32
2018

31-enero

特集

プラド美術館展
ベラスケスと絵画の栄光

話せる楽しさを実感しながら、
スペイン語を身に付けよう！

アデランテで学ぶ理由
スペイン語
専門の教室

講師は全員
ネイティブ

グループレッスンは

振替制度あり

イベント
もりだくさん！

教室の中はスペイン一色！スペ
イン直輸入の書籍もたくさん販
売しております。

スペイン出身の講師だから、留
学気分でスペイン語
を学べます。

欠席しても安心です。事前にお知
らせいただければ、他のクラスの
レッスンを受講いただけます。

生徒さん同士の交流も盛んです。
皆さんスペイン・中南米好きな
のですぐに仲良くなれますよ！

2018年

申込み
受付中

2月・3月新規開講

一般グループコース

火曜日

初心者対象の新しいクラスなので初めての方でも安心です。

スペイン語入門クラス開講

10:30〜11:20
18:30〜19:20

2/27〜5/15

水曜日 19:30〜20:20 2/28〜5/16

木曜日
土曜日

17:30〜18:20
20:30〜21:20
10:30〜11:20
13:30〜14:20

3/1〜5/17
3/3〜5/19

2月7日（水）19:30〜20:20
2月14日（水）19:30〜20:20
2月21日（水）19:30〜20:20

対象レベル：B1+ 以上

料金（一括）
：受講生10500円 / 一般12000円

第1回「フラメンコ」
2月10日（土）13:30〜14:20
第2回「セマナサンタ」
3月24日（土）13:30〜14:20
第3回「春祭り」
4月14日（土）13:30〜14:20
担当：エレナ
対象レベル：A2以上

料金
（各回）
：受講生3000円 / 一般3500円

Club de Vinos ADELANTE vol. 2

文化

第2回 ADELANTE ワインクラブ
2月17日（土）13:30〜15:20
担当：ミケル
対象レベル：全レベル
料金：5000円

スペイン特産の美味しいワインのテイスティングを
楽しみましょう！数種類のワインを試飲しながら原
産地の風土や文化を学びます。

1レッスン：50分
全12回

（週1回 時間曜日固定）
［受講料］

44,160円（税込・分納可）

ミケル

会話

第1回 3月6日（火）15:30〜16:20
第2回 3月13日（火）15:30〜16:20

2月・3月・4月の

担当：ミケル

料

00円）

話し上手になる
レッスン
（全2回）

文法

文化

（10,8

込みで

定員になり次第
締め切ります。

過去未来形の用法 （全3回）

文化旅行 〜アンダルシア〜

にお申し

入会金無

各クラス定員4名

こちらの QR コード
から WEB へ

ミケル先生の文法講座

スン当日

［教材費］1,944円

●まずは上記の各曜日の中から、ご都合の良い時間帯をお知らせください。
日程が合わない方や、その他の曜日・時間をご希望の方は、お気軽にご相談ください。
●学習経験者の方は、まずは体験レッスンをご予約ください。
携帯・スマホから
体験後、レベル別のレッスンの時間割をご案内いたします。

第1回
第2回
第3回

体験レッ

担当：ミケル
対象レベル：A2-B2

特別
クラス

料金（一括）
：受講生6000円 / 一般7000円

エレナ

入会不要、一般の方も参加できます。
お問い合わせ

info@adelante.jp

TEL:06-6346-5554

ミケル先生の文法講座

未来形の用法 （全2回）

文法

第1回 3月7日（水）19:30〜20:20
第2回 3月14日（水）19:30〜20:20
担当：ミケル
対象レベル：A2

料金（一括）
：受講生7000円 / 一般8000円

大阪市北区梅田 2-5-8 千代田ビル西別館２Ｆ
JR 大阪駅「桜橋口」徒歩 5 分

本を読むクラス

文学

第1回 3月3日（土）13:30〜14:20
第2回 3月10日（土）13:30〜14:20
担当：ミケル
対象レベル：B1+ 以上

このほかにも、様々
なテーマの特別クラ
ス＆イベントを企画
していきますので、
お楽しみに！

料金（一括）
：受講生6000円 / 一般7000円

※担当講師と内容は変更する可能性があります。

a
s
o
m
a
V
¡
!
l
o
ñ
a
p
s
e
estudiar
2018年 春

JR三ノ宮駅
徒歩8分

神戸校開校

2018年3月、無料体験レッスン受付開始！
JR三ノ宮駅から徒歩8分！待望の神戸校がニューオープンいたします！初心者からビジネス会話まで、
様々なシチュエーションに合わせたレッスンをご用意しております。
ネイティブ講師が担当するレッスンでは、
プチ留学気分を楽しみながら、
学べます。
お気軽にお問い合わせください。

TEL:078-230-2022

神戸市中央区磯辺通1-1-18 カサベラ国際プラザビル9F FAX:078-230-2023

info@adelante.jp

NEW
ONLINE

オンラインレッスン
2018年 春スタート!

全国どこからでも、
Skypeソフトウェアを利用した
スペイン語のオンラインレッスンを受講できるようになります。
詳しくはWebサイトにて、3月頃に公開！

www.adelante.jp

アンダルシアでスペイン語を学ぼう。
アンダルシア流の
生活を楽しみ、
文化を体験しよう！

生きたスペイン語を学べるコースと
充実したアクティビティ・プログラム

選べる滞在スタイル

• 学生用ホテル（クラブ・コスタ・ネルハ） • アパート • ホームステイ
Escuela de Idiomas Nerja ~ C/Almirante Ferrándiz 73 ~ 29780 Nerja ~ Málaga

info@idnerja.com ~ www.idnerja.com
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1. 発行月変更のお知らせ
皆様からご支援・ご愛読いただいております、スペイン情報誌 acueducto の発行月が今

Colaboradores:

号 32 号より変更となりました。従来は 2 月末 / 5 月末 / 8 月末 / 11 月末 に各号を発行し
ていましたが、2018 年からは、1 月末 / 4 月末 / 7 月末 / 10 月末 に発行いたします。現
在、定期配送をお申込中の読者様には引き続き、年間 4 号分の冊子をお届けいたします。
2. Web サイトリニューアルのお知らせ www.acueducto.jp
スペイン情報誌 acueducto の Web サイトを全面リニューアルいたしました。見やすく改善
したレイアウトにより、バックナンバー記事を Web でも手軽に閲覧いただけるほか、スペイ
ン語圏各国の文化やイベント情報など誌面に掲載していないニュースも随時配信して参り
ます。親しみやすく、情報を探しやすいサイトを目指し、内容の充実を図って参りますので、
何卒よろしくお願い申し上げます。

スペイン 語 の 本 ＆ 雑 貨
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サン・セバスティアンでスペイン語と文化を学ぼう！
ラクンサ・インターナショナル・ハウスは, スペイン北部
バスク地方のサン・セバスティアンにあります。

スペインとバスク, 伝統と革新。
2つの文化が融合するサン・セバスティアンは, 食文化で世界的に有名な街です。
サン・セバスティアンで, スペイン語と文化を学び, 新しい味の体験を！
San Sebastián

お問い合わせは

Lacunza International House
Camino de Mundaiz 8,
+34 943.32.66.80
Entlo D, 20012
info@lacunza.com
San Sebastián,
www.lacunza.com
España

D.E.L.E.試験準備コース4週間
インターナショナル・ハウス提携校

lacunza.ihsansebastian
lacunzaih
lacunzaihss

VELÁZQUEZ

AND THE CELEBRATION OF PAINTING:
THE GOLDEN AGE IN THE MUSEO DEL

ベラスケスと絵画の栄光

PRADO

プラド美術館展
本展の特色

プラド美術館は歴代スペイン国王のコレク

美術館の誇るベラスケスの作品が初公開作

ションを核として1819年に開館した世界有

品を含め7点出品される。日本国内で過去4

数の美の殿堂として知られている。16世紀

回、プラド美術館の作品を紹介する展覧会が

のカルロス1 世（在 位 1516－1556）
=文＝神
平井 うらら（

開催されているが、ベラスケスの作品がこれ

TEXTO=URARA HIRAI

聖ローマ皇帝カール5世）
に始まる王室コレク

ほど多く、
しかも全身像を含む大型作品が出

ションは、美術愛好家であった次代のフェリ

品されるのは初めてのことであり、これが本展

ペ2世（在位1556―1598）によってその礎

最大の見どころといってよい。ベラスケスの

が作られ、さらにその孫でやはり美術に極めて

作品だけでなく、リベーラやスルバランといっ

高い関心を寄せたフェリペ4世（在位1621－

たスペイン絵画の巨匠、ティツィアーノやルー

1665）の熱心な蒐集により、質・量ともに優

ベンス、クロード・ロランなどの傑作も綺羅星

れたものとなった。このフェリペ4世の治世に、

の如くリストに名を連ねており、これらの作品

ティツィアーノやヴェロネーゼをはじめとする

も必見であろう。

16世紀ヴェネツィア絵画、ルーベンス、ヴァン・
ダイクなどの17世紀フランドル絵画、17世紀
TEXTO=Yukiko Iio
写真はすべてプラド美術館蔵
© Museo Nacional del Prado

Diego Velázquez
［El príncipe Baltasar Carlos, a caballo］

展覧会は、このベラスケスの作品を軸に、
フェリペ4世の治世下を中心とするスペイン

イタリア絵画等、当時の一級品がコレクショ

宮廷をめぐる国際的なアート・シーンを再現し

ンに加わったが、フェリペ4世のコレクション

ようとするもので、ベラスケスを含むスペイン、

の質をさらに押し上げたのが彼の宮廷画家で

イタリア、フランドル、フランス、オランダの画

あったディエゴ・ベラスケス
（1599－1660）

家の作品61点と、美術に関する書籍9点の

の作品であった。このたびの「プラド美術館

計70点が出品される。

展

ベラスケスと絵画の栄光」では、プラド

Hacia 1635. Óleo sobre lienzo, 211,5 x 177 cm.
ディエゴ・ベラスケス
《王太子バルタサール・カルロス騎馬像》
（部分）
1635年頃 マドリード、プラド美術館蔵（図7）

acueducto.jp
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展 覧 会は「芸 術」
「知 識」
「神 話」
「宮 廷」
「風景」
「静物」
「宗教」という7つの章をもう
け、さらに、当時の芸術理論等を記した貴重
な書籍資料を紹介するという構成をとっている。
ベラスケスがこれらの主題をどのように解釈し、
絵画化したのか、主題に対するアプローチに
おけるその独創性を際立たせるべく、
「静物」
の章と書籍以外にベラスケスの作品が含ま
れている。ベラスケスの作品を他の画家─異
なる国や流派─の作品の中で眺めたとき、そ

ベラスケスとスペイン絵画の諸相

VELÁZQUEZ

AND THE CELEBRATION OF PAINTING:
THE GOLDEN AGE IN THE MUSEO DEL

PRADO

展覧会構成

の表現の特徴がおのずから明らかになるはず
である。それゆえ、ベラスケスの各作品は展
覧会の中で年代順の配列とはなっていないが、
ベラスケスを核に17世紀に黄金時代を迎え
たスペイン絵画の諸相を一望できる内容となっ
ている。

Claudio de Lorena

［Paisaje con el entierro de
Santa Serapia］
Hacia 1639. Óleo sobre lienzo, 212 x 145 cm.
クロード・ロラン
《聖セラピアの埋葬のある風景》1639年頃
マドリード、プラド美術館蔵

6

スペイン情報誌 acueducto

Diego Velázquez ［Adoración de los Reyes Magos］ 1619. Óleo sobre lienzo, 203 x 125 cm.

Francisco de Zurbarán

［Cristo crucificado, con un pintor］
Hacia 1650. Óleo sobre lienzo, 105 x 84 cm.
フランシスコ・デ・スルバラン
《磔刑のキリストと画家》1650年頃 マドリード、プラド美術館蔵

ディエゴ・ベラスケス
《東方三博士の礼拝》1619年 マドリード、プラド美術館蔵（図1）

Pedro Pablo Rubens

［La Sagrada Familia con Santa Ana］
Hacia 1630. Óleo sobre lienzo, 116 x 91 cm.
ペーテル・パウル・ルーベンス
《聖アンナのいる聖家族》1630年頃 マドリード、プラド美術館蔵

acueducto.jp
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ベラスケスは1599年、アンダルシアの大

業を積み、深い学識と美術理論に精通した

に現世的な性格が強くあらわれていることで

都市セビーリャに生まれた。父はポルトガルか

知識人でもあったこの師の下で幅広い教養

ある。主題が何であれ、極めて現実的な精神

ら移住したイダルゴ
（郷士）の2代目であった。

と道徳を身につけたとされる。このセビーリャ

はその後のベラスケスの作品に通底する特

当時のセビーリャは人口約10万人、新大陸

時代の作品として今回出品されるのが第7章

質である。

交易の中心都市として経済的繁栄を謳歌し、 「宗教」で展示される《東方三博士の礼拝》
（1619年 図1）
である。強い明暗のコントラ

像画を描く機会を得、その才能が認められ24

テネ」
「アンダルシアのフィレンツェ」と呼ばれ

ストを効かせた彫塑的な人物表現がみられる

歳でフェリペ4世の王付き画家となった。王に

美術も隆盛を極めていた。11歳の頃セビー

ベラスケス初期の傑作であるが、なによりも

仕える画家としてだけでなく王の私室取次係に

リャ画壇の主要画家であったフランシスコ・パ

本作品の特徴は、ごく身近な人々をモデルと

任命され、以後フェリペ4世に廷臣として生涯

チェーコの工房に入り、以後6年間絵画の修

して人物が描かれ、宗教画でありながら非常

仕えることになった。1629年からイタリアへ旅

ディエゴ・ベラスケス
《狩猟服姿のフェリペ４世》1632 - 34年 マドリード、プラド美術館蔵（図5）

スペイン情報誌 acueducto

Diego Velázquez ［Felipe IV, cazador ］ 1632 - 1634. Óleo sobre lienzo, 189 x 124 cm

ベラスケスの生涯と出品作品
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1623年マドリードを訪れ、フェリペ4世の肖

修道院や聖堂がいくつも創設され、
「南のア

VELÁZQUEZ

AND THE CELEBRATION OF PAINTING:
THE GOLDEN AGE IN THE MUSEO DEL

PRADO

Diego Velázquez

［Juan Martínez Montañés］
Hacia 1635. Óleo sobre lienzo, 109 x 88 cm.
ディエゴ・ベラスケス
《フアン・マルティネス・モンタニェースの肖像》1635年頃
マドリード、プラド美術館蔵（図2）

Diego Velázquez

［El Niño de Vallecas］
1635 - 1645. Óleo sobre lienzo,
107 x 83 cm.
ディエゴ・ベラスケス
《バリェーカスの少年》1635 - 45年
マドリード、プラド美術館蔵（図6）

行、ローマに1年間滞在する。マドリードに帰還

服姿のフェリペ4世》
（1632－34年 図5）
《バ

後は活発な制作活動を行い、フェリペ4世時代

リェーカスの少年》
（1635－45年 図6）
（とも

《バリェーカスの少年》は当時の宮廷で「慰

最大の造営事業であったブエン・レティーロ宮、

に第4章「宮廷」）
、
《王太子バルタサール・カ

みの人々」としての役割を与えられて王家に仕

マドリード郊外に建設されたトーレ・デ・ラ・パラー

ルロス騎馬像》
（1635年頃 第5章「風景」図

えた矮人を描いた作品である。王太子バルタ

ダ
（狩猟休憩塔）の内部を飾る一群の絵画を

7）
がこの時代に制作されている。

サール・カルロスの遊び相手であった少年の一

に置きかえて描こうとする態度が顕著である。

制作した。この時期は最もベラスケスが多作で

《メニッポス》、
《マルス》、
《狩猟服姿のフェ

瞬の表情やその身体的特徴をリアルに描き出

あった時代であり、本展では出品作中6点の作

リペ4世》はトーレ・デ・ラ・パラーダのために描

しているが、そこには彼を国王の肖像と変わら

品、
《フアン・マルティネス・モンタニェースの肖像》

かれたものである。前者2点は著名な哲学者、

ぬ一個の尊厳ある人間として見ようとする画家

（1635年頃 第1章「芸術」図2）
、
《メニッポ

軍神をそれぞれ描きながら、理想化した姿では

のまなざしがあり、観る者の胸を打つ。

ス》
（1638年頃 第2章「知識」図3）
、
《マル

なく日常どこにでもいるような人物として描かれ

ス》
（1638年頃 第3章「神話」図4）
、
《狩猟

ており、ここでも主題を現実世界の事象、人物

acueducto.jp
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Diego Velázquez ［Marte］ Hacia 1638. Óleo sobre lienzo, 179 x 95 cm.

ディエゴ・ベラスケス
《マルス》1638年頃 マドリード、プラド美術館蔵（図4）

VELÁZQUEZ

AND THE CELEBRATION OF PAINTING:
THE GOLDEN AGE IN THE MUSEO DEL

PRADO

Diego Velázquez ［Menipo］ Hacia 1638. Óleo sobre lienzo, 179 x 94 cm.

