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エル・ブジの
もたらしたもの
Las aportaciones de "El Bulli"
a la gastronomía del siglo XXI

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！

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
大阪校
開始日

曜日

5/28〜

月

5/29〜

火

5/30〜

水

5/31〜

木

6/1〜

金

10:30〜11:20

6/2〜

土

10:30〜11:20

開始日

体験レッスン当日にお申し込みで

時間帯

18:30〜19:20
10:30〜11:20
19:30〜20:20
12:30〜13:20

神戸校

曜日

20:30〜21:20
18:30〜19:20

13:30〜14:20

水

6/8〜

金

13:30〜14:20

6/9〜

土

14:30〜15:20

19:30〜20:20

（10,800円）

1レッスン：50分
［受講料］
3,680円 / 回
（月謝制）
［教材費］1,944円
各クラス定員6名

携帯・スマホから
こちらの QR コード
から WEB へ

ゲーム
スペイン語の歌・絵本・
がら
な
み
し
楽
て、
し
などを通
ン
ッス
るレ
触れ
語に
スペイン

para niños

大阪校
TEL:06-6346-5554
大阪市北区梅田2-5-8
千代田ビル西別館２Ｆ
JR大阪駅より徒歩6分

●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。
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。

Curso

入会金無料

お申し込み・お問い合わせ

時間帯

6/6〜

子供向けクラス

申込み
受付中

第1回

神戸校
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
JR三ノ宮駅より徒歩8分

info@adelante.jp
神戸校
のみ開
5/12
（土）
からはじまります。
催
以降、毎週土曜日
（単発申込可）

時間割

3才〜小2：10:30〜11:20
小3〜小6：11:30〜12:20

参加費

3,500円

お申し込み
お問い合わせ

神戸校

［対象］B1+ 以上

参加者に

［料金］受講生 7,000円
一般 8,000円
仕事でスペイン語を実用する

抽選で当たる！
からなくても
スペイン語がわ イン語と日
ペ
ス
。
「AITANA WINE
す
大丈夫で
。
説いたします
HOUSE」の
本語両方で解
ワイン1本贈呈

協賛

人のための特別クラスで
す。将 来スペイン語を
使って働きたい学生さ

女性一人でも気軽に行ける、カジュアルなワインショップ

「AITANA WINE HOUSE」

〒651-0092 兵庫県神戸市中央区生田町2-6-13 1F（JR三ノ宮駅より徒歩10分）
TEL : 078-251-1600
営業時間10:30〜21:00 無休(年末年始を除く)

［料金］受講生 3,000円
一般 3,500円
映画はその国の社会を知る

入会不要、一般の方も参加できます。

ためのヒントです。スペイン
映画界の監督・俳優について

大阪校＆神戸校

も知識を広げましょう。スペ
イン映画について知りたい方
はぜひご参加ください。

お問い合わせ

KA

［対象］A2以上

SA

KA

スペイン語
特別クラス

［担当］マルタ

ミケル先生の文法講座
副詞の用法
（全2回）

法

文

O

化

SA

6月9日（土）13:30〜14:20

んも参加 OK！

文

O

スペインの映画

ネス

［料金］5,000円

KA

［担当］ミケル
［対象］誰でも

ビジ

第1回 6月7日（木）20:30〜21:20
第2回 6月14日（木）20:30〜21:20
［担当］
ミケル

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。

5月26日（土）13:30〜15:20

ビジネス
スペイン語講座
（全2回）

SA

KA

第4回 ADELANTE ワインクラブ

O

化
文

Club de Vinos de ADELANTE vol. 4

SA

O

¡Ven a
!
ADELANTE

第1回 6月16日（土）13:30〜14:20
第2回 6月23日（土）13:30〜14:20

［担当］
ミケル
［対象］A2以上

tiempo
¡En poco añol!
p
hablo es

［料金］受講生 7,000円
一般 8,000円
状況描写をするために欠かせな
いスペイン語の副詞について、
集中的に学び、理解を深めま
しょう。

info@adelante.jp

［対象］A2以上

スペインではラーメンを啜ると
「育ちが悪い」と思われます。
このクラスで両国の文化・習
慣・価値観の違いを、エレナ
先生と一緒に学習しましょう。

・お申込前に必ず開講する校舎をご確認ください。
・ADELANTE の受講生は、大阪校・神戸校どちらのクラ
スも受講生価格でお申込いただけます。
・クラスへのお申込・お支払は開講日の前日まで。お申込
後のキャンセルは返金いたしかねますのでご了承ください。

伝統行事が開催されま
す。地元出身のエレナ先
生が、故郷の魅力をお届け！

路上アート

7月28日（土）10:30〜11:20

［担当］マルタ
［対象］A2以上

KA
SA

［料金］受講生 3,000円
一般 3,500円
日本の国民食ラーメン！でも

年、華やかなイベントや

化
文

［料金］受講生 3,000円
一般 3,500円
パエリアでも、
トルティー
ジャでも、アヒージョで
もない、アンダルシア特有のめくるめく美食
の世界をご紹介！

6月19日（火）19:30〜20:20
［担当］エレナ
［対象］A2以上

［料金］受講生 3,000円
一般 3,500円
祝祭の地アンダルシア。毎

¡Qué divert
id
aprender es o
en ADELAN pañol
TE!

O

化

［担当］エレナ
［対象］A2以上

文

7月10日（火）19:30〜20:20

BE
KO

アンダルシアの食文化

BE

の様々なブランドやその傾向、ファッション
業界と美容業界についても触れます。

話

は歴史が古く、産業の要でした。スペイン

会

会話で異文化理解
〜スペインと日本〜

を紐解いてみましょう。特
にテキスタイルと靴産業

KO

［料金］受講生 3,000円
一般 3,500円
スペインのファッション史

6月26日（火）19:30〜20:20

［担当］エレナ
［対象］A2以上

化

TEL:078-230-2022

アンダルシアの祝祭

BE

es muy fácil
¡En ADELANTE
ol!
aprender españ

神戸校

KO

KA

TEL:06-6346-5554

文

化

文

［担当］マルタ

SA

6月16日（土）10:30〜11:20

O

スペインの
ファッション＆流行

大阪校

iar!

¡Vamos a estud

［料金］受講生 3,000円 / 一般 3,500円
路上アートはスペインや中南米の至
るところで見られる風物詩。なぜそ
れは若者の心をとらえて離さな
いのでしょうか？このクラスで、
作品や有名アーティストについ
て見聞を広めましょう。

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
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ADELANTEのスペイン語レッスン

表紙写真：「ラストワルツ」(2011)
写真提供：©elBulliArxiu / F.Guillamet
エル・ブジのクローズを惜しんで、お別れパーティに駆けつけたシェフたち。フェランを支え
てきた歴代のチームの料理人たちに加えて、ここで学び影響を受けて今は世界各地のトップ・
レストランで活躍するシェフたちの顔も見られる。真ん中の列左から４人目から：
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エル・ブジの
もたらしたもの

Las aportaciones de "El Bulli" a la gastronomía del siglo XXI
監修

渡辺万里

エル・ブジ、
その始まりから
終わりまで
El Bulli,
desde sus inicios
hasta el final
TEXTO = 渡辺万里 / Mari Watanabe

世界中から人が訪れるレストランがあった。
伝説といってよいほどに有名になった料理人がいた。
しかし、そのレストランが店の扉を締めてからすでに7年が経つ。
それなのになぜ今、
「エル・ブジ」について語るのか？
なぜ、フェラン・アドリアについて知ることが、
最新の美食を理解するために必要なのか？
そんな疑問に答えるためにまず、1980年代から21世紀にかけて
エル・ブジの辿った道のりをかいつまんで描いてみたい。

21世紀を先どりしたスーパーコンビ、
フェラン・アドリア
（右）
とジュリ・ソレール
（左）

acueducto.jp

5

De un paraje natural,
a un espacio gastronómico único

リゾート地のレストランから、
世界唯一の美食空間へ

6

スペイン情報誌 acueducto

Las aportaciones
de "El Bulli"
a la gastronomía
del siglo XXI

「エル・ブジ」はチェコ生まれのシュリング夫妻
によって始まり、彼らの飼っていた犬がブジ
（ス
ペイン語でフレンチブルドック）
であったことか
ら名付けられた。ありふれたリゾート地のレスト
ランだった店に、1981年ジュリ・ソレールが支
配人としてやってきて、新しいエル・ブジの歴史
をスタートさせる。バルセロナのレコード会社で
働いていたジュリは、
ここでフェラン・アドリアを
見出すことになる。
1994年、エル・ブジで開催された
短期講習会でのフェラン。筆者も参加した

フェランは軍隊で調理担当をしていたことが
きっかけで、
ひと夏のスタジエ
（無給スタッフ）
と
してエル・ブジにやってくる。なんのキャリアも
持たない21歳の彼がこの店で働くことを決め
たとき、彼の素質を直感して抜擢したのがジュ

