょう。 

 1) 君はなんて働き者なんだ !

 2) カルメンは友達と買い物に行き (ir de compras)ます。

 3) 私はお腹がすいています。

 4) 君は何色が好きですか？

発展問題

音声を聞いて，書き取りをしましょう。  48

 

 1)

 2)

 3)

EJERCICIOS
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数　字

国名と形容詞（国籍） ※「～語」の意味では男性形を使用します。

0　cero

1　un(o), una

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　catroce

15　quince

16　dieciséis

17　diecisiete

España  スペイン →　español,-la

Italia イタリア →　italiano,-a

Portugal ポルトガル →　portugués,-sa

Francia フランス →　francés,-sa

Inglaterra イギリス →　inglés,-sa

Alemania ドイツ →　alemán,-na

Holanda オランダ →　holandés,-sa

Rusia ロシア →　ruso,-a

Japón 日本 →　japonés,-sa

India インド →　hindú

México メキシコ →　mexicano,-a

Panamá パナマ →　panameño,-a

Cuba キューバ →　cubano,-a

Colombia コロンビア →　colombiano,-a

Perú ペルー →　peruano,-a

Chile チリ →　chileno,-a

Argentina アルゼンチン →　argentino,-a

Brasil ブラジル →　brasileño,-a

China 中国 →　chino,-a

Corea 韓国 →　coreano,-a

18　dieciocho

19　diecinueve

20　veinte

21　veintiuno,-ún,-una

22　veintidós

23　veintitrés

24　veinticuatro

25　veinticinco

26　veintiséis

27　veintisiete

28　veintiocho

29　veintinueve

30　treinta

31　treinta y un(o), una    

32　treinta y dos

33　treinta y tres 　…

40　cuarenta

50　cincuenta

60　sesenta

70　setenta

80　ochenta

90　noventa

100　cien (ciento)

101　ciento un(o), una   …

200　doscientos,-as

300　trescientos,-as

400　cuatrocientos,-as

500　quinientos,-as

600　seiscientos,-as

700　setecientos,-as

800　ochocientos,-as

900　novecientos,-as

1.000　mil

10.000　diez mil

100.000　cien mil

1000　un millón

語　　彙 

Estados Unidos de América　アメリカ合衆国　　　→　estadounidense

1.
o  primero 2.

o  segundo 3.
o  tercero 4.

o  cuarto 5.
o

  quinto

6.
o  sexto 7.

o séptimo 8.
o  octavo 9.