ディエゴ・ベラスケス
《メニッポス》1638年頃 マドリード、プラド美術館蔵（図3）

ベラスケスの生涯と出品作品
本展のメインイメージとしても取り上げている
《王太子バルタサール・カルロス騎馬像》はフェ
リペ4世の長男で王位継承者であったカルロ
ス王太子の肖像画であり、ブエン・レティーロ

ベラスケスは多作の画家ではなく、1623年

宮の「諸王国の間」を飾るために両親である

以降、生涯フェリペ4世の宮廷で制作を続けた

国王夫妻の騎馬像とともに描かれた作品である。

ため、19世紀後半に印象派の画家エドゥアー

「風景」の章に入っているのは王太子の背後

ル・マネによって「発見」されるまでスペイン国

に描かれた卓越した風景表現ゆえである。マド

外で広く知られた存在ではなかったという。しか

リード郊外、グアダラマ山脈を彼方に臨む広大

しまさに近代における発見はベラスケスの近

な景観を、前景から後景へ青みを増していく色

プラド美術館展

代性を示す証左となる象徴的な出来事であっ

ベラスケスと絵画の栄光

彩の微妙な諧調で描写しており、風景表現に

たといえるだろう。対象の貴賤に関わらず率直

も傑出したベラスケスの資質を余すところなく

で真摯なまなざしを向ける画家としての姿勢、

示している。この頃になると、初期の作品にお

一見単なる色の染みにしか見えない斑点が一

ける強い明暗のコントラストによる重厚な人物

定の距離で眺めたときに像を結ぶというような、

表現は見られなくなり、透明度の高い色彩を用

人間の視覚についての認識、あたかも現実空

い、素早い筆致を重ね、対象の表面に降り注

間と交錯するかのように仕組まれた巧みな空

ぐ光のきらめきや質感を描き出そうとする試み

間構成など、近代絵画へと続く諸要素、先見

が行われるようになる。
1648年、ベラスケスは2度目のイタリア旅

性をベラスケスの絵画は内包している。このよ
うな絵画への知的な取り組みと同時に、描か

行に赴く。16世紀イタリアの巨匠たちの絵画

れた作品は決して冷たいリアリズムではなく、

や古代彫刻を買い付ける命を受け、ローマのメ

現実への飽くなき関心にもとづく深い人間性

ディチ家のヴィラを拠点に収集活動を行う一

への洞察に満ちている。これこそがベラスケス

方で、ローマ教皇インノケンティウス10世の肖

の絵画が今日の我々を魅了してやまない理由

像画やヴィラ・メディチの庭園を描いた風景画

なのではないだろうか。本展はプラド美術館か

など名作を残している。1651年に帰国し、翌

らベラスケスの作品をはじめ17世紀スペイン

年王宮配室長という要職に就き、多忙な公務

における絵画の栄光を具現した傑作が多数出

の傍らウィーンのオーストリア・ハプスブルク家

展される奇跡のような展覧会である。日本での

に嫁ぐことが予定されていたフェリペ4世の娘

邂逅を筆者も心待ちにしている。

マルガリータ王女の肖像や、生涯の傑作《ラス・
メニーナス》
（1656年）
、
《ラス・イランデーラ
ス》
（1657年頃）
を制作した。没する前年の
1659年にはサンディアゴ騎士団への加入が
認められるという栄誉に浴したのだった。

飯尾 由貴子 / Yukiko Iio

兵庫県立美術館 企画・学芸部門マネージャー兼保存修復グループリーダー
京都大学文学部卒業。同学大学院文学研究科修士課程修了。財団法人松
伯美術館学芸員を経て98年より兵庫県立美術館学芸員。近年の担当展覧
会は
「フィンランドのくらしとデザイン展」
（2013年）、
「生誕130年橋本関
雪展」
（2013年）、
「堀文子展」
（2015年）、
「生誕180年記念 富岡鉄斎展」
（2016年）
など。

［東京展］
2018年2月24日
（土）
〜
5月27日
（日）
国立西洋美術館│上野公園

〒110-0007 東京都台東区上野公園7-7

［兵庫展］
2018年6月13日
（水）
〜
10月14日
（日）
兵庫県立美術館│神戸市

〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜
海岸通1丁目1番1号[HAT神戸内]
------------------------------------------------------

読者プレゼント
「プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光」
東京展・神戸展の観覧券をそれぞれ

抽選で10名様にプレゼント！

ハガキまたはe-mailの件名に「プラド美術館
展観覧券 」
と明記の上、郵便番号、住所、
氏名、電話番号、
『 acueducto』の感想を書
いて下記までお送りください。
※神戸展の観覧券の発送は3月以降になります。

応募先：〒530-0001 大阪市北区梅田
2-5-8 千代田ビル西別館2F
有限会社ADELANTE
「acueducto 編集部」
応募締切：2018年2月22日
（木）
消印有効

acueducto.jp
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ベラスケス
宮廷画家で宮廷人
宮廷画家への道

西川 和子 / Kazuko Nishikawa

早稲田大学理工学部卒。特許庁にて審査官、審
判官、審判長を歴任。現在スペイン史著述家。
著書に
『スペイン宮廷画物語』
『狂女王フアナ』
『オ
ペラ
「ドン・カルロ」
のスペイン史』
『宮廷人ベラスケス物語』
『ス
ペイン謎解き散歩』
『スペイン レコンキスタ時代の王たち』
など。

の侍従の肖像画は宮廷で評判となり、ベラスケスは晴
れて国王付き画家となりました。
ちょうど、外交官としてスペイン宮廷を訪れていたフ
ランドルの画家ルーベンスと知り合い、王室コレクショ

として絶大な力を振るい始めたのがセビーリャ出身の

ンにある巨匠ティツィアーノの絵をともに見たといいま

オリバーレス伯公爵でした。
そんなとき宮廷画家の1人

す。
さらにルーベンスからはイタリア行きを勧められ、神

が死去し、
その穴を埋めるため、同郷の若き画家ベラ

話画を描くことの重要性も教えられました。ベラスケス

スケスがマドリードに呼ばれたのです。試しに描いた王

に新しい世界が開けてきたのです。

どんな絵を描いた？

ものでした。
帰国すると、
イタリア滞在中に誕生した王太子バ
ルタサル・カルロスの肖像画をはじめ、限りなく美しい

当初は国王フェリペ4世や王家の人物を描いてい
ましたが、
イタリア旅行を経て、
《ウルカヌスの鍛冶場》
など、神話画も描くようになっていきます。
この絵は、鍛冶の神ウルカヌスのところにアポロ神

宗教画《十字架上のキリスト》、神話画《マルス》や
《ヴィーナス》、宮廷の道化師たちや歴史画など、精
力的に描いていきました。
と同時に、ベラスケスには、宮内警吏、王の衣装

がやってきて、
「あんたの奥さんは浮気をしているよ、相

係、王室侍従代など、宮廷人としての地位が次々与え

手は戦いの神マルスだよ」
と伝えたその瞬間を描いた

られ、王と接する機会も増えていったのです。
一方、
《狩猟服姿》の王や王子は、神話画や動物
画とともに、休憩塔を飾る絵でした。王の道楽はさらに
続き、古い王宮の改修や、祖父フェリペ2世が長年か

フェリペ4世の芸術好きはますます盛んとなり、
マド
リードのはずれにブエン・レティーロ宮殿を建設し、
マド

けて建設したエル・エスコリアル修道院にも手を付け
始めたのです。

リード近郊にある狩りの休憩塔トーレ・デ・ラ・パラーダ

あれもこれもとなってくると、王の好みを理解し、言わ

も拡張しました。それらの建物を装飾するため、新たに

なくてもそれを形に表せる人物が必要でした。
まさにそ

大量の絵が必要です。ベラスケスの大作の1つ《プレ

れがベラスケスだったのです。宮廷人としての地位も、

ダの開城》はこの新たな宮殿を飾る戦勝画であり、王

いわゆる叩き上げのトップといえる王宮配室長を授か

や王妃や王子たちの豪華な《騎馬像》
も、王国の威厳

り、いつの間にか、王が心の内を吐露できる、数少な

と栄光を表すものとしてこの宮殿に置かれたのです。

い臣下の１人となっていたのです。

《ラス・メニーナス（宮廷の女官たち）》
ベラスケスの最高傑作といえば《ラス・メニーナス》
でしょう。これは
「マルガリータ王女の日常の1コマを表

マルガリータに」
と密かに決めていたのです。

した絵」
とされています。その通りなのですが、
ではどう

そんな時に描かれたのがこの絵でした。
「マルガリー

して、普通の肖像画ではなく大勢が登場する
「日常の

タを中心にした我が家族の絵を」
という王からの命令
だったのでしょう。当初《フェリペ4世の家族》
と題され

継承についてのフェリペ4世の心の内を描いた絵、
と

たこの絵は、中央にマルガリータ王女を描くことで王
位継承についての王の意志を表し、王女は臣下たち

この絵が描かれた1656年頃、王太子バルタサル・

に囲まれ女官たちに会釈され、
それを王夫妻が鏡の中

カルロスは既にこの世を去り、王家の子は、前王妃の

から見守っているのです。絵の中に描かれた大きな画

娘マリア・テレサと、現王妃の娘マルガリータだけでし

布は、
それを証明する役目だったのです。

た。現王妃マリアナは、
マルガリータの次にも女の子

しかしその後、
フェリペ・プロスペロやカルロス
（2世）

を生みますが育たず、次の子は死産でした。
フェリペ4

という、
フェリペ4世に王位継承の男子たちが生まれ、

世もすでに50歳を過ぎ、
「 男子が欲しい、
しかし、
もう生

この絵は《宮廷の女官たち》
と名前を変え、王位継承

まれないかもしれない」
と、王位の行方について不安

とは何の関係もない絵として残されたのでした。

スペイン情報誌 acueducto

ディエゴ・ベラスケス
《ラス・メニーナス》1656年 マドリード、プラド美術館蔵

1コマ」の絵が必要だったのでしょう。私はこれを、王位
考えています。
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がよぎり、
「であるなら、次期王位はマリアナの生んだ

Diego Velázquez ［Las meninas］ 1656. Óleo sobre lienzo. 318 x 276 cm.

宮廷人として

本作品は「プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光」には出品されません。

1621年、
スペイン国王フェリペ4世が即位し、寵臣

プラド美術館蔵

© Museo Nacional del Prado

vol.10
文 • 写真

Vieiras al horno

渡辺万里

「ガリシア地方の魅力は？」
と聞いたら、かなりの数の
スペイン人が「マリスコスが安くて美味しいところ！」
と答
えると思います。mariscosとは、魚を除くシーフード全般
のこと。タコもイカも、
エビもカニも、
貝類もすべて含まれ
ます。
スペイン人の多くはマリスコスが大好き。でも、周りを
海で囲まれているとはいえ実際には内陸部の広いスペイ
ンでは、
マリスコスはほとんどの場合かなり高価で、贅沢
な食べ物の筆頭と言ってもいいくらいです。ですから、
カ
ンタブリア海と大西洋の潮流が出会って格好の漁場を
形作っているためマリスコスが豊富で、
しかも安いガリシ
アは、
スペイン人にとって理想的な旅先ということになり
ます。
「牡蠣を思いっきり食べたくて」
とか、
「大きなカニを
食べたい」
という理由でガリシアを訪れる人も珍しくあり
ません。
そんなガリシアで、特に有名なマリスコスのひとつがホ
タテ貝。その理由も含めて、今回はガリシアとホタテ貝の
あれこれをお話しすることにしましょう。

すべては、巡礼者たちから始まった

a. 道標にも使われるホタテのデザイン
b. 巡礼者が旅路で身につけるコンチャ

ら、
ガリシアにはケルト民族が定住していまし
た。ガリシア文化の土台はケルトが築いたと

ガリシア地方の文化のかなりの部分は、
この

いっても過言ではなく、
ケルトの旗印は今もガ

地をめがけてヨーロッパ各地からやってきた限

リシアのシンボルとして使われていたりします

a

りない数の巡礼者たちによって形作られてきた、 し、粉を練って作る食べ物が好きな彼らによっ
と言っていいのではないかと思います。ガリシ

て、
ガリシアにはfilloaと呼ばれる一種のクレー

アの小さな街サンティアゴ・デ・コンポステーラ

プが生まれています。ガリシアの民族音楽で

は中世カトリックの重要な聖地であり、
イベリ

あるgaita は、
そのままそっくりスコットランド

タテ貝の殻 concha はサンティアゴへの巡礼

ア半島だけでなく、
フランスからはピレネーを

のバグパイプと同じ楽器。だた、生まれてくる

のシンボルで、巡礼者たちは帽子や杖にホタ

超えて、イギリスからは海を渡って、無数の巡

旋律がどこか違いますけれど……。

テ貝の殻をつけて自分が巡礼者であることを
示してカミーノ・デ・サンティアゴ（巡礼の道）

礼者たちがはるばるここを訪れてきたのです。

つまりガリシアにも、
スペインの多くの地方

その巡礼者たちが、
それぞれのルーツから

で見られるのと同様、
キリスト教文化とそれ以

を歩いたし、カミーノのそこかしこにはこのシ

持ってきた文化。彼らが通ることで交換や交

前の pagana（異教）
の文化が混沌として入り

ンボルが道標として描かれ、巡礼者たちに進

流が生まれ繋がってきた
「巡礼の道」沿いの

混じる不思議な文化が培われてきて、
それが

むべき方向や距離を知らせてきたのです。

地域の文化。それらが、地理的にいえばイベ

この地を一段と魅力的な、でもどこか謎めい

リア半島の北西のはずれにあたる僻地ガリシ

た土地にしているのです。

アに、豊かな文化圏を築いたのです。
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b

どうしてホタテ貝？

そのガリシアで、
「キリスト教の聖地」
にもっ

ということはキリスト教の文化圏ということ

ともふさわしい食材といえば、
「ホタテ貝」
とい

日本風にいえば聖ヤコブ、つまりサンティア

になりますが、
それ以前にすでに８世紀頃か

うことになるかと思います。それというのも、
ホ

ゴへの巡礼のシンボルとしてホタテ貝の貝殻

スペイン情報誌acueducto

vol.10 Vieiras al horno

ガリシアの豊富なマリスコスと
名物のホタテ
c.  バルのホタテ料理
d.  サンティアゴのバルのウィンドウ
e.  サンティアゴの市場のホタテ
f.   ホタテをかたどったアクセサリー

e
f
c

d

が使われるようになったのは、11〜12世紀か

ともに、
サンティアゴの街で、
お参りにくる人た

前にサンティアゴの食堂で食べたホタテ貝。

らと思われます。

ちを対象にコンチャをかたどった物品を販売

ちょっと焦げていたけど美味しかったな、地

ホタテ貝は、
スペインだけでなくヨーロッパの

するという商売が盛んになりました。カテドラ

元リアス・バイシャスのワインを奮発したらぴっ

多くの地域の海辺で比較的簡単に見つかるた

ルの門前町ともいうべき、
アサバチェリア
（黒

たりだったな……などと、今もその味を思い

め、巡礼者たちはこの貝殻を、泉や川で水を飲

曜石を売る市場）
と呼ばれる地帯では、昔も今

出します。

むための器として常備していたようです。そして

も、
コンチャをテーマとしたアクセサリーや置

同時に、
貝殻は巡礼者たちのシンボルとしても

物などが所狭しとウィンドウに飾られています。 にはとても懐かしい特別な思い出があるので

次第に定着していったのです。多くの巡礼者の

す。それは、
トニ・ビセンテというコシネーラ
（女

出発点でもあったフランスで、
ホタテ貝が
「コキー

ジャンヌ・ダルクと呼ばれた人

でも、サンティアゴのホタテ貝といえば、私

性料理人）をめぐるホタテ貝のお話です。
フランスに始まったヌーヴェル・キュイジー

ユ・サンジャック
（聖ヤコブの貝）
」
と呼ばれてい
ることも、
その浸透度の深さを物語っています。

そのホタテ貝をどんな料理にして食べるのか

ヌの流れを受けて、スペインにも新しい料理

それ以前にも、
ビーナス誕生と結びついてい

というと、料理方法はいたって単純です。火

を生み出そうという動きが始まったのは 1980

た古代の伝説に始まって、埋葬の儀式に使わ

で炙って殻を開かせ、レモンで食べる。ワイ

年代のこと。フランスの著名な料理コンクー

れていたとか愛のシンボルでもあったとか、眼

ンをかけて、あるいは簡単なソースをかけて

ルに若手料理人を出場させたり、ミシュラン

病に効くと言われていたとか、
ホタテ貝に関す

オーブンで焼く。どれも、新鮮なホタテ貝さえ

の星を目指して活躍するシェフたちが現れたり

る言い伝えは数多くあります。しかしカトリック

あればすぐできそうな食べ方です。

と、めまぐるしいまでの変化がありました。

と結びつけられたのは、聖ヤコブの墓へと向か
う巡礼が盛んになってからのことです。
コンチャが巡礼のシンボルとして定着すると

ガリシア出身のトニだったのです。
スペイン料理界のスターとなりつつある彼
女と話したくて、私はサンティアゴのレストラン

スペイン各地をまわって地方料理を勉強

そんななか、女性の料理人として初めて国

していた若い頃の私が出会ったのも、そうい

際的な料理コンクールで上位に入賞したりミ

うシンプルなホタテ料理でした。30 年くらい

シュランの星をとったりと注目を浴びたのが、

て、私もこのジャンヌ・ダルクのファンとなり、彼
女の前途を見守っていきたいと思ったもので
した。

を訪れました。明るい髪の色が映えるきらきら

それから年月が経ち、最近トニの活躍の

g

した目のトニは、おしゃれなレストランの一角

ニュースを聞かないなと思っていた頃、残念な

h

でインタビューに答えてくれました。

ニュースが届きました。
トニのレストランが経

「レストランを開いてから、色々苦労したわ。私

営不振で借金を重ね、閉店してしまったという

かつてのようなトニの活
のトレードマークになったホタテ貝のサラダは、 のです。その後はもう、
ほとんど生で火を通さないでしょう？ レスト

躍は見られなくなってしまいました。

ランに来てくれるお客の半分以上が、
ホタテの

でも、私は今もトニへの評価を変えようとは

サラダと聞くと注文してくれない。
『やっぱりい

思いません。彼女は挫折したかもしれない。あ

つものホタテがいい』
と言うの！ あのオーブ

まりに高みを目指して、
イカロスのように堕ちて

ンでカリカリに焼きすぎたホタテのほうが！」

しまったのかもしれない。でも彼女のホタテ貝

ガリシアは元々、保守的な土地柄です。30
年前のサンティアゴの人たちにとって、
トニの

のサラダ仕立ての鮮烈な印象は、私のなかか
ら消えていません。彼女が出現したからこそ、

料理はまだまだ新しすぎたということでしょう。 今のガリシアの料理界の隆盛があるのだと思
そんな彼女に、
グルメ雑誌がつけたあだ名は
「料

います。時代に先駆けて
「創作料理」
のシェフと

理界のジャンヌ・ダルク」
でした。自分の信じる

いう位置付けに挑戦した女性、
トニの成し遂げ

新しい料理の世界に突き進む彼女は輝いてい

たことは、
ちゃんと受け継がれてきているのです。

g. トニ・ビゼンテ
h. トニのホタテのサラダ
i.  昔ながらのホタテ料理

i
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j.  ルシアのホタテのオードブル
k. ルシアと筆者

j

k

敵な空間で、
その場所にぴったりのルシアの料

す。ガリシアの Rías に由来して、
リアス式海岸

理が次々と出されます。ガリシアの食材を活か

と呼ばれる海岸線が日本の東北にあること。

したシンプルな調理。ハーブや香辛料を巧み

その地方こそ、震災の被害を大きく被ってまだ

に使った味の組み合わせ。器と料理が見事に

まだ復興への辛い道のりを歩んでいることを

調和した一皿一皿に、女性らしい細やかな感

語った私に共感し、
そこで料理に関わる人た

性と意外に骨太な料理への姿勢がうかがわれ

ちにエールを送るために来日することを承知し

ます。私は、新たに応援したい女性シェフに出

てくれたのです。

会えたことを心から嬉しく思ったのでした。

ルシアが日本でどんなことを学び、
ガリシア

それから3年。ルシアは活動の範囲を広げ、 に何を持ち帰ってくれるのか。日本のリアスと
ガリシアのリアスから、
日本のリアスへ
トニの後に続く素晴らしいコシネーラがガリ