エル・ブジの独自性は料理だけでなく、
すべ

リであり、
フェランは手探りで高級料理の世界

ての面で発揮された。
フェランの言葉を引用す

へと入っていくことになる。

るなら

最初は有名シェフの模倣や教科書通りの
基礎からのスタートだったはずだが、
フェランは

「エル・ブジに来た人は、
ここでしか経

ごく短期間で「自分の作りたい料理」
を見出し

験できない特別な数時間を過ごす。
そ

ていく。スペイン料理の「 地方ごとの郷土料

れは非日常の時間。非日常の空間。

理」
という枠を取り去り、
それでいてフランス料

食のディズニーランドだね」

理の模倣でもない自由な発想の料理へと移行
していくのに、
わずか数年しかかかっていない。

そこに、
フェランの料理をエンターティメントとし

そして、有名シェフの影響を強く受けていない

て完成するために必要な演出をすべて考えて

からこその身軽さで、新しい調理法をも発見し

プロデュースする、
ジュリの力が働いていたこと

ていく。

に疑問はない。

この時期のフェランの料理は、後期に比べ

さらには、
フェランが料理の開発だけに専念

ればまだシンプルで、パッと見た限りではごく普

できるよう経営面のすべてをジュリが請け負っ

通のプロセスの調理によるものが多いにもかか

ていたことも、
あらゆる料理人たちの垂涎の的

わらず、今見てもなお、斬新で誰の料理にも似

だった。
こうして、
エル・ブジという唯一無二のワ

ていない。次第に、
スペインの料理界やマスコ

ンダーランドが構築されていく。

ミがフェランに注目し始め、
「 世界に類を見ない
レストラン」
としてのエル・ブジが確立していく。

1年のうち6ヶ月しか営業していないレストラ
ンに世界中から予約が殺到し、若くしてミシェ
ランの三つ星をとり、
スペイン中の若者たちに
「料理人になりたい」
と夢想させるまでに至った
スターシェフは、次第にレストランという枠には納
まりきれない形での活動を広げていく。料理学
会での発表や世界各地での講演を通して、彼
は料理人が厨房を飛び出して社会で活躍して
いく時代であることを示唆してくれたのだ。
また、料理と科学との融合というフェランの
提示した新しい切り口は、創作料理の世界に
全く新しい地平線を切り開いた。そのおかげで
現在、世界中のシェフたちが、科学的な裏付け

モンジョイ入江の畔
に開店したレストラン
©elBulliArxiu /
F.Guillamet

エル・ブジの象徴フレン
チブルドック

に支えられた新しい料理の創作という自由を
満喫している。

acueducto.jp
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Cita para los amantes de la comida y los sentidos

美食と「五感」の出会い

Aire de zanahoria con leche
amarga de coco (2003)
ビターココナッツミルクと人参の気泡

フェランの料理は、毎シーズンすべて入れ変
わる。その年の料理は、その年しか食べられな

マにして料理を考えるという発想。すべてが新

ことができない日本の美味の概念とフェランの

しかった。

美味の世界は、まるで違うように見えて実は近

い。そんなファッションの世界のようなルールを

さらに、フェランに多くを学んだイギリスのシェ

生み出したことも、このレストランにどうしても行

フ、ヘストン・ブルメンタールが、料 理の横に

さらに視覚においてもフェランは、日本の料

きたいという人々の気持ちを掻き立てた。

iPadをおいて波の音を流しながらシーフードの

理における自由さを見事にとりいれた。丸い皿

皿を出したとき、人々はその発想に驚いた。
「音

しか存在しなかった西洋料理の世界に、四角

で味覚を刺激する」という考え方も新しかった。

や三角の皿、左右非対称な器、自然の木や

しかしフェランの料理の凄さは、一品ずつが
独創的だというだけではなかった。それまでヨー
ロッパの食には存在しなかった新しい角度から

西洋の美食の歴史では、
「美味」という概

しいものと言ってもいい。

葉っぱまであらゆる器を導入したのだ。今やそ

の「美味」を提案したという意味でも斬新だっ

念の大部分は五感のうち視覚、嗅覚、味覚に

れらの器は世界中で当たり前の存在となり、フェ

た。そのひとつが texturas（食べ物の食感）
と

よって形作られてきたから、残りの二つ、触覚

ランによって始まったことさえ知らない若者たち

いうキーワードだ。

と聴覚に気づいたフェラン・アドリアの着眼点

が、あらゆるジャンルの料理に四角い白い皿を

は意表をついたのだ。

使っている。ここでも、フェランが料理人として

様々な食材を何も加えずに泡状にする、エ
スプーマという器具の発明。失敗から生み出

そしてそれは奇しくも、彼が深く敬愛する日

された「粉状のアイスクリーム」という新しいテ

本の食につながっていく。
「とろっとした」
「ふわっ

クスチャー。同じ食材を異なったテクスチャー

とした」
「さくさく」
「かりかり」など、触覚と聴覚

に展開する、テクスチャーのコントラストをテー

を表現するオノマトペが美味の表現に欠かす

以上にアーティストとして影響力を持っていた
ということが実証されているのではないだろうか。

Ravioli esférico de guisantes
y ensalada de guisantes a la
menta (2003)
球体にしたグリーンピースのラビオリと
ミント和えグリーンピースサラダ

左）
Ravioli que se va (2009)
消え去るラビオリ
下）Quinoa helada de foie-gras de
pato con consomé (2001)
コンソメにのせた、
フォアグラの粉状のア
イスクリーム

Cacahuetes miméticos (2009)
ピーナツの模倣
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Las aportaciones
de "El Bulli"
a la gastronomía
del siglo XXI

Una revolución en la divulgación del conocimiento
「エル・ブジ」の厨房を最初に
訪れたときの一番のおどろきは、

情報の公開という奇跡

厨房がレストランのなかで最高の

が、全員若者だということだった。フェランは、
「僕たちはサッカーみたいなチームだ。ポジショ

のうえに自分の料理を構築して
いくというチャンスを与えられたの

場所にあって広々としたオシャレ
な空間であること。そしてそこで働いているの

アイデアを知識として吸収し、そ

だ。
リが新車を開発するのに研究所が必要なよう

2011 年にレストランとしてクローズしたあ

に、僕たちも研究の場所が必要だから」とフェ

と、情報公開という考え方の究極として、研

ランは語る。

究機関としての「エル・ブジ・ファンデーショ

ンは違っても皆でひとつ」と 50 人が一緒に

完成した料理はレストランで発表され、さら

ン」が誕生した。エル・ブジで生まれた知識

食べるまかないの食事をパクパクと食べながら

に書籍や CDROM という形で販売もされた。

と経験が、ここでさらに進化しつつある。しか

語ってくれたものだ。ヒエラルキーが支配する

つまりフェランの発明した料理は、世界中どこ

も、インターネットのページを通して膨大な量

従来の高級レストランの世界では考えられな

にいても学べるようになったのだ。「僕の料理

のデータを学ぶことができる。これこそまさに

かったこの形態こそが、フェランが新しい料理

をそのまま同じに作れても、それはただの模倣

フェランが、そしてジュリが望んだ「エル・ブ

を次々と発見しレストランを絶えず進化させて

だ。そこに何を付け加えるか？ それがクリエー

ジの進化形」なのだ。

いくための重要な要素だった。

ティヴということの意味だ」というフェランの言

「エル・ブジ・ファンデーションの仕事を誰よ

やがてその延長線上に、レストランとして多

葉通り、すべての情報を公開することで、彼

りもエンジョイしてくれたはずのジュリがいなく

分初めて「タジェール（アトリエ）」を持つと

は「創作料理」のハードルを一段と高くした。

なったことを、心から悼む」とフェランは述べた。

いう形態が生まれる。フェランが思いついた

このおかげで、今やスペイン中に優れたレベ

2015 年に惜しまれつつ死去したジュリ・ソレー

料理のアイデアは、ここで精鋭チームによる

ルの若手の料理人が溢れている。彼らは、
フェ

ルに、心からの敬意と愛情を込めて、この記

試作や討論を通して完成されていく。
「フェラー

ランが与えてくれた最新の料理技術や創作の

事を捧げたいと思う。

Menestra de verduras en texturas (1994)
テクスチャーに展開した野菜のメネストラ

Deconstrucción de pan con tomate
トマト味のパンの再構築
©elBulliArxiu / F.Guillamet
acueducto.jp
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Jóvenes cocineros reunidos en "El Bulli"

「エル・ブジ」を共有した若者たち
1990年代から21世紀にかけての「エル・ブジ」

46席のお客に対して50人という驚異的な数の

の「ノーマ」やイギリスの「ファット・ダック」が生

について、のちにフェランは「我々は20年間で

スタッフの多くは、スタジエとして無給でもエル・

まれたと言っても過言ではない。エル・ブジは多

1世紀分の仕事をした」と語っているが、その改

ブジで働き、学び、過ごしたいという若者たちで

くの料理人を育て強い影響を与えたという見地

革への鮮やかなスピード感に背中を押されるよ

占められ、1シーズンに2000人以上のスタジエ

からも、間違いなく世界の美食地図を書き換え

うに、世界中から人々が押し寄せた。

希望者がいるほどの倍率だった。

たのである。

お客としてだけではない。フェランの下で働き
たいという料理人志望の若者たちも殺到した。

エル・ブジを体験したこれらの若者たちのなか
から、世界のトップに立つレストラン、デンマーク

そして日本からも、少なくない数の若者たちが
モンジョイ入江を訪れて「エル・ブジでのひと夏」

2011年に閉店してからもう7

事をすればその調理法や仕上

フェランは自分の開発した新

ていった。これは、私たち料理
人に新しい技術や知識を教えて

年も経つのに、料理人だけでな

げはおおよそ見当はつくが、エ

しい 調 理 法、食 材、料 理を隠

く世界のあらゆる人に語られる

ル・ブジの料理は全く想像つか

さずにどんどん公表していった。 くれただけでなく「料理の可能

エル・ブジというレストラン。

なかった。それを質問すれば調

その頃スペインでは料理学会

食事をするために私が初めて
訪れたのは、1998年に三つ星
を獲得した翌年、まだ昼の営業
もしていた頃。レストランに着い
ての最初の印象は、モダンなキッ
チンと古い客席のギャップだっ
た……。
今でこそキッチンにお客様を
通したり、キッチンのシェフの横
でシェフズテーブルという趣向
で料理を食べさせたりすること
は一 般 的だが、エル・ブジでは
当たり前のように既にそれが行
われていた。
店内に入るとまず厨房に案