o  noveno 10.
o  décimo

序 数
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職業・身分

家族・親族

衣服・持ち物

estudiante　学生 profesor,-ra　教師 camarero,-a　ウェイター 

cocinero,-a　料理人 dependiente,-ta　店員 empleado,-a　従業員

médico,-a　医者 enfermero,-a　看護師 político,-a　政治家

abogado,-a　弁護士 auxiliar de vuelo　客室乗務員 

cantante　歌手 actor/actriz　役者 futbolista　サッカー選手

periodista　ジャーナリスト taxista　タクシー運転手

padre/madre　父 /母 hijo,-a　娘 /息子 hermano,-a　 兄 弟 / 姉 妹 

abuelo,-a　祖父 / 祖母 nieto,-a　孫 tío,-a　おじ /おば

primo,-a　いとこ esposo,-a (marido/mujer)　夫 / 妻

famila 家族 pariente 親戚

身体の部位

cara　顔 ojo　目 oreja　耳 nariz　鼻 boca　口 diente　歯

cabeza　頭 pelo　髪・毛 mano　手 brazo　腕 pierna　脚 pie　足

dedo　指 pecho　胸 espalda　背中

camisa　シャツ camiseta　Ｔシャツ pantalones　ズボン chaqueta　ジャケット

cazadora　ブルゾン traje　スーツ vestido　ドレス falda　スカート

ropa interior　下着 calcetines　靴下 zapatos　靴 cinturón　ベルト

gorra　帽子 gafas　眼鏡 corbata　ネクタイ abrigo　コート

guantes　手袋 bufanda　マフラー bolsa　バッグ　 maletín　書類カバン

mochila　リュック reloj　時計 cartera　財布 llave　鍵

pañuelo　ハンカチ paraguas　傘

setenta
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家の中

casa　家　　　puerta　ドア　　　ventana　窓　　　habitación　部屋

cocina　キッチン plato　皿　　　taza　コーヒーカップ 　　vaso　コップ

 copa　グラス　　　tenedor　フォーク　　　cuchillo　ナイフ

 cuchara　スプーン　　　 nevera (frigorífico)　冷蔵庫

 microonda　電子レンジ

dormitorio　寝室 cama ベッド　　　lámpara ランプ 

  despertador 目覚まし時計　　　armario タンス

sala de estar　居間 mesa　机・テーブル　　　sofá　ソファ　　　silla　椅子

 televisor　テレビ　　　 ordenador (computadora)　パソコン

 impresora　プリンタ　　　estantería　本棚

baño　浴室 ducha　シャワー　　　lavabo　洗面台　　　espejo　鏡

 jabón　石鹸 champú　シャンプー

街 中

aeropuerto　飛行場 estación　駅 parada de autobús　バス停

plaza 　広場 parque　公園 jardín　庭園

banco　銀行 correos　郵便局 ayuntamiento　市役所

templo　寺院 iglesia　教会 catedral　大聖堂

hotel　ホテル hospital　病院 cine　映画館 museo　美術館・博物館

centro comercial　ショッピングセンター bar　バル restaurante　レストラン

universidad　大学 escuela　学校  biblioteca　図書館

calle　通り avenida　大通り semáforo　信号

店 舗

tienda　店 mercado　市場 supermercado スーパーマーケット

frutería 果物屋（← fruta） pescadería 魚屋（← pescado） pastelería ケーキ屋（← pastel）

zapatería 靴屋（← zapato） librería 本屋（← libro） papelería 文房具屋（← papel 紙）

carnicería 肉屋（← carne） panadería パン屋（← pan） floristería 花屋（← flor）

cafetería カフェテリア（← café）

setenta y uno

買い物

dinero  お金　　　vuelta  お釣り　　　cambio  両替　　　caja  レジ　

cajero automático　ATM　　　rebaja  バーゲン　　　descuento  ディスカウント

tarjeta de crédito　クレジットカード　　　tarjeta de prepago　プリペイドカード
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曜 日

lunes　月曜日 martes　火曜日 miércoles　水曜日 jueves　木曜日

viernes　金曜日 sábado　土曜日 domingo　日曜日

月

enero　1月 febrero　2月 marzo　3月 abril　4月 

mayo　5月 junio　6月 julio　7月 agosto　8月 

septiembre　9月 octubre　10 月 noviembre　11 月 diciembre　12 月

四 季

primavera　春 verano　夏 otoño　秋 invierno　冬

飲み物

agua　水 café　コーヒー té　紅茶 leche　牛乳 zumo　ジュース

cola　コーラ cerveza　ビール vino　ワイン sangría　サングリア

乗り物

tren　電車 metro　地下鉄 autobús　バス taxi　タクシー bicicleta　自転車

barco　船 avión　飛行機

食べ物

pescado　魚 atún　マグロ salmón　サケ sardina　イワシ

 bacalao　タラ merluza　メルルーサ (タラの一種 )  

marisco　魚介類 pulpo　タコ calamar　イカ sepia　甲イカ 

 mejillón　ムール貝 almeja　アサリ 

carne　肉 vaca　牛 cerdo　豚 cordero　羊

 pollo　鶏 

verdura　野菜 tomate　トマト lechuga　レタス cebolla　タマネギ

 zanahoria　ニンジン patata　ジャガイモ ajo　ニンニク 

fruta　果物 naranja　オレンジ manzana　リンゴ uva　ブドウ

 fresa　イチゴ pera　洋ナシ melón　メロン

pan　パン arroz　米 huevo　卵 queso　チーズ

helado　アイス chocolate　チョコレート pastel　 ケーキ

dulce　お菓子 azúcar　砂糖 sal　塩 vinagre　酢

aceite　油
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方角・方向

基本的形容詞

人 物

味 覚

色

norte 北 sur 南 este 東 oeste 西 arriba 上

abajo 下 delante 前 detrás 後 izquierda 左 derecha 右

bueno　よい malo　悪い nuevo　新しい viejo　古い

grande　大きい pequeño　小さい alto　高い bajo　低い

largo　長い corto　短い ancho　広い estrecho　狭い

pesado　重い ligero　軽い hermoso　美しい feo　醜い

caro　高価な barato　安価な caliente　熱い frío　冷たい

dulce　甘い amargo　苦い ácído (agrio)　酸っぱい

salado　塩辛い picante　ピリ辛の soso　味のない

simpático　感じのよい antipático　感じの悪い amable　親切な

alegre　明るい serio　真面目な tímido　内気な

divertido　面白い aburrido　退屈な tranquilo　落ち着いた

nervioso　神経質な trabajador　勤勉な perezoso 怠け者の

inteligente　賢い tonto　馬鹿な guapo　かわいい /ハンサムな

delgado　痩せた gordo　太った sano　健康な 

enfermo　病気の  rico　お金持ちの pobre　貧しい

color　色 blanco　白 negro　黒 rojo　赤 amarillo　黄

azul　青 verde　緑 gris　グレー rosado　ピンク marrón　茶