国際的なステージでも評価を高めながら一歩

の絆が、
ルシアの料理に新しいふくらみを与え

一歩前進していきました。つい先日しばらくぶ

てくれるのではないか。そんな様々な期待を胸

りにサンティアゴを訪れた私は、彼女の最新

に、
ルシアの訪れを待ちたいと思っています。

シアに出現している、
と知ったのは3年前のこ

の料理を楽しみました。そのコースのなかには、

とでした。ワインの取材でサンティアゴを訪れ

もちろんホタテ貝の一皿が。ほのかな柑橘の

ていた私に、ボデガの青年が教えてくれた旧

香りと、
ピューレになった野菜のソース、上に

市街のレストラン。そこで私はルシア・フレイタ

はセビーチェの味のシャーベットが載せられて、

スと出会いました。

鮮度のいいホタテ貝の歯切れの良さが見事に 「昔ながらのホタテ」
を食べたいと思いました。

市場に続く細い通りにある古い建物のなか

引き立てられた一皿になっていました。

はモダンに改装されていて、新旧が調和した素

今年の4月、実はルシアが日本に来てくれま

「元々の料理があったからこそ」
なのではない

合わせ）
の大皿が誇らしげに乗せられています。

かと感じたからです。

昔ながらのホタテも、美味しかった！
サンティアゴを去る前に、私はもう一度あの
その一皿から出発して、
トニもルシアも、
自分な
りのホタテの料理を構築してきた。でもそれは、

「今日のおすすめは？」

……あれは美味しい。あれはいつも変わらない。 「いい小エビとペルセーベスが入ってますよ。」
でも、
それ以外の美味しさもあるはず……。
そんな思いが、彼女たちに新しい料理を生
み出させたのではないでしょうか。その原点を
知るには、
やはりあの
「ビエイラス・アル・オルノ」

「ホタテはどう？」
「もちろん、
とびきりのがあります。焼きますか？」
「ええ、
お願いします」
ウェイターとのこんな会話の後、
リベイロの

に戻ってみなければなりません。そう思った私

ワインと共に出てきたのは、
オーブンで焼いた

が訪れたのは、
ガリシアのワインについて色々

ばかりのホタテでした。

と教えてくれるカルロスのお勧めの店でした。
「鮮度のいいマリスコスを仕入れている老舗と
いえば、
バローラがいいね。行ってごらん」

l

周りは焦げていて見た目はそれほどぱっとし
ませんが、
かりっとしたパン粉も、
しっとりしたソー
スも、
ホタテのふっくらした甘みも、
さすがの出

カテドラル前の広場から、バルの立ち並ぶ

来栄え。これぞガリシア料理という確かな味で

通りをぶらぶらと下って行くと、大きなロブスター

す。どんなに新しい料理が生まれても、多くの

の入った生簀を目印にこじんまりした構えの

人々に愛され受け継がれてきた伝統料理はな

店があります。入口は狭いけれど、入っていくと

くなることはないだろうという嬉しい実感を胸に、

まずバルのスペースがあり、
そこは地元の人た

私はガリシアを後にすることができました。

ちでいっぱい。そして奥に連なる食堂も、家族

さて皆さんも、巡礼の地由来のホタテ料理

連れを中心に賑わっています。ガリシアの人た

に挑戦してみませんか？ 日本の海で育った

ちにとって、家族が揃ってご馳走を食べるとい

ホタテで作っても、
きっと食卓にガリシアの潮

う時には、今も昔もマリスコスが定番。テーブ

風を届けてくれますよ。

m

l.  サンティアゴのレストラン「バローラ」
m.「バローラ」のホタテ料理

ルには、豪華なマリスカーダ（マリスコスの盛り

渡辺万里 / Mari Watanabe 学習院大学法学部政治学科卒。1975年よりスペインで食文化史の研究に
取り組むと同時に、
スペイン料理界最前線での取材に従事する。1989年、東京･目白に
「スペイン料理文化
アカデミー」
を開設。
さらに各地での講演、執筆などを通してスペイン文化の紹介に携わっている。早稲田大
学グローバルエデュケーション非常勤講師。著書に
『エル・ブジ究極のレシピ集』
（日本文芸社）、
『修道院の
うずら料理』
（現代書館）
『スペインの竃から』
、
（現代書館）
など。

16

スペイン情報誌acueducto

＜スペイン料理文化アカデミー＞
スペイン料理クラス/スペインワインを楽しむ会/フラメンコ･ギタークラスなど開催
〒171-0031 東京都豊島区目白4-23-2
TEL: 03-3953-8414 HP: www.academia-spain.com

渡辺万里の
とっておき
レシピ
この料理は別名「ホタテのワイン味」とも呼ばれるくらい、白ワ
インが大事なポイントです。ガリシアはリベイロ、リアス・バイシャ

ホタテ貝のオーブン焼き

vol.10

スなど人気の白ワイン産地ですが、別にどこの国のワインでも大丈
夫。どちらかというと、フルーティなワインが合うと思います。

Vieiras al horno

それからスペインのパン粉は細かいので、余ったパンをミキサー
にかけるか、あるいは既製品のパン粉をミキサーにかけてさらに細
かくして使ってくださいね。

材料（4人分）
ホタテ貝┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4 個
オリーブオイル┄┄┄┄┄┄┄┄ 大さじ 3 〜４
玉ねぎ （粗みじん切り）┄ ┄┄┄ 小 1 個
生ハム （刻んで）┄┄┄┄┄┄┄ 20g
トマトピューレ（またはカットトマト）┄ 1/4 カップ

塩┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 少々
砂糖┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 小さじ１
パプリカ┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 小さじ 2
パセリ┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 少々
白ワイン┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1/2 カップ
パン粉┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 大さじ 4

作り方
❶┄ ホタテはナイフで開き、
ワタなどを掃除して身の部分だけにしておく。
❷┄ 鍋にオリーブオイル、玉ねぎ、生ハムを入れて、低温で２０分くらいソフリートする。
❸┄ トマト、塩、砂糖、
パプリカ、
パセリを加えて煮詰める。
❹┄ ワインを加え、
およそ半分になるまで煮詰める。
❺┄ ホタテを鍋に入れ軽く煮てなじませる。
❻┄ ホタテを元の殻に乗せ、
パン粉をふりかけて２００度のオーブンに入れ、焼き目をつける。

❶

❷

❸

❹

❺

❻

acueducto.jp
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ピアニスト • 下山静香の

音楽の時間

番外編

ピアニスト下山静香とめぐるスペイン 2017
アラゴンに咲いたムデハルの華 9日間の旅

個性豊かな魅力満載のスペイン！ 名所を一気に訪ねてまわるのもよいけ
れど、
どうしても駆け足になってしまう……。
できればじっくり味わって、芸術も
含めて深く体験してほしい。
そんな思いからスタートした旅の企画「ピアニスト
下山静香とめぐるスペイン 音楽と美術の旅」
（郵船トラベル主催）、5月に実
施した第2弾のご報告です。
シリーズ初回
（2015年 / acueducto vol.24 掲載）
は
「マリョルカ島とバル
セロナ」
をめぐり、
「ムダルニズマ
（カタルーニャのモデルニスモ）」
が大きなテー
マとなりましたが、今回は、
ちょっと渋いところで
「ムデハル」――すなわち、
「カ
トリックとイスラムの融合」
に着目する旅となりました。
「ムデハル」
とは、
レコンキスタ後のカトリック社会に残留を許されたイスラム
教徒のことで、彼ら独自の様式がキリスト教文化と融合したユニークな建築ス
タイルを指す言葉でもあります。
「異教徒の共存、異文化の融合」、
それはスペ
インを語るうえで欠かせないキーワードですが、
グローバリズムとローカリズム
が絡み合う現代に生きる私たちにも、
なにか大事なことを示唆してくれている
のではないか。
そう感じ続けていたなかで、
それならムデハルで知られるアラゴ
ン地方をツアーの訪問地にして、実際に見聞きしながら掘り下げてみよう、
と
いうことになったのです。
5月4日の夜、
マドリードに到着。短めの睡眠で旅の疲れを癒したら、
さっそ
く専用バスでアルバラシンに移動です。
アルバラシンは、
「スペインで一番美し
い村」
と呼ばれ、
中世のまま時が止まったような趣をたたえています。私は3度
目の訪問でしたが、
さすがは世界遺産登録も秒読みかといわれる地、何度訪
れても本当に素敵です。
ツアーメンバーの皆さんは、
カテドラルをはじめ見どこ
ろを散策、私は途中で離脱して、録音、撮影スタッフの方々とサンタ・マリア教
会へ。翌日の夜、
この教会でリサイタルをすることになっており、
しかもその模
様を収録するという大イベントを控えていたので、
ちょっぴり緊張気味の私で
したが、教会に入ってピアノを鳴らしてみると……なんと素晴らしい響き！ こ
れで、一気に気持ちがほぐれました。
翌日、私はお昼前からリハーサル、皆さんはハイキングへ
（希望者のみ）。
ア
ルバラシンは山と谷に囲まれているので、
自然を満喫できるのです。城壁の連
なる丘にも登っていただきました。
そして19時半、
リサイタル開演。教会は、一体どこからやってきたのだろうと
思うほどのお客様で埋まり、不思議なエネルギーを感じながら演奏することが
できました。終演後は、
ツアーの皆さんと楽しく打ち上げ！ このあたりはチー
ズが名物だそうで、
いろいろなチーズと生ハムに伸びる手が止まらず（ワイン
も）、初対面のメンバー同士も一気に打ち解けた夜となりました。
次の訪問地はテルエルです。
バスのなかでムデハル様式の建築についてレ
クチャーをしているうちに、
目的地に到着。
テルエルは、世界遺産となっている
ムデハル建築の傑作が複数存在するほか、
身分違いの2人の悲恋が語り継が
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ツアーレポート

れる
「恋人たちの町」
としても知られています。小さな町ながら、興味深い見ど
ころ満載。
ムデハルだけでなく、
モデルニスモ建築も点在していて、何百年もの
時を隔てた建物が隣り合わせる風景がユニークでした。
次の日は、
オプショナルツアーでテルエル焼の工房見学と絵付け体験。
テル
エル焼は、
きれいな緑色が特徴で
（これもイスラム美術からきているそう）、美
しいできあがりをイメージして……いざ、絵付け開始。見本を示してくれた工
房の絵付け師さんは、
いとも簡単に筆を操っていたのですが、実際にやってみ
ると、結構難しい！ しかも、
お皿は大中小と3枚も用意されていて、
こちらは
初体験なのに練習なしのぶっつけ、
というスパルタ式です。皆さん真剣に取り
組み、気づけば無言で2時間が過ぎていたのでした。裏側に日付と場所、
サイ
ンを入れて、終了。
これらすべてを窯で焼いて、私たちの帰国日までに最後の
滞在ホテル宛に郵送してくれるという工房の粋な計らいに、一同感動でした。
6日目、一路サラゴサへ。世界レベルで敷地の広さを誇る教会や、
イスラム支
配の時代に建造され様々なスタイルが同居するアルハフェリア宮殿など、私も
新鮮な気持ちで再訪（10数年ぶりでした）。
ともに、
ムデハル様式がみられ、世
界遺産にも登録されています。
サラゴサで組み込んだ
「体験」
は、
ここアラゴンが本場の民俗舞踊、
ホタ！
舞踊学校で精鋭メンバーたちの歓迎を受け、伝統的なホタの衣装着付けや、
様々な地域のホタ舞踊を見せていただき、彼らと一緒にステップの体験も。笑
いの絶えない、贅沢な交流となりました。
翌日は朝から、
18世紀スペインを代表する画家フランシスコ・デ・ゴヤについ
てレクチャーを行い、
そのまま本ツアー2回目の演奏会会場へ。
サラゴサ音楽
院の主催で、
ゴヤをテーマにしたプログラムを演奏させていただきました。
スタイリッシュなバスク料理のレストランでランチの後は、
いつものバスに乗
り込み、近郊のフエンデトードスへ。
ゆったりと時の流れる静かな村を歩き、
ゴ
ヤの生家や版画博物館を訪れました。近くには、
スペイン内戦時に使われた
塹壕跡なども残っていて、
このあたりが激戦地のひとつだったということを思
い起こさせるのでした。
そして、
ついにツアー最後の夜！ あいにくの小雨模様でしたが、
そんななか
浮かび上がる聖母ピラール教会も素晴らしい。有名なバル路地にあるお店で
旅の打ち上げをし、長い夜は楽しく更けていきました。
ツアーメンバーには、旅慣れたリピーターの方も、
これまであまりスペインに
興味がなかった方もいらっしゃったのですが、皆さんそれぞれ喜んでくださり、
旅を通じてたくさんの発見をされたようです。
「スペインって素晴らしい！「
」奥が
深い！」
という感想がとても嬉しく、
次なるツアーの企画にも熱が入る私でした。
次回のテーマは、
ずばり
「カトリック」。世界的な巡礼地サンティアゴ・デ・コ
ンポステーラを目指し、
カスティーリャ北部を旅する予定です。皆さまとご一緒
に旅ができることを楽しみにしています！

下山 静香 / Shizuka Shimoyama

桐朋学園大学卒。99 年、文化庁派遣芸術家在外研修員として渡西、マドリード、
バルセロナほかで研鑽。NHK-BS、E テレ、フランス国営ラジオなどに出演。海
外アーティストとの共演多数。CD《ゴィエスカス》
《ショパニアーナ》など 10 枚、
共著は 10 冊以上を数える。翻訳書『サンティアゴ巡礼の歴史』。2015 年より
「下
山静香とめぐるスペイン 音楽と美術の旅」
ツアーシリーズを実施。桐朋学園大学、
東京大学 非常勤講師。日本スペインピアノ音楽学会理事。
Official Web Site http://www.h7.dion.ne.jp/~shizupf
裸足のピアニスト・下山静香のブログ http://ameblo.jp/shizukamusica
★ 第 9 弾 CD《グラナドス ゴィエスカス》fontec より好評販売中！

＜写真・左ページ＞【アルバラシン】城壁をのぞむ / 広場 / サ
ンタ・マリア教会でのリサイタル【テルエル】サン・マルティン教
会の塔
＜右ページ＞【テルエル】トリコ広場 / テルエル焼の絵付け体
験【サラゴサ】アルハフェリア宮殿内部 / ホタの衣装について
解説を聴く / 音楽院でのリサイタル
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Reportaje de
eventos
Instituto Cervantes de Tokio
イベントレポート
インスティトゥト･セルバンテス東京
1

1 日本人リーガファンらとの記念撮影
2 登壇者(左から司会の菅原慎吾氏、城彰二氏、
ハビエル・テバス氏、
パトリシア・ロドリゲス氏)
3 満員の会場の様子

2

インスティトゥト・セルバンテス東京では、ス

(GD) パトリシア・ロドリゲス氏、そして日本人

フによる講演会＆デモンストレーションのように、

ペイン語教育の推進と並行して、日本の皆様

で初めてスペイン1部リーグでプレーした元

日本ではどうしても触れる機会の少ないジャン

にスペインとスペイン語圏諸国の文化に親し

日本代表サッカー選手・城彰二氏という豪華

ルのイベント開催にも力を入れています。この

んでいただくため、様々なイベントの企画 ･

ゲストの登壇が実現しました。本講演会では、 ような多角的なアプローチにより、これまでスペ
「ラ・リーガ」の魅力に加え、今後の展望や戦

インやスペイン語圏文化に関心のなかった方々

略などについて日本の聴衆やメディアの前で

にも興味を持っていただき、スペイン語への関

ポーツ、食文化など幅広い分野をテーマに、 アピールするとともに、スポーツを通じて日本

心拡大、さらには日本とスペイン語圏諸国との

開催に取り組んでいます。
2017年も音楽をはじめ、アートや文学、ス
講演会やコンサート、展覧会など数多くのイ

とスペイン両国の友好関係をさらに緊密化さ

ベントが開催されました。中でも11月に行わ

せる特別な機会となりました。

れた講演会「スペインサッカーリーグの魅力

20

3

関係強化が可能であると信じています。
今後もたくさんの方々に興味をお持ちいた

前述のイベント人気からも推察されるように、 だけるようなイベントを企画してまいりますので、

と国際化戦略」は、予約受付後にすぐ満席に

近年ではサッカーへの関心をきっかけにスペ

インスティトゥト･ セルバンテス東京へどうぞ

なってしまうほどの好評をいただきました。こ

イン語を学ぶ方が多くいらっしゃいます。インス

皆様お越しください！

れまでもサッカーをテーマにした催しを開催し

ティトゥト・セルバンテス東京では、日本ですで

てまいりましたが、今回はスペインサッカーリー

に人気の高いフラメンコやサッカーだけではな

グ「ラ・リーガ」の現会長ハビエル・テバス氏

く、昨年開催したチリの若手エレクトロ・ポップ・

をはじめ、日本代表 MF・乾貴士選手が所属

アーティストによるコンサートや、現在世界的

するSD エイバルのジェネラル・ディレクター

に評価が高まっているラテンアメリカ料理のシェ

スペイン情報誌 acueducto

テレサ・イニエスタ / Teresa Iniesta

インスティトゥト ･ セルバンテス東京 文化部長

これまでニューヨークをはじめ、
ローマ、
イギリス、
そして日本で公的機関や民間企業の様々な分野
において、文化とコミュニケーションに関連した
キャリアを積む。
自身が特に関心を持つコミュニケーションツー
ルとしての芸術を用い、異文化交流の促進に力を注いでいる。