エ
ル
・
ブ
ジ
は
何
を
し
た
か
？

内される。ここで「スナック」と
いうエル・ブジ独特のアペリティ
フがオリジナルカクテルとともに
出される。そしてなんとここだけ
で15〜20 品ほどの料 理が提
供される。 料理といってもほと
んどが一口大の物、それがわん
こそば状態で次々とやってくる！

山
田
チ
カ
ラ

性はまだまだ未知数だよ」と教

理場に連れて行かれ、皆嬉しそ

が頻 繁に開かれるようになり、 えてくれたのだと思う。

うに説明してくれる。その筆頭

フェランの登場とともにこの国

私が初めてエル・ブジの厨房

は、料理人でもないジュリだった。

の料理界が一気に世界の料理

に入ったとき、フェランに世界中

ジュリはエル・ブジのオーナーの

基準を壊してしまったと言っても

の豆を用意するからそれで豆腐

一人でフェランのプロデューサー

いいと思う。

と湯葉を作ってくれと言われた。

兼ソムリエ、ピリピリしている厨

彼は今までの常識を覆し、当

日本人として豆腐は大豆で作る

房を和ませてくれるいい兄貴の

たり前を当たり前とせず、すべ

もの、
レンズ豆やひよこ豆ででき

ような存在だ。

ての基礎を見た上で自分のや

るわけがないと思うと言うと「じゃ

私は厨房で2年ほど働いたが、 り方を作っていった。今は当た

あ、チカラはできないということ

厨房はフェランを頂点に、その

り前になっている少量ポーショ

を試したのか ?」と言われた。そ

下に総 合シェフ、料 理 開 発 専

ン多皿の構成や、お客様への

れがまさにフェランだった、すべ

門のシェフ、デザートとか開発に

食べ方の指定、テーブルの上

ては自分の目で確かめなさいと

携わるシェフの弟のアルベルト、

以外の演出 ( 香水のように香り

……。

その下に各チームの責任者の

を振りかけたり、音を聞かせたり、

彼は学校の校長先生、その

シェフがいて、チームには5〜6

視覚的驚きを与えたり……)ジャ

下に各担任がいて、生徒は半

人位のスタジエがいるという構

ンルを超えた食 材 使 用、食 器

年の長い休みを経て世界中か

成。店の営業は3月末のイース

や料理を盛り付けるものすべて

ら集まる。緊張感はすごかった

ター明けから9月の最終日曜日

の再考 ( 石を使ったり、木を使っ

が 一 体 感もすごかった。あの

までという限定期間。

たり、試験官、スポイトなどを使っ

チームワーク、世界中の料理人

営業用の厨房のほかに料理

たり、日本の寿司のようにお客

との友 情、料 理への探 究 心、

開発のラボを持つということも、当

様に直に料理を手渡したり)な

時は画期的ではなかっただろうか。 ど、数え切れないほどの新しい
ものがフェランから生み出され

そして客席へ移ってメニューを

新しいスタイルのサービス、得る
ものは限りなくあった。
あぁ ¡Lo echaré de menos!

創作料理「山田チカラ」

見れば、品数の合計は約50品。
こんな体験は初めてだったので、
びっくりもしたが楽しかった。
エル・ブジの料理は作り方が
想像できない。料理人として食

東京都港区南麻布1-15-2 １Ｆ ☎03-5942-5817
URL:www.yamadachikara.com
フェランと厨房にて
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Las aportaciones
de "El Bulli"
a la gastronomía
del siglo XXI

を過ごし、その経験を糧として新しい料理の世

この若者たちのなかにしっかりと受け継がれた。

界を日本に持ち帰った。
「スペイン料理」ではな

日本という風土に飛んできたフェランの料理哲

く
「フェランの哲学」
を学んで帰ってきた彼らは今、

学の種からどんな花が咲いていくのか、これから

日本の創作料理の世界で活躍している。

も大いに楽しみに見守りたい。

「僕の料理はスペイン料理ではない。カタルー
ニャ料理でもない。地中海に生まれ育った僕自

厨房でまかないを食べるスタジエの若者たち
（2008）
©elBulliArxiu

身の料理でしかない」と語ったフェランの姿勢は、

「エル・ブジのことを書いてほ

りがいを感じていたし、仕事も充

ンジョイ入江に導かれた。

現実となり、思いがけないふとし

しい」というオファーをもらってこ

実していた。しかし、料理人とし

あの夏、僕のすべてが変わっ

た瞬間に孵化する。その蝶の

れを書き始めた。

てのアイデンティティは完全に

た。料理の仕方や考え方だけ

羽ばたきは、やがて世界に嵐を

ぼやけていた。

ではなく、性格まで。言葉にす

起こす。

僕の貧相な表現力では、伝
説となってしまったレストランの

自分がイタリア人でないこと

ればものすごく簡潔で簡単だ。

この身に染み込んだのは「挑

真実を書くことはとても難しい。

は、花の咲き乱れる僕の脳でも

本物のイノベーションとは案外

む姿 勢」。いや、
「挑み続ける

生涯をかけて考え続けなければ

理解していたし、かといって日本

そんなものかもしれない。

姿勢」というべきか。その情熱

ならない大きな宿題だ。

料理の知識も経験も、草の種

あの夏に出会った「料理・カ

ほども持ち合わせていなかった。

ルチャー・人・物・景色」が、僕を

が過ぎている。時の流れは振り

自分が何者なのかわからなくな

変えた。

返ったときにその早さに驚かさ

るという、いわば稚拙な風邪を

れるものだ。当時のことは昨日

拗らせていたのだ。

指折り数えれば10年の歳月

30歳という年齢 の背中をク

のことのように覚えている。そし

エル・ブジのこと

の火は、未だ僕の胸で燃え続け
ている。

フェランのストイックさ。ジュリ
のホスピタリティ。世界を変えん
とする渦の中心には、情熱と野

永島健志
フェランと

て、記憶は曖昧で、ピンボケ写

リアに捉えたその年、僕は完全

心に溢れた若いチームがあった。

真のようでもある。どちらも真実

に迷い子だった。自分の立って

上下関係のないフラットな集

で、どちらも虚構だ。

いる場所も、そして目指していく

団は、前向きで攻撃的。大きく

場所も霞んでいた。 30歳 とい

開かれた広いひろい厨房には、

うリアルで鮮明な ポイント とは

それでも収まりきらないエネルギー

スペイン・カタルーニャ。ひと
夏の夢の話。
2008年3月。僕はバルセロ
ナ＝エル・プラットへの飛行機
に乗っていた。

対照的に、それは曖昧で不確

が満ち溢れていた。爆発寸前

かなものの象徴のようであった。

の火 薬のように。エル・ブジで

約束があったわけではない。

の経 験は「イノベーション」の

数日前に29歳になった僕は、 そこを訪ねたからといって、受け
言葉にできない危うい焦燥感と

入れてもらえる保証はまったくな

ジュリと

81（Eightyone）

体験だ。厳密には「イノベーショ
ンが起こる瞬間」の目撃だ。

ともに空を飛んだ。料理人とし

い。それでも僕が空を飛んで向

クリエーションとは真似ること

て生きてきた10年。途中イタリ

かったのは、そうしなければいけ

ではない。ひたすらに考え続け、

ア・ローマで料理を学んだ日々も

なかったからなのだと今は思える。

悩み、試し、数えきれない失敗

あった。帰国後もそれなりにや

妖しい魅力の虜だった。僕はモ

を繰り返す。そしてアイデアは

東京都港区西麻布4-21-2 コートヤードHIROO
☎080-4067-0081
URL:eightyone.tokyo

acueducto.jp
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Madrid Fusión 2018

マドリード・フュージョン2018から
TEXTO = 小林由季 / Yuki Kobayashi

世界料理学会「マドリード • フュージョ

カペル氏は「年齢や年代で厳密な括りが

的だった。スペインのシェフたちはそれを

ン ( 以下 MF)」が、世界の料理界の傾向を

あるわけではない」と断りながらも、第1世

学習し模倣し、改良してゆくしか道がない

マークする指標になって久しい。エル・ブ

代としてヌーベル・キュイジーヌの流れを

ように見えた。その中で、パンクルックに

ジが閉店し、スター不在と思われたその後

汲み、新バスク料理を築いてきたアルサッ

身を包み（それは登場当時には相当な話題

も逆に、学会の発表はより自由に、講演を

クやスビハナを置く。その次の第２世代は

を醸したものだ）アジアに傾倒したダビッ

するシェフたちも多種多様になってきた。

フェランやマルティン • ベラサテギ、ルイ

ド • ムニョスや、青果の世界に執拗な研究

ス • アンドーニ、カルメ • ルスカジィーダ

心を見せるロドリゴ • デ • ラ • カジェ、プラ

主催者ホセ • カペル氏は「第4世代」の存在

等々。第３世代は、この第2世代に属する

ンクトンを始めとする海の世界に新境地を

を強調した。もう何年も大御所たちは不在

シェフの下で力を付けたシェフたち、つま

追いかけるアンヘル • レオンら第3世代が

だが、今年のプログラムに名前を連ねたシェ

り、ダビッド • ムニョスやエネコ • アチャ、

登場する。

フも新顔が多い。MF はフェランや「ノーマ」

ロドリゴ • デ • ラ • カジェらになる。そして

この世代にはミシュラン店で修業してき

のレネ • レゼピが MF 登場後に一気に世界

第４世代が今回 MF で登場したウエスカ県

たシェフが多い。彼らは雨後の筍のように

レベルになったように、常に「新人開拓」
「新

のトニーノ • バリエンテ、クエンカ県のヘ

発生する高級店の中で、
「オリジナル」であ

傾向開拓」に余念がない。挑戦する精神は

スス • セグラらだ。

ること、得意分野があることが強みとなる

2018年に16回目を迎えた今年の MF で、

保たれたままだ。

フェランが築き上げた料理と科学の融合
という金字塔は、あまりに衝撃的かつ革新
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ことを示してきた。メディアでの露出、ビ
ジュアルの大事さも相当に意識する世代だ。