FCバルセロナと
「トータル・フットボール」
―クライフからグアルディオラへ―
文 / 安田圭史

イラスト / Jesús Ángel Martín Sánchez

世界のサッカーのクラブチームにおいて「三冠」
（スペイン語では triplete）
と呼

回上回っている。まさにバルサとレアルの実力が拮抗していることの証左といえる

ばれる最大の功績がある。これは、ヨーロッパのサッカー界では、各国リーグ、各

であろう
（ちなみにレアルは現在チャンピオンズリーグを二連覇中で、この大会を

国リーグのチャンピオンチームが中心となって競うヨーロッパチャンピオンズリーグ

史上初めて連覇する快挙を成し遂げた）。

（以下チャンピオンズリーグ）、そして各国のカップ戦（スペインでは国王杯にあた

一見メッシなどのスター選手が目立つバルサであるが、その最大の特徴は、緻

る）に1シーズンで全て優勝することを意味している。スペインのサッカー1部リーグ、

密に構築された攻撃的戦術にある。バルサにこの戦術を持ち込んだのは、1970

リーガ・エスパニョーラ（以下リーガ）で、唯一「三冠」を成し遂げたチームが FC

年代にアヤックス（オランダ）やバルサで活躍したオランダの英雄で、1991～

バルセロナ（以下バルサ）
である。バルサはこの偉業を2008～2009年、2014～

1992年シーズンには監督としてバルサをチャンピオンズリーグの前身であるチャ

2015年シーズンの2度達成し、ヨーロッパの中で「三冠」の栄誉に二度輝いた唯

ンピオンズカップの初優勝に導いたヨハン・クライフ（1947～2016年）
である。ク

一のチームとなった。この快挙の中心となったのは、現在世界最高のサッカー選

ライフは、自身の師であったオランダの名将、リヌス・ミケルス（1928～2005年）

手と呼ばれるアルゼンチン人フォワード、リオネル・メッシ（1987年～）
である。メッ

が考案、実践した「トータル・フットボール」をバルサで昇華させた。
「トータル・フッ

シの他にも、ウルグアイ人フォワード、ルイス・スアレス（1987年～）、スペイン人

トボール」はフィールド上の11人の選手がそれぞれのポジションに縛られず、とり

ミッドフィルダー、アンドレス・イニエスタ
（1984年～）などサッカー強豪国の代表

わけショートパスを使って流動的にサッカーを展開するスタイルである。この方法

選手を多数擁するバルサは、これまでの世界のサッカーにおいて最強チームのひ

においては、例えば、フォワードは攻撃のみならず、守備にも積極的に参加して相

とつといえるであろう。

手の選手に激しくプレッシャーをかける。クライフは、このスタイルによって、バル

バルサは1899年に創設された。これは永遠のライバルとされるレアル・マドリー

サのボール支配率を飛躍的に高めることに成功した。

ド
（以下レアル）の結成からは3年早く、バルサは1929年から始まったリーガの中

クライフ監督をコーチとして支え、後にバルサの監督も務めたカルロス・レシャッ

でも最も歴史あるチームのひとつである。バルサのこれまでのリーガ優勝回数は

ク
（1947年～）は、バルサのプレースタイルについて、
「われわれのやり方で、ボー

24回で、レアルの32回に及ばないが、国王杯では28回優勝しており、レアルを9

ルを70％支配できれば、試合の80％には勝つことができる」と述べている。バル

p.22 左から順に：1899年クラブ創設当時の選手 / 選手時代のヨハン・ク
ライフ / 監督時代のヨハン・クライフ / ロナルド・クーマン / 選手時代の
ジョゼップ・グアルディオラ / フリスト・ストイチコフ

p.23 左から順に：監督時代のジョゼップ・グアルディオラ / シャビエル・
エルナンデス / アンドレス・イニエスタ / 監督時代のルイス・エンリケ / ル
イス・スアレス / リオネル・メッシ
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サのボール支配率が70％であれば、相手チームは残りの30％しかボールを保持

ル支配率が高くなり、結果的に攻撃の時間を増やすことができるというわけである。

できていないことになる。このことは必然的に、バルサの攻撃時間が長くなる一方

こうした攻撃的戦術で、グアルディオラのバルサは、2008年から2011年にかけて

で、相手チームの攻撃時間は極端に短くなることを意味している。バルサにとって

リーガ三連覇を達成し、2010～2011年シーズンにもチャンピオンズリーグを制

は、自分たちが攻め続け、相手に攻めさせなければ、得点、そして勝利の可能性

覇した。まさに「ドリーム・チーム」の再来といえる活躍ぶりであった。

が高まるというわけである。クライフは、
「トータル・フットボール」の概念をチーム

バルサは2014～2015年シーズンにも「三冠」を成し遂げた。このときの監督

に浸透させ、チャンピオンズリーグのタイトルに加えて、1990年から1994年までリー

は、ルイス・エンリケ（1970年～）である。ルイス・エンリケは選手としてレアルに

ガ四連覇を果たした。クライフが率いたバルサは「ドリーム・チーム」と呼ばれ、バ

在籍していた1996年、バルサ監督のクライフに直々に勧められてバルサとの契約

ルサの90年代の黄金期を象徴する名称となっている。

を決断したほどクライフに心酔していた。そして今季2017～2018年シーズンに

バルサの黄金期は2000年代後半に再び到来した。この時代の監督は、
「ドリー

は、同じく現役時代にバルサでクライフ監督の薫陶を受けたエルネスト・バルベル

ム・チーム」を選手として牽引したクライフの「愛弟子」、ジョゼップ・グアルディオラ

デ（1964年～）が就任した。クライフは2016年に68歳の若さで逝去したが、クラ

（1971年～）である。グアルディオラのバルサは、2008～2009年シーズンにス

イフの影響を受けた監督が続々とバルサを率いている事実は、クライフの存在と

ペインで初めて「三冠」を達成した。グアルディオラは、クライフ監督時代にはチー

彼が遺した戦術がバルサにとって特別なものであり続けているからに他ならない。

ムの「司令塔」として重用され、特にパスセンスに優れた選手であった。この点に

グアルディオラはクライフの死に触れて、
「私はサッカーについて何も知らなかっ

加え、それほど背が高くなく、華奢な点は、現役時代のクライフに共通していた（ク

た―クライフと出会うまでは―」と表現し、その存在の大きさと功績を称えた。クラ

ライフは自伝の中で、自身がバルサの監督でなければ、グアルディオラは2部リー

イフからグアルディオラ、そして現在のバルベルデへと代々引き継がれるバルサの

グのチームに売却されていたかもしれないと述懐している）。グアルディオラは、ク

「トータル・フットボール」は、今後も多くの人々を熱狂させるに違いない。

ライフの「トータル・フットボール」をさらに進化させ、ショートパスとパスワークの
精度を極限まで上げることを追求した。
メッシやイニエスタといった高いパスセンスを持つ選手はまさにチームの中心
といえるが、見逃せないのが当時の正ゴールキーパー、ビクトル・バルデス（1982
年～）の存在である。バルデスは、ショートパスを巧みに使い、通常ゴールキーパー
が多用するロングパスをあまりしない。ゴールキーパーがゴール付近からロング
パスする瞬間をよく目にするが、同時にそれは距離がショートパスと比較して長い分、
より敵チームにボールをカットされやすくなるという危険も孕んでいる。ゴールキー
パーからショートパスでボールを回していくことが可能であれば、よりチームのボー

安田圭史 / Keishi Yasuda

1977年生まれ。龍谷大学経済学部准教授。専攻はスペイン現代史。著書
にLa diplomacia de la Segunda República española ante Japón
―En torno al Incidente de Manchuria (1931-1933): un análisis
de los informes de los ministros de España en Tokio ― (Editorial Académica Española, 2014)、共著に『スペイン文化事典』
（丸善
出版、2011年）、
『マドリードとカスティーリャを知るための60章』（明
石書店、2014年）、
『スペイン文化読本』
（丸善出版、2016年）など。

acueducto.jp
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サン・ホセの火祭り

［バレンシア］

Fallas de Valencia

月

サン・ホセの火祭りは、大小様々な大きさで作られたファリャ
（紙製の張り子の
人形）
で街中が飾られます。マスクレタと呼ばれる爆竹ショーや色鮮やかな衣

s de

スペインの
お祭り、
イベント！

Fie

3

装を身にまとった女性たちの献花パレードも行われます。毎年、
その年の最優
秀作品は博物館に１年間保存され展示されますが、
それ以外の作品はすべて
お祭りの最終日、0時に燃やされてお祭りが終わります。

スペインでは年間を通して色々なお祭りやイベントがあります。
この時期は特に宿泊手配が難しくなり、料金もとても高いで
す。そんなとき裏ワザとして、語学学校に通って滞在先も一緒
に申込めば、滞在費を安く抑えることができます。学校によって
はアクティビティとして留学生同士で参加できるお祭りやイベ
ントもあります。積極的に参加してコミュニケーションを取りな
がら、スペイン語力もアップさせましょう！

マドリードから新幹線AVEで１時間半〜２時間半、飛行機で約１時間
歴史的な伝統と近代建築が隣り合って共存するスペイン第３の都市。パエリア発祥
の地として有名です。海にも近く温暖な地中海性気候で年中過ごしやすく長期滞在
に向いています。都会に住みたいけど留学費用を抑えたい方や学生・シニアの方にも
おすすめです。サッカーやテニスの試合場としても知られ、週末や放課後もスポーツ観
戦を楽しめます。

4

春祭り

［セビーリャ］

Feria de Abril

月

春の訪れを祝うセビーリャの春祭り。お祭りの1週間、人々は家族や友人と一
緒に伝統的なカンテを歌い、
セビジャーナスを踊り、
ワインを飲んで楽しみます。
会場内には、布で作ったカセタ
（caseta）
という仮設小屋がいくつも建てられ、
お祭りの間だけ現れる華やかな束の間の空間も名物。男性も女性も美しい
伝統衣装に身を包み、馬に乗って街を練り歩く光景が見られます。

2
月

カーニバル

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

マドリードから新幹線AVEで２時間半、飛行機で約１時間

［テネリフェ］

カトリックなどの文化圏で見られる祝祭で、色々な種類の歌や踊りのコンクー
ル、
ダンスパフォーマンス、大道芸などが行われ、
「 女王」
を決めるミスコンクー
ルなども催されます。高さ4〜5m、重さ100kg以上のきらびやかで色鮮やかな

スペイン第４の都市でアンダルシア地方の中心都市。
フラメンコ発祥の地としても知
られ、踊りやギターを学びたい人にもおすすめ。街の規模も大きすぎず、短期・長期滞
在ともに向いています。海外経験が少ない学生の方やシニアの方にもおすすめ。
ま
た、世界遺産の大聖堂やアルカサルなど、歴史的建造物、古き良きスペインの街並
が魅力の1つです。

衣装をまとって出るこのミスコンや、今の政治状況や最近の出来事を風刺に
した替え歌のコンクールなど独特の催しが満載です。約１ヶ月間島全体がお
祭りムードで活気にあふれています。
マドリードから飛行機で約２時間半。
スペイン本土から南西へ約1000㎞、
アフリカ大陸から西へ約100㎞の大西洋、
カナ
リア諸島に浮かぶテネリフェ島は１年を通じて温暖なことから
「大西洋のハワイ」
と呼
ばれています。豊かな自然と快適な気候に恵まれ、世界各国から観光客が訪れるリ
ゾート地です。

La Feria del Caballo

［ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ］
ヨーロッパ最大の馬術の祭典

＜三大祭り＞
カーニバル

1

Enero

2

Febrero

タンボラーダ
（太鼓祭り） ［サン・セバスティアン］

La Tamborrada

20日の聖セバスティアンの
日をお祝いする太鼓祭り
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春祭り

3

Marzo
サン・ホセの火祭り
＜三大祭り＞

4

Abril
聖週間

馬祭り

5

6

Mayo
パティオ祭り

Junio
［コルドバ］

Los Patios de Córdoba

花好き必見！花であふれた中庭
の美しさを競う

7
月

牛追い祭り

［パンプローナ］

San Fermin

400年以上続く歴史ある熱狂的なお祭りといっても過言ではない、
スペインら
しいお祭りです。初日、
パンプローナ市庁舎のバルコニーに市長が立ち開催
を宣言します。広場は上下白の衣服に赤いスカーフやバンダナを身につけた
人々で埋め尽くされ、
お祭りの期間中、街は眠ることなく広場や公園に仮説で
作られた遊園地やコンサート、
ダンスライブなどが夜通し行われ一晩中お酒を
楽しみます。

8
月

トマト祭り

［バレンシア・ブニョール］

La Tomatina

トマトを投げ合うお祭りです。
ここ数年で知名度も上がったためか、参加は事
前予約が必要です。
またお祭りの時期前後は宿泊施設も混み合い、値段も
上がります。
こういう時期だからこそ語学学校へ通って滞在先も申し込めば、
マドリードから鉄道で約３時間。
ナバラ州の州都パンプローナ。10世紀から16世紀まで続いたナバラ王国の首都とし
て栄えました。
カテドラルや市庁舎をはじめ歴史的建造物が残されており、
自然豊かな
川や遊歩道の景観を楽しむこともできます。ヘミングウェイの長編小説『日はまた昇る』
の主な舞台であることでも知られています。

安く宿泊できますよ♩
バレンシアから鉄道で約１時間。
バレンシア近くの、人口1万人足らずの小さな街ですが、
トマティーナの日には世界各
国から大勢の観光客が押し寄せます。お祭りが終わるとわずか数時間で、嘘のように
静かな街が復活します。

スペイン全土で行われるお祭り。

4
月

12 クリスマス

セマナ・サンタ
Semana Santa

月

スペイン全土で行われる宗教行事の1つです。セビーリャ、
サラマンカなど
が有名。復活祭前の1週間、三角形や四角形の頭巾をかぶった信者が
教会ごとに、聖母マリア像を乗せた山車や御輿を引いて12時間もの間
街を練り歩き、
キリストの受難・死・復活を再現します。山車や御輿の後ろ
には楽器を演奏する人たちが連なり、

Navidad

クリスマスは12月24日から25日が一般的ですが、
スペインのクリスマスは
1月6日まで続きます。
クリスマスイブは1年で一番大事な日で、家族や親
戚が集まり一緒に夕食を食べて祝います。地方や家庭によってメニューは
様々ですが、魚介類をたくさん前菜に食べ、
メインには、牛・羊・子豚などを
食べるのが一般的です。デザートにはturrón
（トゥロン）
、
mazapan
（マサパ
ン）
などの甘いお菓子を食べます。街中には、美しいイルミネーションが飾

より熱狂と感動を高めていきます。

られ、
クリスマスマーケットも登場します。

La Fiesta de la Merced

大勢の人が高く組み上がっていく
「人間の塔」
が有名
メルセ祭り

7

Julio
サン・フェルミンの牛追い祭り
＜三大祭り＞

8

Agosto
トマト祭り

［バルセロナ］

9

Septiembre
リオハの収穫祭 ［ログローニョ］

Las Fiestas de San Mateo

収穫の秋！葡萄を裸足で潰してワイン造り

10

11

Octubre

Noviembre

ピラール祭

［サラゴサ］

12

Diciembre
クリスマス

La Fiesta del Pilar

聖母ピラールのため
の豪華な献花行事

acueducto.jp
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行きたい場所と学校探し！

留学準備の第一歩は、学校を探すことから始まります。
国ごとに異なる特色を持った魅力溢れるスペイン語圏。

お気に入りの街が見つかれば、より充実した留学生活に！

❶ サン・セバスティアン

❷ サラマンカ

San Sebastián

Salamanca

バスク地方独自の文化が息づく街。
「 美食

1218年に創立されたスペイン最古の大学

の都」
として有名で、美味しい魚介類やピン

がある学生の街。
カテドラル、
大学、
貝の家、

チョスが堪能でき、数多くのバルが軒を連
ねる通りはいつも賑わっています。

スペインにある89校の語学学校と提携しています。

❸ マドリード

マジョール広場など美しい建物が多く、旧
市街全体が世界遺産に登録されています。

1 サン・セバスティアン

Madrid

プラド美術館や王宮など見所いっぱいの

アストゥリアス

スペインの首都。
ショッピングやバル巡り、

カンタブリア

バスク

ガリシア

アート観賞も楽しめます。スペインの中心

ナバラ

に位置し他の都市へのアクセスも良好。

ラ・リオハ
カタルーニャ

カスティーリャ・イ・レオン

2 サラマンカ

❹ セビーリャ

アラゴン

3 マドリード

Sevilla

7 バルセロナ

太陽と青い空がのスペイン南部、
アンダル
シア地方にある街。
少し足を延ばすと、
絵ハ

8 パルマ・デ・
マジョルカ

9 バレンシア

ガキのような白い村が点在し、
陽気でのんび
りとした空気を肌で感じることができます。

カスティーリャ・ラ・マンチャ

エストレマドゥーラ

バレアレス諸島

バレンシア

10 アリカンテ

❺ カディス

4 セビーリャ

Cádiz

古くから貿易の拠 点として栄え、西ヨー

ムルシア

11 グラナダ

やウォータースポーツも楽しめます。
また

5 カディス

好天の多い恵まれた気候も特徴です。

カナリア諸島

12 マラガ

6 マルベージャ

❻ マルベージャ

❼ バルセロナ

❽ パルマ・デ・マジョルカ

コスタ・デル・ソルの中でも特に人気がある

独自の歴史と文化を育んできたカタルーニャ

バレンシアの東約80kmの地中海沖合にあ

「火祭り」
とパエリア発祥の地として有名

の都。
ガウディやダリなど数多くの著名人を

るバレアレス諸島で最も大きな島。晴天の

な、
スペイン第３の都市バレンシア。地中海

輩出。
「芸術の街バルセロナ」
には、
今も至る

日が多く、天候と美しい自然に恵まれ
「地上

性の温暖な気候で過ごしやすく、
ビーチリ

所に多くの芸術作品が残されています。

の楽園」
と呼ばれる人気のリゾート地です。

ゾートとしても知られています。

❿ アリカンテ

⓫ グラナダ

⓬ マラガ

⓭ テネリフェ

海と山に囲まれ、美しいビーチが点在する

アルハンブラ宮殿のある世界的に有名なグ

コスタ・デル・ソルの中心地として有名なリ

大西洋にあるカナリア諸島に属する島。
年間
を通して暖かく、
常春の島とも呼ばれます。

Marbella

高級ビーチリゾート。
美しい公園や庭園、
世
界トップクラスのゴルフコース、
絵のように
素晴らしい景色が広がる旧市街があります。

Alicante

Barcelona

Granada

Palma de Mallorca

Málaga

❾ バレンシア
Valencia

Tenerife

都市アリカンテ。
コスタ・ブランカと呼ばれ

ラナダはアラブ文化の名残を留める古都。

ゾート地。
ピカソの出身地としても有名で、

る地中海の海岸沿いに位置し、1年を通し

大都市にはない落ち着いた美しい街並み

街にはピカソの生家や美術館もあります。

毎年2〜3月行われるカーニバルは世界的

て穏やかな気候で知られています。

が素晴らしく、
訪れる価値があります。

国際空港があり、
便利なアクセスも魅力。

に有名。
島の至る所でパレードが見れます。

手続きはカンタン！
まずは国・都市の情報収集をし、行き先や学校、滞在期間を
決めましょう。学校のコースや滞在方法など、なんでもご相談
ください。カウンセリングから入学手続き代行、ご出発までサ
ポートしますのでご安心ください。代行手数料は無料です。
26
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アンダルシア

ロッパで最古の街といわれる。夏は海水浴
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1

情報収集・
カウンセリング

「何からはじめればいいの？」
「どの街が
おすすめ？」
「費用はどれくらい？」
など漠
然とイメージされている留学プランや、
目的・期間・ご予算など、
まずはお気軽に
ご相談ください。

2

行き先・学校・期間
を決める
どんな留学生活を送りたいかをイメージ
してみましょう。都会で学びたい、海があ
る街が良いなど自分に合った街を選ぶ
と留学生活もさらに充実！

❶ メキシコ

México

中南米にある11ヵ国21都市の語学学校と提携しています。

首都はメキシコシティ、北アメリカ南部に

❷ キューバ

Cuba

キューバは西インド諸島最大のキューバ島とその

位置する連邦共和制国家。北にアメリカ合

属島フベントゥ島などのサンゴ礁の小島群からな

衆国、南東にグアテマラ、
ベリーズと国境を

る社会主義共和国です。
1492年にコロンブスが

接し、西は太平洋、東はメキシコ湾とカリブ

到達して以来、
スペインによる植民地支配下に入

海に面しています。
スペイン語圏において

りましたが、1898年の米西戦争におけるスペイ

最も人口の多い国で、
マヤやアステカの遺

ンの敗北を機に、
1902年に独立を達成しました。

跡など歴史的な見所がたくさんあります。

ハバナ校
サンティアゴ・デ・キューバ校
トリニダ校

2 キューバ

リビエラ・マジャ校

1 メキシコ

グアナフアト校、
オアハカ校
プラヤ・デル・カルメン校

❸ グアテマラ

❹ ドミニカ共和国
República Dominicana

4 ドミニカ共和国

Guatemala

グアテマラは古代マヤ文明発祥の地であり、紀

ドミニカ共和国は1492年コロンブスの第1回航

3 グアテマラ

海で発見され、
スペインの植民地開発が初めて行
われた地です。西側で国境を接するハイチがフラ

元前2000年には、
すでに人々は生活を営み、
ア

5 コスタリカ

メリカ大陸で最も発達した文明のひとつとなりま

6 コロンビア

した。
この国の特徴は人口の大半が先住民とメス
ティソ
（混血）
の子孫だということ。中南米諸国の

カ共和国はスペイン的要素と20世紀以降のアメ
リカ的要素が多く見られます。

7 エクアドル

中でも先住民人口の比率が特に高い国です。

ンスの影響を強く受けているのに対して、
ドミニ

サント・ドミンゴ校
ソスア校

アンティグア校
8 ペルー

❺ コスタリカ

Costa Rica

9 ボリビア

コスタリカは南西部で太平洋、
北東部でカリブ海
に面しており、
北方でニカラグア、
東方でパナマと
それぞれ国境を接しています。
人口450万ほどの
小さな国でありながら、
中米で1人当たりの国民総
生産が最も高い国。また国土の1/4を自然保護
区に指定しており、
環境保護に力を入れています。
サント・ドミンゴ・デ・エレディア校
プラヤ・ハコ校

❻ コロンビア

11 チリ

❿ アルゼンチン

Colombia

コロンビア共和国、通称コロンビア、首都はボゴ
ダ。南アメリカ北西部に位置する共和制国家で
す。
ブラジル、
メキシコに続き、
コロンビアは中南
米で第3位に人口が多い国です。
主要産業はコー
ヒー、
バナナ、
さとうきび、
じゃがいも、米、熱帯果
実、
石油、
石炭、
エメラルドなど。

❽ ペルー

南アメリカ大陸の太平洋沿岸中部に位置するペ
ルー共和国。
かつてはインカ帝国繁栄の地であり、
植民地時代にも南アメリカの政治や経済、
文化の
中心として栄えた歴史を持ちます。ペルーには世

半はヨーロッパからの移民の子孫です。
この国
の特徴はイグアスの滝、
アンデス山脈、パンパス
平原や砂漠など自然の恩恵を存分に受けている
こと。美しい地形のアルゼンチンはアウトドアス
ポーツが好きな人にとって最適な国です。
ブエノスアイレス校
バリローチェ校
コルドバ校
メンドーサ校

文明の魅惑的な遺跡が多く残っています。

ボゴタ校
カルタヘナ・デ・インディアス校

クスコ校

❾ ボリビア

Ecuador

Argentina

ブラジルに次ぐ南アメリカ第2の大国。国民の大

Perú

界的に有名なマチュピチュ、
ナスカ、
モチェ、
インカ

ボゴタ校

❼ エクアドル

10 アルゼンチン

⓫ チリ

Bolivia

Chile

エクアドルとはスペイン語で赤道を意味し、
その

ボリビアの国名は、独立運動の英雄シモン・ボ

南北に細長く伸びる特徴的な国土のチリ。
アルゼ
ンチンやウルグアイと同じく、
ヨーロッパからの移

名の通り赤道直下に位置します。
国民の大半がメ

リーバルの名にちなんだもの。世界で1番標高の

スティソ
（混血）
または原住民の子孫。小さな国な

高い町ラ・パスや世界一標高が高く泳ぐことがで

民の子孫が大半を占めています。
ビーチや活火

がら、積雪した火山、
アマゾンの熱帯雨林など地

きるチチカカ湖があります。ボリビアは南米でも

山、
アンデス山脈と豊かな自然に囲まれています。

形は非常に豊か。
ホエール・ウォッチング、
カヤッ

貧しい国のひとつですが、魅力的な習慣と伝統が

チリはその細長い地形から気候も地域によってか

クなど多岐に渡るアクティビティが体験できます。

豊かな文化を作り上げています。

なり差があります。

キト校

3

手続き代行
申込書の記入
指定の申込書にご記入の上、
スペイン留
学.ｊｐへご提出ください。
お申込み内容
を確認後、正式に学校への申込み手続
きを開始。
お申込書の記入は日本語だけ
でOK！

5

渡航準備
航空券や保険、また学生ビザが必要な
方は、申請に必要な書類を集めて所定
の機関へ提出します。

※ビザの申請代行や航空券、
海外旅行保険な
どの手配はサポートに含まれません。

6

留学費用の
お支払い

留学費＋海外送金費
（6,500円）を日本円で指
定口座へご入金ください。
外貨建ての金額は請求書
発行日のＴＴＳレートを基
準に換算します。

発

授業料などは公表している正規の料金
を、現地通貨のままご案内しています。
滞 在 方 法は、 ホームステイや共同ア
パート
（ピソ）など、
ご自分にあった滞在
スタイルをお選びください。

4

サンティアゴ・デ・チレ校

出

コース・滞在方法
を決める

スクレ校

acueducto.jp
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Valencia

ずっとスペイン語は続けていましたが、
しっかり勉
留学のきっかけ 強したい、スペイン語圏の国に暮らして文化にもどっ
ぷり浸かってみたいと思い、1ヶ月だけ語学留学することに決めました。仕事
をしていたので、留学手配はスペイン語圏への留学に特化しているスペイン
留学.jpにお願いしました。
どこに留学するか？ については何度も考えを重ね、
最終的に、
海が好きな
ので地中海沿岸のバレンシアに決めました。

M.Kさん
（女性/30代）
滞在都市：バレンシア/期間：2017年9月〜10月
学校：Españolé - IH Valencia（エスパニョーレ・イ
ンターナショナルハウス・バレンシア）

宿泊先について

語学学校について
文法と会話の授業をとっていまし
た。
文法の授業はテキストに従って、
先生と生徒たちで会話を交わしな
がら進んでいきました。
日本のように
受身でいると何も得られないです。
積極的に授業に参加していかない
と、
自分も楽しくないし置いていかれ
てしまいます。会話の授業は自由な
雰囲気で、
テーマを絞って皆で意見
を述べ、
ペアで質問・応答を繰り返
すといった内容でした。
クラスには、
日本の母校の大学の後輩たちや地
元・愛知県出身の方もいらっしゃっ
て、
色々と助けてもらいました。
IHバレンシアは無料のアクティ

ビティがたくさんあり、放 課 後は
よく参加していました。平日はトル
ティージャ作り教室、サルサ・ズン
バ教室、市内観光、そしてちょうど
お祭りの季節だったので、バレンシ
ア自治州のお祭り見学など。土曜日
にも郊外のAlbuferaへ遠足に行っ
たり、水族館へ行ったりしました。
違うクラスの学生さんとも交流でき
て、
とても楽しかったです。
アクティビティに参加しないとき
は、街を散策していました。
バレンシ
アは美術館、博物館もたくさんある
し海はあるしで見どころ盛りだくさん
なので退屈することはありません！

生活について

ホームステイをしました。
ステイ先
はご両親＋お子さん4人＋犬1匹の大
家族！ 学生さんも最大3名受け入
れているので一番多いときは9名で
夕食をとるという大所帯でした。
毎日
賑やかで、
時々子供たちと遊んだりし
て楽しく滞在することができました。
素敵なお部屋を準備していただき、
部屋のラジオを聞いたりテレビを自

由に見たり、快適に過ごせました。
学生用の小さなキッチンとリビング
もありました。洗濯は週1回のみで
したので着るものがなくなり、自分
でコインランドリーへ行ったこともあ
りました。バレンシアは暑かったの
で手持ちの服では追い付かず、夏
場は少し多めに着替えがあると良
いなと思いました。

スペインは日本に比べて生活時間
帯が2時間くらい遅いと思います。
昼食は14時頃、夕食は21時頃で
す。昼ご飯の時間が遅いので学校
へもお腹がすいたときのために、
フ
ルーツやおやつを持って行きまし
た。学校近くで軽く食べたり、中華
料理やパエリアを食べたりすること

もありました。後半はスペイン人ら
しく
（？）公園でボカディージョを食
べることもありました。
夕食は家族と
一緒に食べることが多く楽しい時間
を過ごしました。週末はバロセロナ
やイビサ島へ小旅行にも行くことが
できました。

これから留学される方へ この留学を通してスペイン語の習得はもちろ
んですが、
このまま日本での生活を続けていたら得られなかった色々な出会
いや経験をすることができました。
今まで以上に視野が広がったし、
今回の
留学はこれから心の拠り所になりそうです。
学生の方はもちろん、
社会人の
方もぜひ留学にチャレンジしてほしいです。
素晴らしい体験になると思いま
す！ 内陸都市に比べてバレンシアはのどかで明るいです。
他の都市より安
全で、
気候も良いし、
人々ものんびりしていますので留学にはおすすめです。

（日本時間）

2/15（木）
2/16（金）

18：30

START

オンラインセミナー

業界初!!

スペインから現地の情報をリアルタイムでお届け♪
・スペイン留学.jpスタッフが学校の様子をリポート
・IH Valencia校の校舎紹介＆スタッフ紹介
全国どこからでも
参加できます！※
動画配信サービスを
利用して現地から
ライブリポート！

スペイン・中南米への留学は

スペイン留学.jp
資料請求／お問い合わせ

www.spainryugaku.jp
info@spainryugaku.jp

・学校生活の様子をリアルタイムでお届け

参加者
募集中

料

開催日時

参加

IH Valencia校

無

スペイン留学.jp

ONLINE

応募方法

info@spainryugaku.jp
までご連絡ください。

※セミナー参加にはネット環境が必要です。

ご希望に合った学校選びや、
プランの作成など幅広くお手
伝いしております。漠然とイメージされている留学プランや
目的・期間・ご予算など、
まずはお気軽にご相談ください。

携帯・スマホから
はこちらへQRコード
を読み込んでHPへ

5都市にご相談窓口

大阪 ☎ 06-6346-5554│神戸 ☎ 078-230-2022│名古屋 ☎ 052-766-6406
東京 ☎ 03-6869-6435│福岡 ☎ 092-517-9535│ 受付
時間 月〜土 8:30−21:30

有限会社 ADELANTE

スタッフは全員留学経験者
入学手続きを無料で代行！

スペイン留学. jp

スペイン・中南米

都市、学校・コース、滞在方法、
費用、学生ビザ準備方法等を
詳しくご説明いたします！

留学セミナー
日時

いつかスペイン語圏に留学してみたいな〜
というあなたへ！お気軽にご参加下さい♪

2018年

2月3日（土） 10: 30 ～
3月2日（金） 19: 30 ～
3月24日（土） 10: 30 ～

スペイン留学 .jp

オリジナルグッズプレゼント！

大阪

セミナー所要時間

約 40 分 + 個別カウンセリング

あなたにあったプランをご提案します！

場所

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-8
千代田ビル西別館2F
※セミナーとカウンセリングは完全事前予約制です。
参加ご希望の方は必ず事前にお申込下さい。
お問合せ
はこちら

www.spainryugaku.jp
info @ spainryugaku.jp
06-6346-5554（大阪本社）

受付時間：月～土 8:30～21:30 スペイン留学.jp（有限会社ADELANTE）

※上記日時以外でも随時個別カウンセリングを受け付けております。

西宮市国際交流協会

"Asturias,Paraíso Natural"
2018 年 3月 11 日（日）14:00 ～ 15:30
ゲスト：Ángel S. Gil Maestre（スペイン語講師）
会場: 兵庫県西宮市池田町11-1 フレンテ西宮4 階
TEL: (0798)32-8680 FAX: (0798)32-8678
Email: niairuka@chive.ocn.ne.jp
参加費：500 円 定員：30 名（先着順）
お申込みは電話、FAX、Emailで / 2月26日（月）より

〒851-2106

長崎県西彼杵郡時津町左底郷290-1
TEL: 095-860-8180 FAX: 095-860-8181

¡Vamos a hablar español!

スペイン語で話そう

Lección 14
現在進行形

Estar + gerundio

¿Qué estás
haciendo?
Estoy mirando a
aquel chico.

Estoy esperando
mi bocadillo...

現在進行形「〜しているところだ」
¡Hola! みなさん、こんにちは。今回はスペイン語の現在進行形を学びましょう！「今〜しているところです」という文は、
estar 動詞と現在分詞（gerundio）をくっつけて作ります。現在分詞の活用パターンも一緒に押さえておきましょう。
.

現在進行形の文の作り方

現在分詞の作り方

主語 + estar 動詞 + 現在分詞 (gerundio)
現在形と現在進行形

Yo como pan.
Yo estoy comiendo pan.

私はパンを食べます。
私は（今）パンを食べています。

Tú estudias chino.
Tú estás estudiando chino.

Él lee una novela.
Él está leyendo una novela.

君は（今）中国語を勉強しています。

彼は（今）小説を読んでいます。

Vosotros trabajáis.

君たちは働きます。

Nosotros estamos cantando.
Vosotros estáis trabajando.
スペイン語教室

語尾 ar 動詞

hablar

tomar

hablando
tomando

語尾 er 動詞

comer
hacer

comiendo
haciendo

語尾 ir 動詞

vivir

viviendo

スペイン情報誌acueducto

saliendo

注２）動詞のなかには、語幹の母音まで変化するものもあります（
《o》が《u》
、
《e》が《i》に変わる）
。例：poder → pudiendo, decir → diciendo
注 3）語 幹が母音で終わる動詞（leer, caer, huir など）は語尾に -yendo を
つけます。例：leer → leyendo, caer → cayendo, huir → huyendo

君たちは（今）働いています。

ADELANTE

AVANZAMOS

・一般・旅行・商業・DELE 検定対策・プライベートなど
目的やペースに合わせて選べるコース
・ネイティブ講師だからプチ留学気分で
無料体験レッスン
自然なスペイン語がマスターできる！
教室見学など
・振替ができるので忙しくても安心！
随時受付中！
・月謝払い OK！
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salir

注 1）上記の基本 3 パターンでは、
語幹（habl, tom, com など）はそのままで、
語尾だけを変化させて作ります。

私たちは（今）歌っています。

スペイン語教室 ADELANTE
大阪校 〒 530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-5-8 千代田ビル西別館 2 Ｆ
TEL: 06-6346-5554 FAX: 06-6110-5122
神戸校（3 月開校）〒 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通 1-1-18 カサベラ国際プラザビル 9F
TEL: 078-230-2022 FAX: 078-230-2023

現在分詞

ar → ando

ir → iendo

彼は小説を読みます。

私たちは歌います。

不定詞

er → iendo

君は中国語を勉強します。

Nosotros cantamos.

動詞パターン

Con la colaboración de
www.spainryugaku.jp

A1

・ 日本の学習事情を考慮して作られた
西語で西語を学ぶ入門者向けテキスト
・ 個人授業 / グループ授業 使用可
・ 充実の 104P（オールカラー）・CD 付
・ ¥1,944（税込
Asociación Cultural Española

スペイン文化協会

アデランテショップで好評販売中！

www.adelanteshop.jp

認定校:

を学 ぼう
ペイン語
使えるス

Españáocltico
pr

vol.8

旅行や留学で使える実践的なスペイン語を学ぶコーナー。
!

第 8 回では、郵便局で記入する発送伝票を

Envío a Japón !

チェックしましょう！

郵便局の発送伝票
現地で買った大きなお土産は、国際郵便で日本の自宅に送る人も多いでしょう。
郵便局で発送伝票がもらえるので、宛先をはじめ、荷物の種類や受取通知を利用するかなど詳細を記入しましょう！

❶ REMITENTE / SENDER
❷ Nombre / Name
❸ Empresa / Company
❹ C. / Street

DNI / CIF / Otro | National ID nunber/ Tax ID Number/Other
Persona de contacto / Contact Person

Nº / No.

Piso / Floor

País / Country

Email

Teléfono / Telephone no,

NºContacto / Contract no.

NºCliente / Client No.

DESTINATARIO / ADDRESSEE

Nombre / Name

DNI / CIF / Otro | National ID nunber/ Tax ID Number/Other

Empresa / Company

Persona de contacto / Contact Person

C. / Street

Nº / No.

Piso / Floor

Cuidad / City

❻

CP / Postcode

Provincia / Province

Población / Town

❺

❶ 差出人情報
❷ 氏名
❸ 会社名
❹ 住所
❺ 受取人情報
❻ 便の種類
❼ 手紙
❽ 速達の手紙
❾ 小荷物
受取通知

País / Country

Teléfono / Telephone no,

保険付

Email

PRODUCTO / PRODUCT

❼

追加サービス

CP / Postcode

❽

Carta / Letter

Carta Urgente / Urgent Letter

❾

Paquete / Parcel

代金引換

Tipo / Type

価格表記郵便

SERVICIOS ADICIONES (según producto) / ADDITIONAL SERVICES (depending on product)

Seguro / Insurance
Reembolso / COD
Valor Declarado / Insured Value

Aviso de Recibo(AR) / Advice of Delivery
DUA / SAD

金額

€
€
€

Importe / Amount
Importe / Amount
Importe / Amount

荷物の中身
書類

CONTENIDO DEL ENVÍO / CONTENTS OF ITEM

Documentos / Documents
Regalo / Gift

Mercancías / Merchandise
Mercancía devuelta / Return goods

Muestras comerciales / Commercial samples
Otro / Other

品物

Nº Certificado / Certificate no.

ギフト

商品見本

DETALLE DEL CONTENIDO / INFORMATION ON CONTENT

Nº Factura / Invoice no.

Nº Licencia / License no.