Las aportaciones
de "El Bulli"
a la gastronomía
del siglo XXI

第4世代のシェフたち
左 ）アルゼンチンのヘルマン・マル
ティンテギ
中）
ベネズエラのマリア・フェルナンダ
右）
クエンカ県のヘスス・セグラ

その後、MF には未発見食材や南米料理
のブームが来る。それは南米のシェフがこ
ぞって登場した2011年前後が顕著だった。

い郷土愛。それが第４世代に受け継がれて

とにこだわり、その後も執拗にリンゴ酢、

ゆくようだ。

麹酢、麦酢、あらゆるものから酢を作って

ひとつのエポックはそれが終わってみな

レストランの料理の幅を広げている。

ペルーのガストン • アクリオが登場してキ

いと、その定義を探すのは難しい。第４世

一方、ウエスカ県のトニーノのこだわり

ノアを紹介すると、ペルーでは翌年キノア

代は今始まったばかりだ。だが、今年第４

はバルの「カウンター」だ。最初の店は８㎡

の輸出量が２倍になる。ブラジルのアレッ

世代の発表を見ていて共通した傾向は、
「肩

のカウンター席のみ。店が成功し、新店舗

クス • アタラが試食に蟻を出すと、数年後

の力が抜けた」ということ、料理や料理人

へ引っ越す際もカウンター熱はそのまま。

には欧米で食用昆虫のパックが商品化され

がグローバルからローカルに戻って来たと

カウンターからキッチンが眺められること

店に並ぶ。MF を通じて、南米のシェフらは

いう点だと思う。第４世代と言われて登場

にこだわる。彼が作った髄とホタテを使っ

地元の料理や食材が世界的に認識されるこ

したシェフたちは、
「好きなものが最初か

たオムライスのような一品は凄いボリュー

とに貢献し、同時に欧米のシェフたちは一

らわかっている」という印象だ。ローカル

ムで、格好つけないパフォーマンスが受け

気に料理の世界地図が広がったと感じたも

性が彼らにとって基本であり、世界に発信

ていた。

のだ。

云々も興味がなさそうに見えるほどの自然

前述のガストンを始め、2017年に MF に

内に籠るマニアックという印象がある第

体。彼らは世界の最新の素材探しもせず、

４世代。彼らはスペイン料理界の発展を当

登場したベネズエラで従来のカカオ経済を

新しい道具を発明もしない。大規模に大学

然のものとして育った世代だ。流行に流さ

変えようとするマリア • フェルナンダや、

や研究所とのコラボもしない。

れずにオリジナルであるために、自分の土

移民立国のアルゼンチンで敢えて原住民の

小さなセミナーで酢に対する情熱を語っ

地に根を張り、好きなことを続けるという

ルーツ食材を探るヘルマン • マルティンテ

たクエンカ県のヘススは、酢を取るために

姿勢が見える。それは至極誠実で、好感度

ギらは、南米独特のローカル素材のグロー

ワインを醸造し、効率的に酸化させるため

が高く、料理人の最初の魂が戻って来たよ

バルな認識を目指した好例だ。彼らの共通

にワインにポンプを入れたら、レストラン

うにも感じる。モードは必ず一巡する。ス

点は、南米食材や料理の世界的な認識を求

の倉庫中が酢浸しになってしまったという

ペイン料理界は、静かにその分岐点に来て

めつつ、ローカル性を尊重する姿勢だ。深

失敗談を披露していた。自分の手で作るこ

いるのかもしれない。
トニーノ・バリエンテによる、髄とホタテを使ったオムライス風の一品

青果の世界を探究するロドリゴ・デ・ラ・カジェの一皿。鮮
烈な青はインパクト大だ

acueducto.jp
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Desde "El Bulli" al mundo

「エル・ブジ」から、世界へ
TEXTO = 渡辺万里 / Mari Watanabe

2011年にエル・ブジの終焉を見届けた私は、 ド・フュージョンというはっきり形になって現れる
「もうスペインの創作料理の世界では、見る
べきものはすべて見てしまった」という諦めの
心境に陥っていた。

そのなかで第４世代と呼ばれる料理人たちは、
なんと「エル・ブジを知らない世代」なのだとい

の活動は見事に若い次世代を支え、スペイン
料理界がフェランのもとで予想以上に層の厚
い実力を蓄えてきたことを証明してくれている。
スペインの美食シーンは、今も目が離せない。

あまりにも偉大な天才出現のあとには、それ

うことに気づいて、愕然としたのは私だけだろ

ますます多様化しながら、見事に世界のガスト

を超えるほどの人材は簡単には現れない。様々

うか。エル・ブジの全盛期のときにはまだ子供

ロノミーシーンを牽引している。なにしろ、いま

な若い料理人たちの試みをみても、どれも模

だった世代が、スペイン料理界のトップステー

や世界中にフェラン・アドリアの後継者たちが

倣にしか見えない。そのうえスペインを見舞っ

ジに立っている。

いるのだ。そこにはもう、料理のジャンルさえ存

た大規模な経済危機は、新しい動きへのエネ

しかしだからこそ、彼らの料理や彼らの考え

ルギーを牽制してしまうように見受けられ、スペ

方のなかに、なんの気負いもなく、フェランが築

インのガストロノミーは、一躍躍り出た世界のトッ

いた全く新しい料理の哲学と方法論が息づい

プという位置からもはや転落するしかないのか

ているのを感じる時、
「エル・ブジ」の成し遂げ

「まだまだ進化できることは残っている。イン

と危ぶまれる時期が続いた。

たことの大きさに私たちは改めて愕然とする

ターネットの用途の拡大、大学教育と食

しかしまもなく、思いがけないほど力強い流

のだ。

在しない。そんな実感を、フェランが最近書い
た文章で締めくくりたい。

文化の接近、
レストラン業界の発想の変

れが始まった。予想しなかったタイプの料理

同時に、フェランから直接影響を受けた世

人やフェランでさえびっくりしそうな発想が現れ

代の料理人たちは今、古い調理方法の見直

る一方で伝統への回帰が呼びかけられ、様々

し、伝統的な食材の新しい利用法などに挑ん

ジャンルの専門家との交流。すべてが２１

なスタンスでの模索が混沌と入り混じるなか、

でいて、ここにはかつてスペインの料理界を飛

世紀の食を、
もっと驚くべき広がりへと誘導

21世紀のスペイン料理界は間違いなく前進し

躍的に前進させた1980年代の「新バスク料

続けていることが明らかになってきた。

理」誕生の時の発想を彷彿とさせるものがある。

そんな「エル・ブジ以後」を、小林さんがマドリー

14

ステージから報告してくれた。
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「地に足のついた革新」とでも呼びたい彼ら

革。料理人たち同士の交流、
それ以外の

していくことだろう」

Las aportaciones
de "El Bulli"
a la gastronomía
del siglo XXI

エル・ブジ関連書籍・DVD

エル・ブジ 至極のレシピ
集―世界を席巻するスペ
イン料理界の至宝
日本文芸社（2000）
渡辺万里 著 / フェラン・アドリア
監修

エル・ブジ コレクション
1998〜2001

（月刊専門料理2002年4月号
増刊）
柴田書店 (2002)
木村真季 編

スペインが止まらない―
才能が止まらない/スペイ
ン新時代をリードする、8
人のシェフ エル・ブジコレ
クション2003

エル・ブリの一日―アイデ
ア、創作メソッド、創造性
の秘密

ファイドン（2009）
フェラン・アドリア 著 / ジュリ・ソレ
ール 著 / アルベルト・アドリア 著
/ 清宮真理ほか 訳

（別冊専門料理）
柴田書店 (2003)

「エル・ブジ・ファンデーション」公式刊行物

エル・ブリの秘密 世界一
予約のとれないレストラン

角川書店（2012）
監督 ゲレオン・ヴェツェル / 出演
フェラン・アドリア、オリオール・カス
トロほか

Catálogo general
elBulli 1983-2011

エル・ブジで開発された料理一品
一品を収録した究極のレシピ本

Bebidas. Deﬁnición,
historia, tipos
y composición
(Volumen I)

「Bullipedia」シリーズ出版。
「ドリ
ンク」に関する三部作の第一弾

Comida para pensar,
pensar sobre
el comer

『思考のための食、食を思考する』
料理を芸術的に捉えた一冊

公式料理研究機関「エル・ブジ・ファンデーション」
www.elbullifoundation.com

Perfil de los autores

渡辺 万里

山田 チカラ

永島 健志

小林 由季

Mari Watanabe

Chikara Yamada

Takeshi Nagashima

Yuki Kobayashi

大学で「スペイン内戦」
というテーマと出会い、
それがきっかけでスペイン食文化の研究をライ
フワークと決める。日本とスペインを行き来しな
がら料理とその歴史を学ぶと同時に、1992年
からマドリードのグルメ雑誌「Gourmets」への
執筆などを通してスペイン料理界の最前線に
接するようになり、
「エル・ブジ」
と出会う。現在は
東京・目白の「スペイン料理文化アカデミー」
を
拠点として、
スペインの食文化のより正確な紹
介を目的として活動している。