Instrucciones en caso de no entrega
Descripciónindetallada
del contenido
Instruction
case of non-delivery
Detailed description of contents
Observaciones / Comments

Devolver al remitente
Valor(£)
Return
to senderPeso(kg)
Value(£) Weight(kg)

返品物

Tratar como abandonado
Sóloasmercancías
Treat
abandoned / Goods only

Cantidad
Quantity Nº Tarifario del SA / HS Tariff Number País de origen / Country of origin

荷物の詳細
備考欄

ESPACIO A RELLENAR POR CORREOS (VALIDACIÓN) / FOR CORREOS USE ONLY (VALIDATION)

vocabulario
oﬁcina
correo
correo
correo

de correos
urgente
certiﬁcado
ordinario

現地では、書類の手続きなど何かと郵便を利用する機会が多いでしょう。
そこで基本単語はぜひ覚えておきましょう！
郵便局
速達
本人限定受取
普通郵便

sobre
dirección
remitente
destinatario

cartero
封筒
gastos de envío
住所
差出人
受取人

スペイン留学.jpなら
1週間からのプチ留学も
フラメンコなどのお稽古留学もできる♪

スペインでは郵便の
イメージカラーは黄色！
ポストも黄色です。

郵便配達人
送料

スペイン・中南米への留学はスペイン留 学. jp
お問合せ
はこちら
本社

www.spainryugaku.jp
info @ spainryugaku.jp

大阪

06-6346-5554

神戸

078-230-2022

東京

03-6869-6435

福岡

092-517-9535

名古屋

052-766-6406

有限会社 ADELANTE 大阪市北区梅田2-5-8 千代田ビル西別館2Ｆ
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Avda. Italia, 21. 37007. Salamanca. España
Tel: +34 923 120 460 Fax: +34 923 120 489
www.colegiodelibes.com
delibes@colegiodelibes.com

様々な国籍の学生で溢れ、
いつも活気のあるColegio Delibes。
充実したコース・アクティビティが自慢です。
あなたも一緒に勉強しませんか？

Salamanca へ 行こう！
「学生の街」
として有名なサラマンカ。
この街では、訛りのないスペイン語が話されて
いるため、
スペイン語を学ぶのにぴったりの環
境です。小さな街で治安も良く、親しみやすい雰
囲気のため、世界中からたくさんの学生が訪れ
ます。是非、
サラマンカへお越しください！きっと
ご自分の家にいるような心地よさを感じていた
だけると思います。

Cursos

Clases

Estudiantes

Actividades

Alojamiento

ニーズに合わせて
多様なコースをご用意

25教室 / 全10レベル
1クラス最大10名

学生からシニア層まで
40ヵ国の国々から

文化やスポーツなど、
様々なアクティビティを提供

ホームステイ、学生寮、共同アパート
プライベートアパート、
ホテル

コース料金、
宿泊施設など
詳細につきましては
お問い合わせください

ス ペ イ ン 語
講 座

Lección 32

今回のテーマ

今号ではスペイン語の譲歩文
（oración concesiva）
を扱います。譲歩文

とは「まあ，〜であるかもしれないけれども，やっぱり〜である」と一歩譲り
ながらもそれに反することを述べる形式です。最も典型的なのは，接続詞

aunque を使った文です。
aunque 節の動詞は直説法の場合と接続法の場合があります。使い分け

のメカニズムは意外に複雑なのですが，本稿では中級学習者を想定し，な
るべく単純化して説明します。
事実的な譲歩：aunque ＋直説法

仮定的な譲歩：aunque ＋接続法

譲歩の接続詞aunque等の表現について
Sobre la conjunción concesiva aunque y otras expresiones

関係詞の前後で接続法の同形を反復するものです。

Pase lo que pase, siempre seremos amigos.
何が起ころうと僕たちはいつも友達でいよう。

Llame cuando llame, su teléfono siempre está comunicando.
いつ電話しようが，彼の電話は話し中だ。

関係詞は lo que, quien, cuando, donde, como, cuanto 等で先行

詞を含んだものが普通ですが，先行詞が存在する場合もあります。

Se ponga la ropa que se ponga, Luisa siempre está guapísima.
どんな服を着たとしても，ルイサはいつも最高に綺麗だ。

Aunque llueve hoy, salimos a pasear.
今日雨が降っているけれども散歩に出かける。

Aunque llueva mañana, saldremos a pasear.
明日たとえ雨でも散歩に出かけよう。
前者では実際に雨が降っています，後者では明日のことなのであくまで仮
定です。ただし，事実の場合でも接続法が使われることもあります。以下の
例文を比較してみてください。

Aunque María es española, no baila flamenco.
マリアは
（実は）
スペイン人だけれどもフラメンコを踊らない。

Aunque María sea española, no baila flamenco.
マリアはスペイン人だが
（何と！）
フラメンコを踊らない。

どちらの例文でもマリアがスペイン人であることは事実です。直説法だと
マリアがスペイン人であることを話し相手に伝えようとする意図があります。
それに対して接続法だと話し相手はマリアがスペイン人であることを知って
いるか，またはその事実を前提として，後半の文（フラメンコをやらないとい
う事実）
をより強調した表現になります。これをテーマの接続法
（subjuntivo

といいます。
temático）
aunque に類するものに aun cuando 〜や a pesar de que 〜（＝ pese
a que 〜）などがあります。後続の動詞が場合によって直説法か接続法にな

るところは同じです。

A pesar de que se agrava la crisis económica, su empresa va viento en popa.

接続法の同じ形を選択の o の前後で繰り返すものです。後半の動詞は
否定になることが多いです。

Llueva o no llueva, Juan saca su perro a pasear.
雨が降ろうと降るまいとフアンは犬を散歩に連れ出す。

Haga calor o haga frío, Pedro siempre lleva camiseta de manga corta.
暑かろうが寒かろうが，ペドロはいつも半袖Ｔシャツを着ている。

続いて，前置詞を使った譲歩構文を2つ学びましょう。1つ目は，
「por＋
mucho ～＋que」
（どんなに～だとしても）
で関係代名詞 que 以下には接続
法が来ることが多いです。

Por mucho dinero que me ofrezcan, no venderé mi casa a nadie.
どんなに多くのお金を提示されようとも誰にも僕の家を売らないぞ。

先ほどは代表例としてmuchoを挙げましたが，muchoの代わりにmuy,
más, pocoなどが来る構文も同じものです。

Por muy extraño que te parezca, esto es toda la verdad.
どんなに君に奇妙に思えようともこれは全く真実なんだ。

前置詞の構文2つ目は，con を使ったもの「con ～ que」です。こちらは
queの後は常に直説法の動詞が来ます。

経済危機が厳しくなっているにも関わらず彼の会社は順風満帆だ。

Con el frío que hace hoy, los niños juegan fuera de casa.

☆ "viento en popa" は「船尾に風→順調に」という熟語です。

今日の寒さにも関わらず子どもたちは外で遊んでいる。

一方，si bien は必ず直説法を使います。これは si bien es cierto que

の後半部分が省略されて si bien だけ残ったものだといわれています。

Si bien Andalucía es la imagen típica de España,
otras regiones norteñas son también muy atractivas para los turistas.

アンダルシアはスペインの典型的イメージではあるが，
北部地方もまた観光客にとても魅力的である。

また，会話でよく使われるものに
「y eso que＋直説法」
（…しかもそれは〜と

いうのに）
があります。

Miguel suspendió todas las asignaturas, y eso que había empollado a tope.
ミゲルは全ての科目を落とした。しかもそれは , 精一杯ガリ勉したというのにだ。

続いて，譲歩の反復表現を見ていきましょう。主なものとして以下2種類

紹介します。

1「
）接続法＋関係詞＋接続法」
（〜しようと）
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2）
「接続法＋o＋接続法」
（～であれ，～であれ）

スペイン情報誌 acueducto

Hace frío → el frío que haceと元々hace の目的語であった frío を関

係代名詞 que で受けて，関係節を使った名詞句を作ります。関係代名詞

que の先行詞が名詞ではなく形容詞や副詞の場合は，中性の定冠詞 lo が
使われます。

Con lo inteligente que es, Pablo se deja engañar por los programas maliciosos.
とても賢明なのにも関わらず，パブロはマルウェアに騙されている。

最後に aunque を使った諺を紹介して締めくくりにしましょう。

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
猿は絹を着たとしても結局は猿。

仲井 邦佳 / Kuniyoshi Nakai

立命館大学産業社会学部教授。専門はスペイン語学。著
書に
『はじめてのエスパニョール』
（ 共著、三修社）、
『中級
スペイン語―文法と演習―』
（共著、
同学社）
などがある。

Vol.13

ビジネス

前回に引き続き、労働・人事分野の表現を勉強しましょう。人事
関連事項の表現には、
まさに人に関わるだけに実に多彩な用語が見
られます。往々にして辞書にぴったり当てはまる訳語が出ていない
言葉もあり難儀しますが、必ず適訳があります。

スペイン語
NIVEL

中級（B2）以上

□文
 脈から想像力を働かせ的確な意味を把握する訓練を重ねましょう。

伊藤 嘉太郎先生
Yoshitaro Ito
長年の海外経験を活かし、
大学でのビジネススペイン語
非常勤講師などを歴任。

ejemplo 1

1 el perfil internacional : 字面では国際経験・感覚を備えた人物という意味

ejemplo 1

2 las relaciones públicas : 本来は“ 渉外 ”という意味だが、
ここでは人間関

El conocimiento de idiomas, el perfil internacional, las relaciones
públicas, el espíritu emprendedor, la educación, la presencia y la
actitud son los aspectos más valorados por las empresas
españolas a la hora de contratar a un recién titulado.
語学力、国際感覚、人付き合い、起業家精神、教育、外見と心構えは、スペイン
企業が新卒者採用時に最も重視する側面である。

係、
人付き合いの意
3 el espíritu emprendedor : 企業家精神＝自ら積極的に事業を起こそうと
する気概のこと
4 la presencia y la actitud : 外見の良さは“buena presencia”, “actitud”
は態度、
姿勢
5 los aspectos más valorados : 最も評価される面 ⇒ 最も重視される側面
6 un recien titulado : “recien graduado”も同義

ejemplo 2

ejemplo 2

Las aptitudes que deben mejorar los recién titulados españoles
son: proactividad, autoexigencia, capacidad de trabajo y sacrificio,
movilidad geográfica y automotivación, por delante del
conocimiento técnico y dotes comerciales.
スペイン人新卒者が高めるべき能力は、進取性、自制心、仕事遂行能力と犠牲心、
転勤（を厭わないこと）
、やる気で、これらは技術知識や商才に先立つものである。

1 mejorar : 改善する、
向上させる、
高める
2 la proactividad : 接頭辞 “pro”
（先んじるの意）
がくっついた複合語で
「進
取性」
のこと
3 autoexigencia : これも接頭辞 “auto”
（みずからの意）
が付いた複合語で
「自
制心」
のこと
4 movilidad geográfica : “movilidad” は
「移動」
で、
“geográfica”がくっつ
いて
「転勤」
となる
5 automotivación : 複合語で
「自ら奮い立たせること」
「
、やる気」
をいう
6 por delante de : ～に先立つ
7 dotes comerciales : “dote”は
「才能」
のこと。営業の才能、
商才

ejemplo 3

Son factores claves para mantener un ambiente laboral agradable
en una organización: retroalimentación de las decisiones y planes
de la empresa, trato amable y respetuoso y ambiente positivo.
ひとつの組織で快適な職場環境を維持する上で大事な要素は、会社の意思決定と
計画のフィードバック、優しく敬意ある応対と明るい雰囲気である。

ejemplo 3

1 factores claves : 鍵となる要素、大事な要素、“factor clave”と単数形で
表現されることも
2 un ambiente laboral agradable : 文字通り“ 心地よい職場の雰囲気 ”
3 retroalimentación : 本来は情報のフィードバックを意味するが、
ここでは
会社上層部からの重要情報の伝達をいう
4 trato amable y respetuoso : 親切で敬意あふれる扱い⇒優しく敬意ある応対
5 ambiente positivo : 明るい雰囲気。“positivo”は
「明るい」
という意味

ejemplo 4

Un gerente de departamento debe delegar y otorgar poder y
autoridad a su gente, de tal manera que se le dé el sentimiento de
que son dueños de su propio trabajo.
部門長は部下に権限を委譲し、部下に自らの業務の主体者であるとの気持ちを抱か
せるよう仕向けなければならない。

ejemplo 4

1 un gerente de departamento : “gerente” は意 味が 広く、部 長、支 配
人、役員、など組 織の長のこと。“departamento” は部、部 門、事 業 部。
Un gerente de... 部門長たる者は、
という意味。
2 delegar y otorgar poder y autoridad : “delegar”,“otorgar”ともに
「委
譲する」
こと。同様に“poder”,“autoridad”も
「権限」
のこと
3 su gente : ここでは部下のこと

ejemplo 5

4 de tal manera que : ～するよう仕向ける

Las empresas españolas tienden a ofrecer distintos incentivos
para los empleados, además del salario mensual, con el fin de
reclutar y retener a empleados calificados, reducir rotación de
personal y fomentar la lealtad a la empresa.
スペイン企業は社員に月給以外のさまざまな手当てを提供する傾向にある。その目的
は、優れた社員の採用と引き留め、社員の離職の減少、会社への忠誠心の促進を
図ることである。

5 se le dé :「
（気持ちに）
させるよう」
の意。“le”は“su gente”を指し、
“dé”は
“dar”の接続法三人称現在形
6 el sentimiento : ここではごく普通に
「気持ち」
ということ
7 dueños de su propio trabajo : 自らの業務の主体者、
“社員稼業”ともいう

ejemplo 5

1 distintos incentivos : さまざまな特典、
手当て。
“sobresueldo”も同義
2 además del salario mensual : 月給のほかに
3 reclutar y retener : 採用し
（辞めないよう）
引き留める
4 empleados calificados : 資格のある社員、
有能な社員

普段見慣れない難しい用語がいろいろ出てきましたね。こうした言葉に出会った時に
は、見過ごさずに書き留めて文脈からその意味を考える習慣を養ってください。では、

5 rotación de personal : 社員の離職
（採用と離職の繰り返し）
、
ターンオーバー
6 la lealtad : 忠誠心

次回もお楽しみに。

もっと詳しく
知りたい方は...

中級ビジネス
スペイン語特別講座

【対象者】

現役のビジネスパーソンでビジネススペイン語力を高めたい方、
将来スペイン語を使った仕事に就く予定 • 計画のある方、
スペイン語のステップアップとして実践的なスペイン語学習を求める方

【講座内容】

ビジネス関連情報の読み取り方、顧客への自社業務 • 担当業務の説明、
E-mail による社内外とのコミュニケーション等

【講座概要】

計 6 講座（各 90 分）
定員：4 〜 5 名の少数クラス
         
（最小実施人数 3 名）
講師：伊藤嘉太郎
場所：スペイン語教室 ADELANTE
大阪校｜神戸校

【お問い合わせ】スペイン語教室ADELANTE 大阪校 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-5-8 千代田ビル西別館2Ｆ  TEL: 06-6346-5554  FAX: 06-6110-5122
神戸校（3月開校）〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1-1-18 カサベラ国際プラザビル9F  TEL: 078-230-2022  FAX: 078-230-2023
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スペイン語コース

1986年創立

スペイン語を生きよう
スペイン ラテンアメリカ
年間3万5千人・85ヶ国からの留学生が受講中（ア
ジアからの留学生は10％以下）。
スペイン・メキシコ・コスタリカ・エクアドル・ラテン
アメリカ諸国計32都市の校舎にて受講頂けます。
多彩なスペイン語コースから、あなたのニーズに
あったコースをチョイス。
徹底した少人数制（最大8名・平均4名）。
現地日本人スタッフのきめ細やかなサポート。

ヘッドオフィス Tel.: +34 91 594 37 76

| keiji.tanimura@donquijote.org

ア リ カ ン テ / バ ル セロナ/ グラナダ/ マドリッド/ マラガ/マ ル ベ ー リ ャ /サ ラ マ ン カ /セ ビ リ ア /テ ネ リ フ ェ /バ レ ン シ ア (ス ペイン)
アルゼンチン/ボリビア/チリ/コロンビア/コスタリカ/キューバ/ドミニカ共和国/エクアドル/グァテマラ/メキシコ/ペルー(ラテンアメリカ)

www.donQuijote.org/jp

vol.3
原案 / Francisco Torregrosa 翻訳・イラスト / Nagisa Miyata

Como el fiel de la balanza

スペイン語のユニークな慣用表現を学びましょう！
今回の主役は判事（juez）です！良い判事と悪い判事の
ふるまいを書いていますが、日常会話にも使える表現集です♪

Usar una doble vara de medir

Como el fiel de la balanza

天秤のように（＝公正・中立な立場を守る）
おもりの重さを正確に測る天秤のように、客観的で公正な判決を下す様。

Cuando defiendo un caso ante el juez Sánchez estoy tranquilo, sus
decisiones siempre son tan justas como el fiel de la blanza.
僕はサンチェス判事の前では安心して弁護ができる。彼の下す判決はいつも天秤の
ように公正だからだ。

VS

Usar una doble vara de medir

二重基準（ダブルスタンダード）で評価する

“vara de medir”は定規。対象によって基準を変え、
不公平な判決を下すこと。

El juez Lázaro de Tormes ha sido expulsado de la carrera judicial por
utilizar una doble vara de medir.
二重基準を適用したことで、ラザロ・デ・トルメス判事は法曹界から追放された。

Ser como la mujer del César

Tener esqueletos en el armario

Ser como la mujer del César

カエサルの妻のように（いつ何時も疑われるようなことはしない）

皇帝カエサルが「私の妻たるものは嫌疑を受ける女であってはならない」と言った
とされることから。公の立場にある者は私生活やその伴侶においても、疑いを持た
れるような行為をしてはならない（例：刑事コロンボの生き様）
。

Lo primero que me dijeron al entrar en la carrera judicial es que debía ser
como la mujer del César

法曹界に入った時私が最初に言われたのは、カエサルの妻のように、私生活でも隙を見せて
はならないということだった。

VS

Tener esqueletos en el armario

タンスの中の骸骨→人には知られたくない秘密がある

公になったらまずいものを隠し持っている。やましい秘密や過去がある。

¿Has visto la foto del juez Monipodio en la revista MOLA? Se le ve pescando con el
narcotraficante Amadeo Rías... seguro que tiene esqueletos en el armario...
『モラ』誌のモニポディオ判事の写真を見たか？ 麻薬密売人アマデオ・リアスの船で釣りを
してたぜ……奴は絶対にやばいものを隠し持ってるね。

Ir hasta el fondo

Cerrar en falso

Ir hasta el fondo

奥まで進む→真実を突き止めるまで徹底的に調べ上げる
一切の不確実性を許さず、完全に網羅した上で判決を下す。

El juez Peláez ha llegado a lo más alto de la carrera judicial por ir hasta
el fondo de los asuntos... cueste lo que cueste.