静岡県静岡市出身。料理の基本を習得した後
ヨーロッパに渡り修業。
「エル・ブジ」
で1年半働
く。約7年間の欧州経験を経て日本に戻りスペ
イン料理店でシェフに就任。2007年に独立し、
創作料理「山田チカラ」
をオープン。料理を総
合芸術として考え、独自のスタイル追求をかか
げ、
ジャンルにとらわれない料理文化の研究に
尽力。 文化・芸術的な観点で食材と消費者を
料理で繋ぐことをライフワークとし、産地の特産
農産品に拘り自ら産地を渡り歩く。

1979年3月2日生まれ。愛知県出身。高校を卒
業後、
自衛隊・護衛艦の調理室に配属になった
ことをきっかけに料理人となる。数軒のレストラ
ンで経験を積み、最後に「エル・ブジ」にて半年
間学んで帰国。2年後に「81（エイティーワン）」
をオープンする。
シアターのような演出と構成を
持ったディナーは、美味しさの先にある独自のパ
フォーマンスで注目されている。

1995年よりスペイン在住、
ライター、
コーディ
ネーター、通訳。雑誌「料理通信」
スペイン通信
員。TVコーディネートではBS TBS「地球絶景
紀行」
など紀行ものからTV東京「未来世紀ジパ
ング」など経済テーマ、時事問題報道まで幅広
く手がける。2014─2015年のMF日本政府出
展スペイン側コーディネート他、各種イベントの
裏方も得意。マドリード郊外の「高尾」に暮らし、
週一度の市場での買い物をこよなく愛す。

acueducto.jp
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〒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

西宮市国際交流協会

"Jerez de la Frontera,
ciudad del vino y el ﬂamenco"

2018 年 6月 2日（土）14:00 〜 15:30
ゲスト：Elena Martín Turnes

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 / 5月10日（木）より

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

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

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
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www.acueducto.jp/publicidad

堀
越
千
秋
著
﹃
美
を
見
て
死
ね
﹄
よ
り

こ
こ
に
は
た
っ
た
一
ツ
の
音
︑
悲
し
み
が
聞
こ
え
る
︒

H
O
R
I
K
O
S
H
I
C
H
I
A
K
I
E
X
H
I
B
I
T
I
O
N

今
井
一
詞

2018.5.21[Mon]-6.10[Sun]
13:00-18:30 水・日休廊
5.25[Fri] 17:00−

［Tel & Fax］03-5579-9617
［mobile］090-9970-7582
オープニング
［mail］luna.kazuki@gmail.com
［URL］http://www.g-kazuki.com レセプション

堀越千秋展「美を見て死ね」

後援

同 パークホテル東京 PARK HOTEL TOKYO
時 東京都港区東新橋1-7-1 汐留メディアタワー
開
（25F）
／アーティストフロア
（31F）
】
催【ロビー
入場
無料

11:00-20:00 http://parkhoteltokyo.com

月刊パセオフラメンコ

vol.
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MODA

ESPAÑOLA

小さな町から世界へ羽ばたく
ニットブランド「aldomartins」
TEXTO = 井上 礼 / Rei Inoue
FOTO = ⓒ Aldomartins

COLECCIÓN 2018
acueducto.jp
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バルセロナとファッション
ガウディに代表されるモデルニスモ建築が、美
しい海と空のブルーに映えるバルセロナ。
誰もがこの地で建築やアート、食に触れたいと
思うものですが、ファッションも同じく多種多様だと
いう事実はあまり知られていません。特に穏やか
な地中海性気候のイメージがあるバルセロナにお
いて、ニット産業が盛んであると知ったら、ちょっと
驚きではないでしょうか。バルセロナメイドにこだ

Barcelona y la moda

わり、世界へと羽ばたくAldomartins (アルドマー
チン) もそんなニットブランドの１つ。バルセロナ
ファッションは知れば知るほど面白いものです。

バルセロナ郊外にある
ニットの町、Igualada
Aldomartins 社はバルセロナ中心部から直線
距離で50km ほど北西にある郊外の町 Igualada
(イグアラダ )で1975年に生まれました。世界32ヵ
国で愛されるブランドに成長した現在も、この町で
デザインから縫製まで全工程を行っています。のこ
ぎり山として知られるモンセラットを超えた先にある
Igualada。澄み切った空気とのどかな風景が広
がるこの町は古くからニット産業、特にジャカード
技術を使った織物の生産が盛んでした。現在の
CEO、Marti Bisbal 氏と、妹でデザイナーの Núria
Bisbal 氏を中心としたファミリー企業は、先代から
受け継がれたジャカード技術をさらに現代に昇華
させて、色鮮やかなコレクションを展開しています。
18

COLECCIÓN 2018

繊細なジャカードによる大胆なカラー使い
ジャカードとは元々2色の糸をピクセル単位で

など自然素材を積極的に使用しているので、肌

幾何学柄に織っていく手法です。色ごとに型を

が敏感な方でも安心です。ニットと聞くと冬の

作らねばならないので大変な手間と高い技術を

イメージがどうしても強いのですが、春夏シー

要します。今はコンピューターで柄や色をコント

ズンも存分に楽しむことができます。素材と

ロールできるようになり、幾何学模様以外の柄や、

技術力だけでなく、もちろん軽さとカッティン

多色使いも可能になりました。技術の進歩とと

グの美しいデザイン性も魅力。ヨーロッパ

もに手に入りやすくはなりましたが、それでもジャ

の服は日本人に合いにくいのでは、と思い

カードにはプリントでは表現できない発色の美

がちですが、ウエストポイントも高く、小柄

しさと深みがあります。Aldomartins のニットは

な方でも最適な服に出会えます。凛として

着た時に1色1色が鮮明に輝きだし、まさにアー

自立した、大人の女性を応援してくれるニッ

トにも通じる素晴らしさです。コットンやバンブー

トウェア、それが Aldomartinsです。

Pasión y orgullo por
バルセロナメイドへのこだわりと誇り "made in Barcelona"

Aldomartins販売先 南青山Due e Due

東京都港区南青山5-5-20-B1F
Tel 03-5467-2002
w-r-dueedue.co.jp

Aldomartins の商品タグに“Designed and made in Barcelona”

月1回、
南青山Due e Dueで開催する
ポップアップでご覧いただけます。
日時 2018年5月9日
（水）
〜5月13日
（日）
6月6日
（水）
〜6月10日
（日）

の文字が刻まれています。彼らの製品はニューヨークやパリなどのファッ
ション最先端の都市で評価が高いのですが、それは小さなIgualada の
町から世界で通じるブランドにまでなった、デザイナー Núria の大きな誇
りでもあります。
「私は故郷の Igualadaを本当に愛しているし、デザイン
のインスピレーションは常にこの自然の風景から得ているの」彼女はこう
語ります。細かいニュアンスを忠実に再現するために、顔を知ったパタン

Due e Dueのオンラインサイト
「Ebro」

作り手の顔が見えるスペインファッションをご紹介。

ebro-dd.com

ナー、縫製にたずさわる職人とのコミュニケーションが不可欠と思っているからこそ、バルセロナメイドにこ
だわっているのです。大量生産化の波により、手間のかかるジャカードニットを作り続けている会社はバ
ルセロナでも本当に少なくなりました。それでも確かな技術と誇りは今後も受け継がれていくことでしょう。
ブランド情報

Carrer Portugal, 5-08700
Igualada,Barcelona,España
+34 93 805 40 42
www.aldomartins.com

井上 礼 / Rei Inoue
セレクトショップ、
南青山Due e Due (ドゥエドゥエ) ファッションアドバ
イザー、及びバイヤー。祖父母の代よりヨーロッパの服地を輸入販売
しており、
そんな環境の中1994年、東京、表参道のDue e Dueに
てファッションの道へ。大学卒業前に初めて訪れたスペインに魅了さ
れ、現在はスペインファッションを多く取扱う。バルセロナで直接買付
けを行い、
ショップでは日本人に合ったコーディネートを提案している。
acueducto.jp
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ⒸHibai Agorria

ビルバイーノは
スポーツが大好き！
なりながらも走ります。

サッカー大国のスペイン。ビルバオでも

いない山道の中長距離を走る競技で、バス

地元クラブチームのアスレティック・ビルバ

ク地方で最も有名なレースとしては、西フラ

雨の日でも欠かさず走るわけは、10月に

オは不動の人気を誇っています。メトロの

ンスとの国境付近にある街、ベホビアから

開催されるナイトマラソンに備えるため。毎

向かいの席に座っている女の子が抱いてい

サン・セバスティアンまで20㎞のルートを走

年12,000人ものランナーが、スペイン国内

るバービー人形のＴシャツがアスレティック

る、Behobia ‒ San Sebastián があります。 やヨーロッパ各国から参加します。スタート

のユニフォームだったり、バルのシャッター

プロ選手を多く輩出しているのはもちろん、 は8時。夜の街明かりの中を駆け抜けます。

が下がるとチームカラーの赤と白の縞模

街の人々も積極的にレースに参加しています。 昨年はメディアマラソンに参加したのです
私自身も走るのが好きで、毎朝出勤前に

が、レースはかなり本格的。ひそかに狙っ

ティックファンなんじゃないかと思うほど。 ネルビオン川沿いを走るのですが、走って

ていた入賞には手が届きませんでした。ス

でもビルバオのスポーツはサッカーだけで

いるのが1人だけということはまずありませ

タートとともに花火が打ち上げられたり、沿

はありません！

バスク特有の起伏のある

ん。シリミリと呼ばれるバスク地方特有の

道には DJスタンドがあったりと楽しい演出

地形を利用した、トレイルランニングも盛

霧雨がよく降るのですが、ビルバイーノにとっ

もあり、応援に駆け付けた人たちが盛り上

んです。トレイルランニングとは舗装されて

てシリミリは晴れの日同然。ベチョベチョに

がれるのもこのレースの面白いところ。

様だったりと、ビルバオ市民全員がアスレ

毎年12.000人もの人が参加する
ビルバオ・ナイトマラソン
ⒸHibai Agorria
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ネルビオン川ではレガッタも盛んに行われ、
レースも開催される

ⒸHibai Agorria
ビルバオ近郊のビーチでは世界大会も行われ、世界でも有名なサーフポイント

ⒸHibai Agorria

s
o
n
í
a
b
l
i
¡A elnocsanbtan los
les rtes!
depo

ⒸHibai Agorria
伝統スポーツであるハイ・アライは、湾曲を描いたグローブを使って硬いボールを
スカッシュのように壁に打ち当てて競うスポーツ、高速で飛び交うボールは時速
300kmにもなる

ナイトマラソンの入賞を果たしたら、次に

やハモンなど、バスクの特産品というところ

なりの腕前のサーファーたちが波乗りを楽

挑戦したいのが Txakurkros（チャクルク

も魅力的。まだ犬を飼っていないので参加

しんでいます。真夏でも水温の低いバスク

ロス）。バスク語で “txakur” は
「犬」という

出来ませんが、近いうちに愛犬と一緒に走

の海。私は死んでも真冬の海に入ろうとは

意味で、Txakurkrosは犬と一緒に走るトレ

れたらなと思っています。

思いませんが、厚手のウェットスーツを着れ

イルランニングのことです。愛犬と楽しく走

また、バスクは言わずと知れたサーファー

ば防寒対策はばっちりなんだとか。海のな

るローカルなレースかと思いきや、ランナー

の聖地でもあります。ビスケー湾岸に打ち

いサラゴサ出身の彼はサーフィンにすっか

たちはかなり本格的にアップなどを行って

寄せる高い波を求めてヨーロッパ各地から

りハマって、3月も水温12度の海でサーフィ

いてみんな本気モード。レースでは犬はハー

多くのサーファーたちが集まります。友達に

ンをしていました。

ネスを使用して、リードを飼い主の腰ベルト

なった留学生の多くが、サーフィンをしたい

日頃からスポーツがとても身近にあるバ

に繋いで走ります。大きな犬は勢いがある

から留学先にビルバオを選んだとも言って

スク地方。ビルバイーノにとってスポーツは

ので、引っ張られ気味の飼い主もいますが、

いました。海は夏に訪れるイメージがあり

生活の一部とも言えるでしょう。そんなスポー

みんな想像以上のスピードで走ります。レー

ますが、サーフィンは冬がシーズンと言われ、

ツ好きなところも、私がビルバオを気に入っ

スの景品がチャコリ（バスク地方の白ワイン）

観光客が去った後の真冬のビーチではか

ている理由のひとつです。

愛犬と一緒に走る
「Txakurkros
（チャ
クルクロス）」
と賞品でもらえるバスク
の特産品

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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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

3

4

2

5

インスティ
トゥト・セルバンテス東京にて、漫画評論家の小野耕世氏
（左）
と対談
東京アニメワードフェスティバル2018にて
同フェスティバルのオープニング式典
トークショー終了後、
ファンの購入した本にサインを書くパコ・ロカ氏。

スペイン人マンガ家パコ・ロカ氏コミックアニ

について話題は尽きませんでした。観衆からも

メ化作品「パジャマを着た男の記憶」は、今年

質問を受け、会場は終始、親密な雰囲気に包

3月に開催された東京アニメアワードフェステ

まれました。
イベント終了後にはサイン会が行

ィバルのオープニング作品として選ばれ、上映

われ、
ファンが購入した本に自身の代表作品

に伴い、パコ・ロカ氏の再来日が果たされまし

の登場人物イラストを描き入れる丁寧な仕事

た。第15回文化庁メディア芸術祭マンガ部門

ぶりからはアーティストとしての真摯な一面が

優秀賞受賞以来6年ぶりです。

垣間見えました。

22

近年のパコ・ロカ氏の活動はイラストレーシ

に小学館集英社プロダクションから刊行され

ョンや自身のオリジナル作品の創作に留まら

た日本語翻訳第2作『家』出版を記念して3月

ず、
ラジオ番組の出演、世界各国のワークショ

13日にトークショーが開催されました。前日本

ップやコミックサロンへの参加、
またスペイン大

語翻訳作『皺』に引き続き、
『家』
で監訳を担っ

御所ロックバンド
「Seguridad social」
との音楽

た漫画評論家小野耕世氏との対談という形を

とコミック共同作品を出版するなど目覚しく、今

取り、
『家』
を創作するに至った経緯、創作中の

後も注目していきたい人物です。

スペイン情報誌 acueducto

小学館集英社プロダクション（2018）
パコ・ロカ 著 / 小野耕世 日本語版監修 /
高木菜々 訳

パコ・ロカ / Paco Roca

インスティトゥト・セルバンテス東京では、1月

葛藤や苦労、
またスペインのコミック事情など

『家』
（La casa）

文=高木菜々

Copyright text and illustrations ⓒ 2015, 2017 by Paco Roca
All rights reserved.

スペインコミックアーティスト
パコ・ロカ氏再来日

1969年スペイン・バレンシア生まれ。バレンシアの美術商業学
校を卒業後、
イラストレーターとして活躍し、ポルノ・コミックス
専門の雑誌「Kiss」
でマンガ家デビュー。エンターテインメント
作品を中心に多くのコミックを発表した後、2007年にフランス、
2009年にスペインで出版された
『皺』が話題となり、一躍人気
作家の仲間入りを果たす。
同作は2011年にアニメーション映画
化され、
スペインのアカデミー賞と呼ばれる第26回ゴヤ賞で最
優秀アニメーション賞、最優秀脚本賞を受賞した。
その後も、本
作『家』
をはじめ、
『El invierno del dibujante
（マンガ家の冬）
』
『Memorias de un Hombre en Pijama（パジャマを着た男
の回想録）』
『Los surcos del azar（偶然の轍）』
など話題作を
次々と発表し続けている。

高木菜々 / Nana Takagi

清泉女子大学スペイン語スペイン文学科卒。スペイン国営文
化機関インスティトゥト・セルバンテス東京に開館の2007年よ
り勤務する傍らパコ・ロカ作品などの翻訳を手掛ける。2011年
『皺』
（共訳）、2018年『家』
がある。

よりリアルな現地情報を届けるため、
1週間の短期留学を体験し、
オンラインセミナーを開催しました。

スペイン留学.jpのスタッフが

IH バレンシアを視察

2月12日
（月）

2月13日
（火）

am8:30--pm1:30 IH バレンシア
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13- -¿QuéPágina
has _________
estas vacaciones?
F07-P06 Rev.: 02
- Me he _________ en casa y he ________ una novela para ni os
Página 3 de 1
a)
b) ido salido escrito
c)25.- ¿Puedo
hecho visto oído
abrir la ventana? Sí,
claro_____________
hecho quedado escrito
Nombre
a)
.
la ábrela
b)
ábrela
c)
correcta.
ábrelo
14.- Normalmente desayuno ca é con leche, pero hoy________________________
Marca la respuesta
26.- El próximo mes
____________. .solo té.
____________ las clases
_________ y los ojos
azulos
en la universidad.
a)
c)a) negro,
empezarán
ha desayunado
b) he desayunado
c) desayunó
1.- Laura tiene el pelo
b)
b) negros, azulas
empezaban
c)
empezaron
a) negro, azules
27.- Si ___________
15.- Mi perro es ________ grande ________ el gato.
vacaciones, viajaré
una armacia?
por muchos países.
a)c) tengo
c)
a) hay
más de
b) más que
más del
2.- ¿Dónde ____________
b)
b) es
tendré
c)
tendría
a) está
28.-allí.
No pude ver a María
16.--¿Diga? Sí. ___________ de casa. En cinco minutos estoy
porque cuando llegué
las
y media.
a su casa ya ______________
están salir
a)c) se
c) estoy
había
3.- __________ dos
a)
b) soy saliendo
estoy
saliendo
marchado
.
b)
b) son las
se marchó
c)
se ha marchado
a) son
29.- A lo mejor ________
17.- -¿Qué te pasa?
de vacaciones a Alicante.
ocho horas.
trabajan
c) - He
caminado durante horas y _________ los pies. a)
vayamos
4.- uan y Pedro _____________ trabajáis
b)
b)
vamos
a) me duelen
b) tengo dolor de
c) duele
c)
tengamos que ir
a) trabaja
30.- Es necesario que
los estudiantes ______
casa de mi madre.
una prueba de nivel
18.hemos hecho los deberes, pero todavía no ____________.
a)
c) a de
hicieran
5.- Voy ___________
al llegar a la escuela.
b)
b) a
hacen
a) cenamos
b) hemos cenado
c) habéis cenado
c)
hagan
a) en
31.- ¿No sería mejor
de casa?
que lo ____________________
cuando estás lejos
pienso
19.los días ___________ a las doce de la noche.a)
___ con la almohada?
c) odos
consultaras
6.- ¿En qué __________
b)
b) pensáis
consultarás
a) nos acostamos
b) nos hemos acostado c) acostamos
c)
a) piensas
consultarías
32.- Quiero que usted
nos ____________
toda la verdad.
a las 7 de la ma ana.
levantarse
20.-c)- ¿Dónde
están los huevos?
a)
dirá
7.- Hoy __________
levantado
hemos
b)
b)
dice
- __________ he puesto en la nevera .
c)
a) nos hemos levantado
diga
a) los
b) me
c) lo
33.- ¿Has
visto al chico que está
bailar el tango.
con Marta?
Pablo ____________
- Sí, ya los vi juntos
c) se gustan
8.- A M Luisa y a
el otro día. ___________
b) les gustan
21.- Normalmente visito a mis amigos todas las semanas,
esta semana
a) pero
es su novio.
Es posible
que
a) les gusta
b)
Puede
.___________.
c)
Seguramente
a)
no he los visitado
b)
no he visitado los 34.- c)
No los he visitado
Cuando _________
al lado del mar.
c) mi
el nombre del restaurante,
9.- _____ casa está
b) la mía
llámame.
a)
22.- Cuando éramos ni os, ____________ ir a rancia todossepas
los a os.
a) mía
b)
sabes
c)
sabrás
que hay allí son verdes.
a)
solimos
b)
solíamos
c)
solemos
y _______cartas
35.- Para que el arroz
que hay aquí son rojos
c) Estes aquella
no ________, puedes
10.- _________libros
echar un chorrito de
cocción.
b) Esos aquellos
aceite al agua de
23.- A Marisol ___ molesta el ruido.
a) Estos aquellas
a)
se pega
b)
se pegue
a)
lo
b)
le
c)
la
c)
se pegará
c) salir por bailar
11.- Quiero ___________.
b) ir en la playa
24.- El verano pasado cuando ________ de trabajar, ________ a tomar algo.
a) conocer la ciudad
a)
salimos íbamos
b)
salíamos íbamos
c)
salíamos uimos
sica electrónica?
nada me gusta
m
No,
la
c)
gusta
e
¿
12.b) No, no me gusta
a) Me gusta nada
à
nada