ペラエス判事が法曹界のトップにまで上りつめることができたのは、担当した事件について徹

VS

底的に調べ上げたからだ……どんな代償を払ってでも。

Cerrar en falso

偽りで封じ込める→ごまかして終わらせる
間違っていたり、調査不十分な判決であると知りながらも、真実を追求せず、故
意に打ち切ってしまうこと。

Se dice en los juzgados que el juez Pedro del Rincón tenía prisa por irse
de vacaciones a Marbella y cerró en falso el caso.
ペドロ・デル・リンコン判事が大急ぎでマラベーリャに休暇に出かけたのは、担当事件の判
決の実態をうやむやにするためだったと、裁判官たちの間で噂されている。

No casarse con nadie

Arrastrar la toga por el barro

No casarse con nadie

誰とも結婚しない→どんな誘惑にも負けない、堕落しない
金や権力などの誘惑にまったく動じない様。

Ana, hazme caso y no invites a tomar una copa al juez Valiente... no se
casa con nadie.
アナ、いいか。バリエンテ判事には酒を勧めるな。奴は堕ちない。

VS

Arrastrar la toga por el barro

法服を引きずって泥だらけにする→政府の圧力に屈する
toga（法服）は判事のいわば誇り。それを地面に引きずるということは、誇り
を捨て政府（行政）の言いなりになり、司法権の独立を脅かされている状態。

Al parecer, el juez Diego Cortado recibió ayer una llamada del ministro
de Justicia antes de dictar sentencia... hoy, los periódicos, le acusan de
arrastrar la toga por el barro.
どうやらディエゴ・コルタド判事は昨日、判決を下す前に法務大臣から電話を受けたらしい。
それで今日、新聞では奴は政府の圧力に屈したと批判されているよ。
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スペインバスク地方の街、

ビルバオに住んでもうすぐ2年になります。

この地に住んで感じるのは人々の強い地元愛。

特に面白いと思うのがクアドリーリャ（Cuadrilla）と
呼ばれる友達グループです。

クアドリーリャは幼少期に一緒に遊ぶ近所の友達のグループ
のこと。歳を重ねてもお決まりのバルに集まったり、一緒に旅
行に行ったりと関係がずっと続くのが面白いところです。バスク
の人々は照れ屋で、初対面では少し素っ気ないと言われること
もありますが、一度仲良くなるとそれはもう一生ものなのです。
クアドリーリャは男女で分かれているものが多く、男子は毎
週バルに集まりビルバオのサッカーチーム「アスレティック・ビル
バオ」の話題で盛り上がります！

同性だけだから気兼ねなく

いつまでも同じ話題で盛り上がれるのです。それに対して女性

には正直苦労しました。スペイン人は誰にでもオープンですぐに

陣はカフェで世間話を楽しんだり、旅行の計画を立てたりと女

仲良くなれるというイメージがありますが、バスク地方は例外か

性だけの時間を満喫。もちろん男女が混ざっているグループも

も知れません。

ありますが、バスクでは基本的に友達同士で出かけたり集まっ
たりするのは男女別々のことが多い様な気がします。

それでも、人生において重要な選択をする時には必ずクアド
リーリャに相談したり、どんなに大きな喧嘩をしても仲直りをし

ピンチョス発祥の地でもあるバスク地方には、たくさんのピン

たりとずっと人生を共有出来る仲間がいるというのはとても素晴

チョスバルがあり、毎週木曜日はピンチョ・ポテといって友達と

らしいことだと思います。街を歩いていても、小さな子供たちの

バルを梯子します。これもクアドリーリャの大事な集まりのひと

クアドリーリャや年配の方々のクアドリーリャなど様々な友達グ

つ。一人 10 ユーロずつ出し合って人数分の飲み物とピンチョス

ループを見かけるのはとても微笑ましい光景です。このバスクの

を注文し、足りなくなったらまたお金を出し合ってと梯子酒は朝

人々が持つ団結心が、地元サッカーチームに対する熱狂的な応

まで続きます。男性陣はその日出し合ったお金がなくなるまで飲

援や、8 月に開催される祭り「アステナグシア」での盛り上がり

み続けますが、女性陣は余ったお金を貯めておいて年末のクア

など、多くを説明していると思います。

ドリーリャディナーに使うなど、男女で性格の差が出るのが面
白いです。
日本でも山梨県では「無尽（むじん）」と呼ばれる友達グルー
プを大切にする慣習があるようで、月一の「無尽」での集まり

美食の街や芸術の街として徐々に有名になって来ているビル
バオですが、人々の性格や友達付き合いなどまだまだ興味深い
文化がたくさんあります。バスク地方を訪れる際にはぜひ地元
の人々の生活にも注目してみてもらいたいです。

は第一優先事項だそうです。バスクの男性も、彼女とのデートよ
りもクアドリーリャとの予定を優先してしまうので、バスクの男性

Proyecto1:Maquetación 1 8/11/17 17:37 Página 1

と付き合う際には友達優先が前提と理解してあげる必要がある
でしょう。
友達をずっと大切にするという習慣はとても良いなと思う反
面、移住した身からすると少し寂しいなと思うこともありました。
クアドリーリャは一度出来上がってしまうと他のグループと混
ざったり新入りを迎えたりということはないので、バスクの友達
と出かけようとしても
「その日はクアドリーリャの友達と会うから」
と断られてしまうこともしばしば。今では移住組の友達グループ
で集まり、私なりのクアドリーリャを持っていますが、友達作り

廣瀬 花 / Hanna Hirose

早稲田大学を卒業後、
スペイン人の彼とバスク地方の
ビルバオへと移住。現在はビルバオの雑誌社「BAO」
で
働いています。実家の北海道を思わせるビルバオの山々
は、週末のハイキングやピクニックにもってこいです。

acueducto.jp
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CUBA

Vida en Latinoamérica

.1

Vol

写真・文

篠田有史

アリスティデスの
ヴィーガン・レストラン

朝食に用意してくれた料理。
【右奥】地元原産の甘いハーブの花
粉をまぶした、
パイナップルとミニキュウリ
【右手前】
バナナをすり
おろしてパインケーキ状に延ばして焼いたもの【中央奥・パンの
向こう】
トウモロコシをひいてバナナの皮で包んで蒸し、醤油で味
をつけたもの
【カップ】
ハーブティ
【中央手前】
ニンニク、
クミン、
ト
ウガラシなどで作った自家製サルサ
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アリスティデスは自力で、
ハリ
ケーンで全壊した自宅跡に庭
付きのレストランを再開した
アリスティデス
（中央）
にとって客との会話も大切なおも
てなしだ。
このときの客は英国に住む古い友人たち

Restaurante vegano de Arístides
Baracoa
Cuba

食べられる野草を求めて野山を歩く

シンプルな厨房。新鮮なものし
か使わないので冷蔵庫もない。
助手のイルマは６人目の妻？

レストランで 提 供 される
セットメニューは、手に入る
材料によって毎日変わる

キューバに20年来の友人がいる。以前は

経済状況の悪いキューバでは、食材の種類

株のテーブルを並べた。ほとんどひとりで再構
築した自慢のレストランだ。

ハバナに住んでいて、そのときに知りあったの

も量も極端に少ない。食材調達もままならない。

だが、今はキューバ東部の海沿いにあるバラ

そこで彼は庭や野や山へ行って食べられる食

日本人にはまだあまり馴染みのないバラコー

コーアという町で暮らしている。彼がやることに

材を探す。料理の手並みは鮮やかだ。しゃべ

アだが、スペイン人がつくったキューバ最初の

は、いつも驚かされる。2年前には小さなレスト

るのも得意で、まさに手八丁口八丁。簡単な

町として知られ、ハチドリや様々な色のカタツム

ランをはじめた。ただのレストランではない。卵

朝食だったら、瞬く間にテーブルに並ぶ。調理

リが棲息し、近くには世界自然遺産・アレハン

も乳製品も食べない絶対菜食主義者・ヴィー

法は、実にシンプルで、食材の歯ごたえや味が

ドロ・デ・フンボルト国立公園がある。バラコー

ガンのためのレストランだ。ちなみに出会った

活かされ、いかにも元気が出る料理だ。

アへ行ったら、ぜひ、アリスティデスのヴィーガン・

その彼のレストランがある町を、2016年10

レストランをたずねて欲しい。ヴィ—ガンにこだ

アリスティデス(63)は、もともと自炊をしてい

月ハリケーン・マシューが直撃した。海岸近くの

わらない客には、普通のベジタリアン料理も出

たのだが、それが高じて、ヨーロッパからの観

多くの家々は破壊され、レストランも少し離れた

してくれる。

光客がたくさん訪れる故郷の町で、ヴィーガン・

彼の自宅も崩壊した。しかし、つねに前向きで

レストランを始めたのだった。日本ではあまり馴

精力的なアリスティデスは、全壊した自宅のあっ

染みがないが、ヨーロッパではヴィーガンはよく

た場所でレストランを再開した。近くの壊れた

知られる存在だ。マドリードでいつも世話にな

建物から石材などを集め、食べられる植物を採

る家の長男もヴィーガンだ。

取してきて植え、庭をつくりその真ん中に切り

20年前には、カメラマンだった。

篠田有史 / Yuji Shinoda

1954年岐阜県生まれ。
フォトジャーナリスト。24歳の時の1年間
世界一周の旅で、
アンダルシアの小さな町 Lojaと出会い、
以後、
ほぼ毎年通う。その他、
スペイン語圏を中心に、
庶民の生活を撮
り続けている。
【写真展】
冨士フォトサロンにて
『スペインの小さな
町で』
『遠い微笑
、
・ニカラグア』
など。
【本】
「ドン・キホーテの世界
をゆく」
（論創社）
「コロンブスの夢」
（新潮社）
「雇用なしで生きる」
、
（岩波書店）
などの写真を担当。

acueducto.jp
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おススメ

LIBROS

評伝キャパ──

おススメ

その生涯と『崩れ落ちる兵士』の真実
吉岡栄二郎 著

書

評

川成 洋

（プロフィール p.43）

■明石書店
■2017年3月刊
■定価 3,800円+税

全く偶然の瞬間を撮った1枚の写真に

軍クーデターの勃発。叛乱軍に対する市

片膝をついてカメラを構えていた。
「キャ

よって、架空の人物が実在の世界的な戦

井の国民の武力抵抗、そして内戦。ナチ

パのすぐ後ろの距離から “ バァーン ” と

争報道カメラマンに生まれ変わったなど

ス・ドイツとイタリアが叛乱軍側の戦列

いう乾いた1発の銃声が聞こえてきた。

と言えば、これはまさに現代のシンデレラ

で戦う。2人は躊躇わず内戦の取材に赴

キャパは銃声に背中を叩かれたように衝

であろう。その人物とは、アメリカの著名

く。もちろん共和国陣営の取材である。

撃を受け思わずシャッタを押した。
（中略）

な国際カメラマン、ロバート・キャパである。

9月3日、コルドバ戦線のセロ・デル・タコ

撃ったのは敵ではなかった。味方の兵士

1936年、パリ。祖国でナチスの毒牙か

の丘でアンドレが撮った写真《崩れ落ち

の誤った発砲だった」

ら逃れた写真家志望の22歳ユダヤ系ハ

る兵士》によって、アンドレがロバート・

ンガリー人エンドレ・フリーマン（フラン

キャパへと華麗な変身を遂げる。

スに亡命してから、フランス人のように

しかし、この
《崩れ落ちる兵士》
をめぐっ

「アンドレ」と改名）と2歳年上のユダヤ

て、こうしたことはよくあるようだが、

ところで、本書プロローグの最後のセ

系ドイツ人のゲルダ・タロー（当時パリに

キャパの存命中から現在まで、どこで、

ンテンス――「私たちは、伝説となった

留学していた若き日の岡本太郎から「タ

誰が、どのようにして、この写真を撮っ

ひとりの男・ロバート・キャパに一度遭い

ロー」という名を拝借していた）
の２人は、

たのかという憶説が飛び交っていた。た

たいと思う。喜びと哀しみの頂点を見て

赤貧洗うがごとき生活から脱出しようと

とえば、同行したタロー撮影説、兵士の

きた男から、人間というものの本当の話

していた。アンドレが撮った写真をキャ

完全なるやらせ説など。

を向かい合って静かに聞きたい――、そ

このテーマを20年以上も研究してき

んな気持ちからこの一書は生まれた」―

誌社や新聞社への売り込みも成功し、さ

た本書によると、まず今までの諸説を全

―を読んで、なぜか、この労作はもしか

らに毎日新聞パリ支社の城戸又一の下で

面的に否定し、これは現在で言うところ

したら遺書かもしれない、と私は思った。

現像のアルバイトもでき、何とか生活の

のモデルを使った「やらせ写真」である

果せるかな、昨年7月中旬、著者の吉岡栄

目処が立っていた。

と断じている。曰く、タローが兵士に指

二郎さんは亡くなった。謹んでご冥福を

示して走らせていた。キャパは斜面から

お祈りしたい。

読者プレゼント

KanKanTrip17

聖地サンティアゴへ、星の巡礼路を歩く
戸谷美津子 著
acueductoの読者ならきっと、
「ブエン・

齢も、1日に歩く距離も旅のスタイルも

カミーノ」の意味をご存じでしょう。カ

人それぞれ。高齢の一人旅、親子、カップ

ミーノは「道」、ここではキリスト教の三

ル、元気にカッ飛ばしている人、足を痛

大聖地のひとつ、サンティアゴ・デ・コン

めてゆっくり歩く人など……赤ちゃん連

ポステーラへ続く巡礼路を指しています。

れの女性もいれば、
「カミーノ・ラブ」と

そこを歩く人々が交わす挨拶が「ブエン・

呼ばれるカップルが生まれたりもします。

カミーノ」、すなわち「良い旅を」です。

■書肆侃侃房
■2017年6月刊

■定価 1,600円+税

戸谷 美津子
MITSUKO
TOTANI

1953年東京生
まれ。明治大学
文学部史学地理学科卒業。編集
プロダクションを経てフリーのラ
イターになる。
旅、
アウトドア、
インタビューなど
を中心に活動。趣味の山歩きで
は国内はじめアジアの山、
スイス
アルプス、
ヒマラヤなどに登る。時
代小説のファンで眠る前の読書
タイムが至福の時。合気道4段。
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スペイン情報誌 acueducto

私もようやく納得する。

パなる人物が写したとして、タローの雑

やがて7月17日、スペイン全土で正規

書籍紹介

これではキャパもタローも終生沈黙せ
ざるをえなかったろう。この説明の方が、

ハガキまたは e-mail の件名に本書タイトルを明記の上、
郵便番号、住所、氏名、電話番号、
『acueducto』の感
想を書いてご応募ください。
応募先：有限会社 ADELANTE
（水）消印有効 ［宛先はp.3］
応募締切：2018年2月28日
左）目的地までは黄色い矢印と
ホタテ貝が導いてくれる
右）世界各国の巡礼者たちと夕
べのひととき
下）春の巡礼路は菜の花が満開

私 た ち の 旅 は 早 朝 宿 を 出 発 し、1 日

２年前の春、フランスの西の端からサ

20km 前後を歩きます。宿に着いたらシャ

ンティアゴまで、約800km40日間の徒歩

ワーに洗濯。その後は町をぶらつきなが

の旅をしました。スペインの大地をただ

らバルで喉をうるおしたり、レストラン

ひたすら歩くだけのシンプルな旅がした

で「巡礼定食」を食べたり。時には宿で自

い。それが旅の動機です。一方、巡礼路

炊をすることもありました。そして、夜9

を、キリスト教徒でもない私が一体どう

時にはベッドに入ります。

いう「心持ち」で歩けばいいのだろう？

抽選で1名様に、本書をプレゼント！

この本はそんな旅の日々を、そこを歩く

も掲載しています。ちなみに一緒に歩いた

様々な人たちとの出会いと別れ、再会に焦

夫は「次はぜひバルで地元の人たちと話し

それも旅の最初の頃、巡礼宿で聞いた言

点を当てて書いています。毎日歩くだけ

たい」と、帰国後スペイン語の勉強を始め、

葉で払拭できました。曰く、
「心を開いて

の単純な日々。それが一生忘れられない

半年後に単独スペイン旅行、1年後にはバ

旅をすれば、たくさんのことが入ってく

感動の日々になったのは、スペインの春の

レンシア短期留学の夢を果たしました。

る」
「巡礼路でいちばん大切なのは、世界

景色の美しさはもちろん、そこで出会った

中から来た人と話をすること」。

人々との心温まる交流があったからです。

という思いを心の片隅に抱きました。が、

野の花が咲き乱れる巡礼路には、多く

食事や巡礼宿の料金、持ち物や歩く際

の旅人が歩いていました。歩く理由も年

のアドバイスなど、旅立つ時に役立つ情報

さぁ！

あなたもぜひ、中世から続く

この巡礼路を歩いてみませんか？

季節

は春が最高です！ 「ブエン・カミーノ！」
、
どうぞ良い旅を！

HISTORIA de HISTORIAS

スペインの歴史を紐解く物語

スペイン内戦が生んだ「ロバート•キャパ」 最終話
キャパはスペイン内戦終結5ヶ月後に勃発した
第2次世界大戦の取材に赴く。1944年6月6日
（Ｄ

文 • 川成 洋

ヴィッド・シーモアらと写真家集団「マグナム」
を創

メージがなく、美しさと悲しみだけが感じられる。ま

設する。

た彼は意外と子供たちを撮っていた。家庭を持た

デイ）の血で血を洗うようなノルマンディ上陸作戦

第2次世界大戦が終わって、平和が、
と安堵する

を取材する。そのほぼ１年後に、待ちに待ったドイ

間もなく、大戦末期に生じた新たな東西の冷戦構

の子供たちであった。戦争の最大の犠牲者であり、

ツの敗北。そして、
ヨーロッパを戦場にした第２次

造が生み出す戦争や紛争の火種が燻っていた。

そこからわが身を護る術も、戦争を告発する手段も

世界大戦の終了。
「ロバート・キャパ

戦争写真家

キャパが実際に取材した戦争は、48年5月のイス

ただ今失業中」
と茶目っ気たっぷりの名刺を作る。

ない彼であったゆえに、密かに愛したのは世界中

全く持ち合わせていない、寄る辺なき子供たち。だ

ラエルの建国宣言と対アラブ戦争
（第1次中東戦争） が彼は、
こうした子供たちに、人間の魂の回復力と

Ｄデイのちょうど１年後の６月６日、彼はパリのホ

であった。
しかし、
のちに
「中東戦争」
「ベトナム戦争」 いった未来に向かう力を明視したのであった。

テル・リッツで、
ハリウッドの名女優の座におさまり、 と呼ばれることになる戦争には、
これまでのキャパ
《ガス燈》で44年度アカデミー主演女優賞を獲得

このようにして、人間精神の純粋さがあふれた伝

の政治的立場――例えば、スペイン内戦や中国、 説的な写真を残したキャパは、
このうえもない不幸

したイングリッド・バークマンと出会う。瞬く間に2

そして第2次世界大戦では、反ファシズム、反ヒトラ

な挫折によって、彼らしい存在感を永遠に放つこと

人は意気投合し、一緒にアメリカに行く。彼女には

ー、
つまり
「正義」
を前面に高く押し立てられる立場

になったのである。

歯科医の夫と娘が1人いたが離婚してもキャパと

――をかなぐり捨てたようである。確かに、多くのユ

結婚したかったようだった。戦争カメラマンである

ダヤ人が殺され、
「ディアスポア
（離散）」の状況を

以上は結婚できない、
というのがキャパの口に出せ

終わらせたいとする彼の気持ちを忖度しても、虐げ

ない本音であった。2人の関係は１年半くらいで終

られたパレスチナ人と武力で敵対する陣営に立つ

止符を打つことになった。この間キャパは、待望の

ことになる。また
「インドシナ戦争」
は、帝国主義フラ

アメリカ市民権を取得する。これで正式にアメリカ

ンスの植民地政策に武力抵抗するベトナム人民と

人になった。33歳の時であった。

は、反対の対場から、
キャパが取材していたのだった。

47年5月、
キャパは、苦しかったパリ時代に知り

それをどう解釈すべきであろうか。

合った友人、
アンリー・カルティエ＝ブレッソン、
ディ

それにしても、
キャパの戦場の写真には暴力のイ

＜了＞

川成 洋 / Yo Kawanari

1942年札幌で生まれる。
北海道大学文学部卒業。
東京都立大学大学院修士
法政大学名誉教授。
スペイン現代史学会会
課程修了。
社会学博士（一橋大学）。
書評家。
主要著書：
『青春のスペイン戦
長、
武道家（合気道6段、杖道3段、居合道4段）。
『スペインー未完の現代史』
、
（彩流社）
『スペインー歴史の旅』
、
（人間
争』
（中公新書）
（中公文庫）他。
社）
『
、ジャック白井と国際旅団ースペイン内戦を戦った日本人』

acueducto

に
広告を掲載しませんか？

1コマ (4.5cm×4.5cm)
￥5,000- / 掲載1回分
サイズ•料金は下記サイトより確認下さい

www.acueducto.jp/publicidad
【お問合せ•お申込み先】
有限会社ADELANATE
Tel:06-6346-5554
Email: info@acueducto.jp

スペイ

スペイン情報誌

ン 語の本＆雑貨
送料全国一律

オンラインショップ アデランテ

ADELANTE

www. adelanteshop.jp

￥2 8 0

▼

8,000円以上のお買い上げで

送料無料

スペイン関連書籍各種取り扱っています

●
●
●

学習テキスト

●

レベル別副読本

文法問題集
●

絵本

D.E.L.E.試験対策本

etc...