echa
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ディレクターの
Cristinaさん

2月14日
（水）

am9:30---pm1:30 IH バレンシア

am9:30---pm1:30 IH バレンシア

レベルチェックテスト

スペイン語レッスン

スペイン語レッスン

初日は8：30に登校！
レベルチェックテストを受
けた後、9：00からはウェル
カムパーティ♪バレンシア
の街や学校について教え
てもらいました。

C1のクラスのクラスメイトはアメリカ、
イタリア、台湾、韓
国出身の留学生でした。退職後にスペイン語を勉強し
ている人、休暇でバレンシアに来ている人、
バレンシア
への駐在でスペイン語を勉強している人など留学の目
的は様々です。

とても親切
で優しい先
生方です。

今日はバレンタインということで自分
たちの国でどう祝うか授業のはじめ
に話しました。スペインのバレンタイ
ンはお互いチョコレートをプレゼント
したり好きな物を贈り合ったりしま
す。
それぞれの国の文化を聞くのも
とても面白いです。

チーズたっぷり
ハンバーガー

pm2:30 La Majada quesos

レストランでランチ
学校スタッフおすすめの
チーズ専門店。試食しな
がら絶品のチーズを売っ
てくれます。中はレストラン
完備。

pm2:30 Tapería Hispania

はじめての昼食

C/Félix Pizcueta,15
［URL］
lamajadaquesos.com

学校スタッフおすすめ、店
員さんの感じもよく一人で
行っても笑顔で迎えてくれ
ます。入店時は英語圏の
観光客が2グループいまし
た。店内の内装もモダン
な感じで◎
学校スタッフや先生も頻
繁に食べに行くそうです。

am2:30 個人アパート

アパートへ戻って昼食♪

C/Hernán
Cortés 20

あり、
ということも
今 回 は 取 材 ご厚意で校舎ま
アの
IHバレンシ
る個人ア
のところにあ
で徒歩1分
。
た
し
ま
し
パートに宿泊

pm3:00 Mercadona

pm4:00 セントロ

市内散策

おすすめ
メ♪〜

（スーパーマーケット） コス

アクティビティ
pm4:00 セントロ
（町の中心街）

市内散策ツアー

日用品買い出し

と太陽 が出
この 日 に やっ
気
アらしい天
てバレンシ
。
になりました

1,60ユーロのリップ「Vaselina
perfumada neutra」
がお土産
におすすめ。保湿力抜群！

市内を一
バレンシア
e
orres d
T
る
き
で
望
os
an
rr
Se

アクティビティ
pm6:00

IH バレンシア

tortilla de patata作り
学校のテラスでトルティー
ジャを作りました！他クラス
の留学生と交流でき、新し
い友達も見つかります。

ゴンサーレス
・マ
国立陶器・装 ルティ
飾芸術
博物館！

アクティビティ
pm9:00 Café del Duende

フラメンコ鑑賞

pm7:00 Café Berlín

日本人とスペイン人の
インテルカンビオ
（言語交換）

って
みんなで作
食べました。

送 迎サービスを
申し込 んで いる
と、自分の名前
のプレートを持っ
たドライバーさん
がバレンシアの空
港、駅、バス停で
迎えてくれるので
安心です♪
24
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C/Túria 62

pm9:30 個人アパート

夕食

、学生
ームステイ
滞 在 先 は ホ ト（ピソ）、個人
ー
パ
ア
同
。
寮、共
択可能です
アパートから選

られる
心が揺さぶ
メンコ
本場のフラ
ステキです！！

テレビでスペイン語版「ドラえもん」
を観ました。

清潔で明るい
個人アパート

もちろんキッチンも完備！
洗濯機、テレビもあります。

¡ Ole'!♪
¡ Que'
bien b
aila!
!
!

このカフェでは毎週月曜に
日本語のインテルカンビオ
が開かれています。参加
者はスペイン人だけで毎
回20名前後！
！インテルカ C/Cadis, 22-24
ンビオの後は、参加者同 ［Facebook］www.facebook.
com/cafeberlinvalencia
士でご飯を食べに行くこと
が多いそう。

会場はバレンシアでも有
名。10ユーロでドリンク2
杯付き。席は早い者勝ち
でタパスを食べながら鑑賞
も可能です。

こちらは学生寮です。
設備も充実しています。

IHバレンシア以
外の留学生とも
交流できます。

スペイン留学.jp

！
「スペイン語」留学しょ
2月15日
（木）

2月16日
（金）

am9:30---pm1:30 IH バレンシア

2月17日
（土）

am9:30---pm1:30 IH バレンシア

オンラインセミナー1日目・スペイン語レッスン
オンラインで現地の学校、
先生、
スタッフ、
授業の様子
をリポートしました！セミナー
動画は、www.facebook.
com/spainryugaku.jpから
ご覧いただけます。

am10:30---pm1:00

了
ンの終
オンラインセミナー2日目・ レッス です。
書
スペイン語レッスン 最終日 証明

Mercado Central

お土産購入・市場散策

放課後のアクティビティは
毎日開催！アットホームな
学校で、先生、スタッフの
方が校舎内で気さくに話し
かけてくれます。
pm2:00 Turqueta

留学生たちと昼食会

産に
自分のお土 を
リュ
エスパドー
！
買いました

ディレクターのCristinaさんがスペイン留学.jpで留学
手続きをしてくださった日本人留学生を昼食に招待し
てくださいました！ 滞在中、一番おすすめのレストランで
す。味は絶品、
メニューも豊富、安くて、
デザート付き！
テラスで
昼ビール♪〜

pm2:30 Mi Cub

ランチ
日中の気温は25度！ 半
袖の人もいました。テラス
で昼間から飲むビールは
格別！
！どこのレストランも
いっぱいなので時間に余
裕を持っていくのが良いか
も。UV対策もお忘れなく。

私のイチ押しの
Restaurante!!
Gran Via del Marqués del
Túria, 35
［URL］
gruposaona.com

pm2:30 La Pepica

ランチでパエリア

Mercado Colon内
C/Jorge Juan, 19
［URL］
www.micub.es

Metro
あります。

pm5:00 Los Olivares
pm6:00 セントロ

市内散策

de!!
Bocadillo gran

おやつと駅散策
友人とチュロスを食べに行
きました。ホットチョコレート
につけて食べるチュロスは
絶品！ここのチュロスは甘
さ控えめでした。

か
地元の人し
を
知らない話
した。
沢山聞けま

1898年創業のパエリア専門店。
ビーチ沿いにあり、地元の人にも大
人気で、週末は家族連れでいっぱいです。バレンシア
流パエリアの食べ方はお皿に取り分けないで、パエリ
アパンから直接スプーンですくって食べます。
写真のパエリアは paella
señorito と言って、昔は
身の回りの家事を行う使
用人をこう呼んだそうで、
こ
こでの意味は魚介類の殻
や皮が全て剥かれていて
手を汚さないで食べれる、
というのでこの名前がつ
いたとのこと。

!!