お申込みの際は
ご希望のサイズ•
掲載希望号を
明記ください

acueducto

定期配送のご案内

定期配送をご希望の方に、
送料をご負担いただき、
ご自宅
までお届けしております。
ご希望の方は、
お申込書をお送
り致しますので下記連絡先までお問合せください。
送料

（1年間：4号分）

1～7冊 ￥1,200
8～14冊 ￥2,400

※冊子のお届けは申込書提出・
ご入金後となります。

有限会社ADELANTE TEL: 06-6346-5554 E-mail: info@acueducto.jp

Varios

水彩画だより

スペインの各地を旅するとき、世界遺産、パラドール、白い

スペインの風景に魅せられて vol.3

家と花通りなど、多くの場所で個性的で美しい景色に遭遇し
感動します。その思い出を水彩画で楽しく表現しました。

Parador de Toledo
古都トレドのパラドール

トレド市街の南側のタホ川から傾斜のある山道を登るとパラドー
ルがある。建物自体には特別の印象は持たなかったが、いざ2階
の部屋に通され、バルコニーから庭を挟んで見るトレドの全景に
驚嘆し、長時間かけて詳細にスケッチしたことを思い出す。
トレドは三方を急峻な崖に囲まれた、強固な城塞都市である。
ローマ帝国の治世下に城壁が築かれ、その後西ゴート族がここを
首都と定めた。やがてイスラム教徒が侵入し、その後、イスラム教、
キリスト教、ユダヤ教の三宗教が共存した。またカスティーリャ王
がイスラム教徒支配下のトレドを奪回し、都をレオンから遷した。
街のシンボルであるカテドラル、レコンキスタ時代の武将エル・シド
が築いたアルカサル、ギリシャ生まれのエル・グレコが移住し1614
年の死に至るまで描き続けた数々の名画などの遺産も豊富にある。
この「皇帝の丘」のパラドールは、建設は新しく1968年である。

Parador de Toledo

パラドール・デ・トレド

住所：Cerro del Emperador, s/n,
45002 Toledo
電話：+34 925 22 18 50
HP：www.parador.es

スペインのお勧め

バール • レストラン
Bares y restaurantes recomendables

牧瀬 貢 / Mitsugu Makise

一般社団法人横浜スペイン語センター前理事長。横浜市戸塚区在住。1961年、
ブリ
ヂストン横浜工場にエンジニアとして転勤、
ここを拠点に数多くの国内・海外経験を積む。
ドイツ、
カナダ、
米国、
イギリス、
スペインに駐在。短期的な出張含め世界100ヶ国を経験。
とりわけ、
最後の駐在地スペインの風土、
国柄に惚れ込み、
北部バスク・ビルバオに駐在、
休暇中に17州51県をくまなく廻り、
また定年後、
思い出の場所での絵画制作を楽しむ。

Vol. 18

MUÑAGORRI

ムニャゴーリ

（Madrid / マドリード）

今回紹介する MUÑAGORRI( ムニャゴーリ) は、マドリードのサラマンカ地区に

1

あるバスク料理の隠れ家バルだ。

2

オーナーシェフのペドロ・ムニャゴーリ氏が手がけるのは、厳選した素材を使っ
た伝統的なバスク料理の数々。シェフ本人の人柄そのままに、バスクらしい骨太さ
と、一皿一皿にかける繊細さのバランスが絶妙だ。スペインのグルメガイド Guía
Repsol 2017 版でソルを獲得したことでも、その実力は証明済み。フロアスタッフの
サービスも適切で、居心地が良い。
豚の骨の髄の部分に豚の脂を入れてオーブンで焼き、秋の味覚ポルチーニ茸を
のせたトゥエタノ、卵黄とフォアグラを乗せテーブルで混ぜていただくポテトピューレ
など、リッチな味わいとアロマが堪能できる絶品タパスは赤ワインに実によく合う。魚
介の旨味を凝縮したシーフードスープや豆の煮込みも人気だ。
デザートには、ぜひトリハスをお勧めする。表面はパリパリにカラメリーゼ、中身は

3

1オーナーシェフのペドロ・ムニャ
ゴーリ氏 2フォアグラと卵黄を
使ったポテトピューレ 3豚の骨
を使ったトゥエタノ 4人気のデ
ザートのトリハス

4

ふわっとトロトロの食感は、ぜひ別腹扱いで楽しもう。
店内の入り口のバーカウンターといくつかのテーブルがあるスペースではタパスを
中心に、奥のシンプルでエレガントなダイニングではゆっくり食事を楽しむことができ
る。どちらを利用する場合も、できれば予約をして訪れる方が確実だ ( ウェブ経由
でも予約可能 )。
中村 美和 / Miwa Nakamura

情報工学修士、
日本での電機メーカー勤務を経て、2007年に渡西。マドリードにていくつ
かの企業のウェブシステム開発等に携わった後、CROSSMEDIA WORKS,S.L. を起業。
主に観光や食に関わるプロモーションや、雑誌、
ガイドブック、
テレビなどの取材コーディネ
イトの他、
マドリード情報を発信するtodomadrid.infoなどを運営。
@n_miwa @spain_go
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Información

MUÑAGORRI（ムニャゴーリ）

住所：Calle Padilla 56, 28006 Madrid
電話：+34 914 014 741
HP : www.munagorrirestaurante.es

※上記情報は、2018 年 1 月時点のもので変更する可能性があります。

NÚMERO

1

España

Japón

インタビュー・文＝中村美和
（プロフィールはp.44）

スペインの各分野で活躍する日本人にインタビューするシリーズ第一弾。
今回は、
日西観光協会会長の下平晴朗氏に、
スペインと日本の観光の展望と、
今求められるスペイン語関連の人材についてお話を伺った。
下平氏が会長を務める日西観光協会は、

Haruo Shimohira
下平晴朗

日西観光協会会長
ミキ・
トラベル勤務。マドリード在住

日西観光協会

の米沢市を訪問し、同じく慶長使節団が訪

在スペインの日系ツアーオペレーターやスペ

問したメキシコのアカプルコ、キューバのハ

イン各都市の観光局を会員に持つ非営利

バナ市、イタリアのチヴィタベッキア、そして

団体で、1987年の創立以来、日本人観光

スペインのコリア・デル・リオを結ぶ「支倉リー

客の誘致を目的として、スペインの観光情

グ」の提案をした。支倉常長の歴史を軸に、

報の共有や日本人観光客の安全面のサポー

交流や協力を活性化する狙いだ。

トなど、会員間の連携を行ってきた。
また、2018年は日本とスペインの国交樹

www.travelinfospain.net

「スペインへの日本人観光客は年々増え
ていて、およそ40万から50万人といわれて

立150周年にあたる。さらに両国間の交流
が盛んになる見込みだ。

います。加えて、スペイン国内の周遊先や
旅のスタイルも多様化しています。一方、ス

このような状況から、日本でのスペイン語

ペインでの日本旅行のブームも6-7年前ほど

の重要性は非常に高まっている、と下平氏

から始まっています」長年スペインで観光に

は語る。
「日本の通訳ガイドのライセンスは

携わってきた下平氏は、近年のスペイン・日

緩和されましたが、それでもまだスペイン語で

本の観光業界の状況について、このように

観光客をアテンドできる人材は日本で不足

語った。

しています。スペインと中南米からの訪日観

「しかし、スペイン人観光客向けに紹介さ

光客は約15万人。この数は年々増加して

れている地域は、東京、京都、大阪などまだ

います。
『日本国内でスペイン語で観光客

限られています。日本には訪問する価値ある

のアテンドやサポートできる人材』が必要と

地方都市はまだまだあります。日西観光協

されています」

会として、スペインのお客様に、より多くの訪
問先を提案したいと考えています」と、訪日
観光の課題にも取り組みにも意欲的だ。

また下平氏は、日本とスペイン間のワーキ
ングホリデー制度を利用した観光インターン
シップの可能性についても語った。
「日本と

支倉常長率いる慶長遣欧使節団の子孫ハポンさんたちと共に
日本とスペイン、
メキシコ、
キューバの都市をつなぐ
「支倉リーグ
構想」
に挑む

インタビューの
動画を配信中

その活動のひとつが「支倉リーグ構想」だ。
下平氏は2017年11月に、400年前の支

スペインの地方自治体間で手を組んでいた
だき、スペイン語ができる日本人、日本語が

倉常長遣欧使節団の末裔であるハポン姓

できるスペイン人にそれぞれの自治体のサポー

の人々が住むセビリアのコリア・デル・リオの

トで滞在してもらい、その良さを発信してもらう。

市長と日西支倉協会会長フアン・フランシス

今後、ワーキングホリデー制度もぜひ活用し

コ・ハポン氏と共に、支倉ゆかりの宮城県の

ていきたい」と、日本とスペイン両国の地方

仙台市、石巻市、大郷町、川崎町、山形県

の魅力発信に意欲的だ。
acueducto.jp
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"La Venta" en la obra maestra
Fotos © OSAMU TAKEDA

Venta del Quijote
VENTA
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Cámara de Comercio Hispano Japonesa
(Cámara de Comercio Hispano Japonesa)
1954

900

1985

www.camarajaponesa.es/jpn/?cat=5

Cámara de Comercio Hispano Japonesa
www.camarajaponesa.es

camara@camarajaponesa.es ℡ (+34) 91 851 12 11
 Apartado 10124 – 28080 MADRID - SPAIN

: 090-4226-5774
E-mail: eliken@purple.plala.or.jp

acueducto.jp
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19日（月）17：30～

講座はすべ

Bienvenida
ウェルカムパーティ

てスペイン

［内容］

20日（火）
Buscar trabajo, Entorno laboral

この講座では、ビジネスクラスでの

日本とスペイン・中南米の
働き方の違い、仕事の探し方

指導経験や海外での就業経験が豊富

21日（水）

の探し方や履歴書・自己紹介書の書き

Carta de presentación, Curriculum Vitae

なネイティブ講師が、現地状況、仕事
方、応募、面接、採用まで、各段階で必

自己紹介書、履歴書の書き方

要なスキル・知識を伝え、実用的なス

22日（木）

働くこと」とはどういうことかを学び

Entrevista

ペイン語とともに、
「スペイン語圏で
ます。

面接、グループワーク

春休み、自分の将来について、海外
で働くことについて、具体的に私たち

23日（金）
Contrato de trabajo, Contrato de alquiler de
piso, Contrato de teléfono
契約書の読み方・書き方
（雇用契約、携帯、賃貸契約書、銀行口
座開設時など）

24日（土）
Reuniones de trabajo, Cena de despedida
会議での討論や議論、発言方法、
プレゼン、スピーチ、修了式

20日～24日のスケジュール

9：30～10：20／10：30～11：20

休憩
12：30～13：20／13：30～14：20
休憩
：
～
：
15 30 16 20／16：30～17：20

計30時間

お申込
お問合せ

と一緒に考えてみませんか。

［本講座のメリット］
▶講座中は個人面談実施
▶講座の後にネイティブ講師からの
フィードバックあり
▶同じ目的を持った仲間に出会える
▶現地の最新情報をレクチャー

スペイン語圏で働く前の
ウォーミングアップとして！

まずはスペイン語で
仕事について学び、 準備をはじめよう！

☎ 06-6346-5554

info@adelante.jp

スペイン語教室 ADELANTE

（JR大阪駅「桜橋口」徒歩5分）
〒530-0035

大阪府大阪市北区梅田2-5-8-2F

実 践 力 を 身 に 付 け、 海 外 を 舞 台 に 仕 事 が し た い。 人 間 力 に 磨 き を か け た い。 スペイ ン 語 を 活 か し て グロー バルに 活 躍 し た い。

l!
o
ñ
a
p
s
e
n
e
o
¡Tod
す。
語で行いま

スケジュール

スペイン語圏で就職！

参加費：99,360円（税込）

curso de introducción al mundo laboral en español

スペイン語教室 ADELANTE

集中特別講座

2/24

﹇土﹈

場所

2/19

﹇月﹈

開催期間

2018年

イメージできますか?
バレンシアで最高の留学

エスパニョレ・インターナショナ
ルハウス・バレンシアは最高の
スペイン語教育を行うフレンド
リーな学校です。当校は
International House World
O r g a n i z a t i o n の メン バ ー
で、Instituto Cervantesの認
可を得ています。

私たちの教育法は、文法重視の文法
アプローチと、近代的なコミュニカテ
ィブアプローチを統合したものです。
プログラムは、学生たちがスペインの
文化に親しめるようにも考えられてい
ます。学生たちがスペインのライフス
タイルにどっぷり浸かって生活できる
よう、バレンシア観光や他の都市への
訪問などのアクティビティも計画され
ます。

インスティトゥト・セルバンテスは、言語教育の研究
機関であり、スペイン語圏の言語および文化を世界に
推進する政府機関です。

バレンシアはおよそ80万人が住
む国際色豊かな都市です。
この
美しい地中海都市では、穏やか
な気候、豊かな食文化、お祭り
や文化的イベントを楽しむこと
ができます。 歴史的な伝統と近
代建築が共存しているのを眺め
ることができるでしょう。

C/ Pizarro, 10 - 46004 Valencia, Spain
C/ de La Nave, 22 - 46003 Valencia, Spain
Tel.: +34 96 353 04 04 | www.espanole.es | info@ihvalencia.com

レベル別
少人数クラス

講師は
ネイティブ

「私のスペ
イン
語、
通じ
た♪」
を実感

月謝払い
OK

振替オプション
一般参加OK
特別クラス

無料体験レッスン

随時実施中！

豊富なコース

お気軽に
お問い合わせくだ
さい
ANT

LA

ÓN

ADE

お問い合わせ

OSAKA

TEL:06-6346-5554

阪神梅田駅

ヒルトンプラザ
HERBIS WEST
PLAZA
ENT

ヒルトン
大阪

阪神
百貨店

大阪市北区梅田2-5-8千代田ビル西別館２Ｆ FAX:06-6110-5122

地下鉄西梅田駅

ブリーゼ
ブリーゼ

ADELANTE

地下鉄西神
山手線
三宮駅
阪急
三宮駅

神戸校

JR東西線
北新地駅

TEL:078-230-2022

N

2018年

開校予定春

神戸市中央区磯辺通1-1-18 カサベラ国際プラザビル9F FAX:078-230-2023

千代田ビル
西別館 2F

開校予定

ポートライナー
三宮駅

KOBE
N

ミント神戸

JR神戸線
三ノ宮駅
ド
ロー
ワー
フラ

号
11
速
高
神
阪

ハービス
OSAKA

大阪校

JR大阪駅

阪神神戸三宮駅
磯上
公園

神戸市
貿易
役所 センター駅

ホテル
サンルート
ソプラ神戸

ADELANTE

カサベラ国際
プラザビル 9F

東遊
園地

info@adelante.jp
日本とスペインをつなぐ無料スペイン情報誌 [ アクエドゥクト ] 発行元

ン語の本＆雑貨
スペイ
オンラインショップ アデランテ

ADELANTE

学習テキスト、
文法問題集、
レベル別副読本、
D.E.L.E.試験対策本、絵本など各種取り扱っています。
送料全国一律280円。8,000円以上のお買い上げで送料無料！

www.adelanteshop.jp

携帯・スマホからはこちらへQRコードを読み込んでHPへ

スペイン・中南米への留学は

スペイン留学.jp

en el extranjero
r
a
i
d
Estu

スペイン・中南米への留学手続代行

携帯・スマホから
はこちらへQRコード
を読み込んでHPへ

安心して出発できるよう、全力でサポートいたします。
留学相談、手続き代行無料サービス

スペイン人
スタッフが在籍

● スペイン89校、
中南米22校と提携
● 担当スタッフは全員留学経験者
● 実際にスタッフが現地視察しているので安心
資料請求／お問い合わせ

www.spainryugaku.jp
info@spainryugaku.jp

5都市にご相談窓口

スペイン語圏
留学専門

代行手数料
無料

本誌24-25ページに学校情
報、
お手続きの手順を掲載し
ています。
ご参照ください。

大阪 ☎ 06-6346-5554│神戸 ☎ 078-230-2022│名古屋 ☎ 052-766-6406
東京 ☎ 03-6869-6435│福岡 ☎ 092-517-9535│ 受付
時間 月〜土 8:30−21:30 有限会社 ADELANTE