C/Justo Vilar, 17

pm8:00 Casa Montaña

有名店で夕食
現地のスペイン人おすす
めの地元レストランです。
ボデガを改 装しているた
め、店 内にもワインの樽
が 並んでいます 。とくに
pm9:30以降は大勢の人
で賑わいます。ぜひワイン
好きには訪れてほしいです。

ルン♪
ルン♪〜

pm9:00 個人アパート

夕食
テレビでスペイン語版「スポンジ・ボブ」
を観ました。

ワインのテイス
ティングもでき
ます！

C/Jose Benlliure 69
［URL］
emilianobodega.com

Avenida Neptuno 6
［URL］
lapepica.com

am9:40

翌日、
日本へ帰国
帰りも送迎スタッフに空港
まで送ってもらいました。
とっても内 容の濃い、充
実した1週間でした。今回
ご招待いただいたディレク
ターのCristinaさん、IHバ
レンシアのスタッフの皆さ
んありがとうございました。

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。
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13 テネリフェ

アンダルシア

ロッパで最古の街といわれる。夏は海水浴

スペイン情報誌 acueducto

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12ヵ国22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。
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

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

❹ ドミニカ共和国

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

República Dominicana

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

元前2000年には、
すでに人々は生活を営み、
ア

海で発見され、
スペインの植民地開発が初めて行

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

ンスの影響を強く受けているのに対して、
ドミニ
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。

われた地です。西側で国境を接するハイチがフラ

サント・ドミンゴ校
ソスア校

アンティグア校

❺ コスタリカ

⑧ ペルー
Costa Rica

❿ ウルグアイ
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

Uruguay

国土面積が日本の半分ほどの小さな国ウルグア
イ。気候は温暖で年間を通して過ごしやすいで
す。治安・生活・教育水準も安定しており、広大な

それぞれ国境を接しています。
人口450万ほどの

草原地帯を活かした農業、牧畜業が盛んです。穏

小さな国でありながら、
中米で1人当たりの国民総

やかな環境下、国民も自由にのんびりと暮らして

生産が最も高い国。また国土の1/4を自然保護

います。興行・文化活動も盛んで、
サッカー、音楽、

区に指定しており、
環境保護に力を入れています。

ガウチョ体験を楽しめます。

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

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

⑫ アルゼンチン

Perú

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
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

モンテビデオ校

⑩ ウルグアイ

⓫ チリ

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
民の子孫が大半を占めています。
ビーチや活火
山、
アンデス山脈と豊かな自然に囲まれています。
チリはその細長い地形から気候も地域によってか
なり差があります。
サンティアゴ・デ・チレ校

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

Chile

クスコ校

⓬ アルゼンチン

Argentina

Bolivia

ブラジルに次ぐ南アメリカ第2の大国。国民の大

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

の特徴はイグアスの滝、
アンデス山脈、パンパス

❼ エクアドル

❾ ボリビア

Ecuador

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

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

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

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。

キト校

3

コース・滞在方法
を決める
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。

半はヨーロッパからの移民の子孫です。
この国
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

スクレ校

4

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。

出
発

acueducto.jp
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留学体験レポート

aE
¡Vamos

spaña y Latinoamérica!

Costa Rica

H.Kさん
（男性/20代）
滞在都市：サント・ドミンゴ・デ・エレディア

期間：2017年4月3日〜6月30日
学校：donQuijote（ドンキホーテ サント・ドミンゴ・デ・エレディア校）

高校生の頃から漠然と外国への留学に興味を持っ
ていました。先に1年間カナダに留学していた兄に、
ス
ペイン語の将来性や中南米の魅力を語られ、留学することに決めました。
な
ぜコスタリカという国を選んだのかは、
中南米の中では安全な国で、
マリンブ
ルーのビーチや緑豊かな山や森の景色に惹かれたからです。
コスタリカには
そんなに多くの語学学校は存在せず、調べたらドンキホーテという学校が見
つかったのでそこにしました。
留学の準備はあまりせず、
スペイン語も少し習い
ましたが、
ほぼゼロからのスタートで留学生活を始めました。

留学のきっかけ

語学学校について
語学学校には世界中の仲間が
スペイン語を学びに来ていました。
1、
２週間の短期留学の人もいれば
3、
４ヶ月の中期留学の人もいます。
毎週新しい仲間との出会いがあり、
様々な活動を通して仲良くなれま
す。曜日ごとに放課後のアクティビ
ティは異なり、基本的に午前中は毎
日授業ですが、午後は月曜日なら

都心部に出てツアーに行き、
火曜日
は、
中南米独特の料理やコスタリカ
ならではの料理を学んで食べます。
水曜日は野外活動があったり、
夜は
先生や友達と一緒にバーに行って
お酒を飲んだりしました。
というよう
に曜日ごとに違った体験を通してス
ペイン語を習得していくことができ
ます。

宿泊先について

生活について

私の滞在先の家は、
49歳のホスト
マザーがいて、
そのお母さんと犬2匹
とで暮らしていました。
彼女はいつも
優しく、
時に厳しくまるで本当の家族
のようでした。

基本的に身の回りの事すべてが日
本と異なりすごく新鮮です。
とはい
え慣れるまでそんなに時間はかから
ず、適応しやすい国だと思います。

これから留学される方へ 留学前にスペイン語を話せることに越したこ
とはありません。
しかし現地へ行ってしまえば全くゼロからのスタートでも、
最
初は苦労しますがすぐ話せるようになります。
これだけは持って行った方が
良いものは、
風邪薬と抗生物質と虫除けです。
また私は様々な語学学校の
留学生と知り合い色々な情報も得ることができました。
コスタリカ留学に興
味があれば、
ぜひ挑戦してみてください。

Costa Ricaを知ろう！
コスタリカは中央アメリカ南部に位置する共和制国家です。
カリブ海沿岸には美しいビーチがあり、年間の平均気温は22.5℃
と年中春のような快適な気候となっています。
ただし朝晩は肌寒いのでジャケットが必要です。季節は乾季と雨季に分かれ、乾
季の12月〜4月が一般に首都サン・ホセ観光のベストシーズンと言われています。

コスタリカの豊かな自然を生かして

コスタリカの食べ物

コスタリカは熱帯雨林気候、サバンナ気候と温暖湿潤気候が混在する国で、
地球上の全ての動植物種の約5％が生息する世界中でも希有な国です。近
年は施設建設の汚染を最小限に抑え、
自然や伝統文化を保持しながらも地
域に経済的利益をもたらすというエコツーリズムが主流となりつつあります。

主食がお米のコスタリカは、
日本人旅行者にとっても親しみや
すい食文化。豆や野菜、肉なども豊富です。唯一水道水が飲
めるラテンアメリカの国とも言われますが、
胃腸の弱い人や心
配な人はミネラルウォーターを購入したほうが無難です。

今回訪れたコスタリカの語学学校を紹介。
この他にもラテンアメリカ各国にたくさんの語学学校がありますのでお気軽にお問い合わせください。

学校情報

･多目的スペースもある明
るい校舎
･Wi-Fi完備
･ダンス・料理コースあり

ドンキホーテ

サント・ドミンゴ・デ・エレディア校

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

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。

サント・ドミンゴ・デ・エレディアは首都のサン・ホ
セから近い場所にあります。
かわいらしい小さな
街で、
ヴァレセントラルの中心に位置し、
フレンド
リーでおもてなしの心にあふれた街として知られ
ています。美しい公園、
コロニアル様式の教会、
そ
して静かな通りがあり、
サント・ドミンゴは絵画の
ような街です。夜には、様々なレストランやバーが
あなたを楽しませてくれるでしょう。

携帯・スマホから
はこちらへQRコード
を読み込んでください。

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

¡Vamos a hablar español!

スペイン語で話そう
¿A qué hora
te levantas?

Lección 15
再帰動詞

Me levanto, me acuesto

Me levanto
a las 7:00.

Me voy.

Hoy no
me afeito.
¿Con cuántos
patitos te bañas?

Con tres.

再帰動詞の用法：
「自分で自分を起こす」＝「起きる」

¡Hola! みなさん、こんにちは。今回は「自分で自分自身を〜する」という意味の再帰動詞を学習しましょう！
作り方は「動詞 + 再帰代名詞」
。主語が「Yo（私）
」のときの再帰代名詞は「me（私を）」になります。

例えば「Me levanto」は直訳すると「私が私を起こす」となりますが、意味はこれで「私は起きる」です。

慣れないうちは大変かもしれませんが、スペイン語で再帰動詞は本当によく使います！よく使う例と活用を見ていきましょう！
再帰動詞を使った文の作り方
主語

再帰代名詞

① levantarse（起きる）

② acostarse（寝る）

① levantar（起こす）

② acostar（寝かせる）

Yo

me

levanto

/

acuesto

Tú

te

levantas

/

acuestas

主な再帰動詞
目を覚ます

afeitarse
ducharse

髭を剃る

lavarse

顔・体を洗う
入浴する

シャワーを浴びる

Él, Ella, Usted

se

levanta

/

acuesta

Nosotros

nos

levantamos

/

acostamos

bañarse
vestirse

Vosotros

os

levantáis

/

acostáis

maquillarse

化粧する

Ellos, Ellas, Ustedes

se

levantan

/

acuestan

irse

出ていく

llamarse

〜という名前である

casarse

結婚する

例）Mis padres se levantan a las 7 y media.

僕の両親は7時30分に起床します。

¿A qué hora te acuestas? -Me acuesto a las 12. 君は何時に寝ますか。 -僕は12時に寝ます。

スペイン語教室

ADELANTE

・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
自然なスペイン語がマスターできる！
・振替ができるので忙しくても安心！
・月謝払い制度
・一般参加 OK な特別クラス開講

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 〒 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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服を着る

AVANZAMOS

無料体験レッスン
教室見学など
随時受付中！
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

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

を学 ぼう
ペイン語
使えるス

Españáocltico
pr

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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・中南米への留学はスペイン留 学. jp
お問合せ
はこちら

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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ス ペ イ ン 語
講 座

今回のテーマ

Lección 33

今号では「条件文」
（oración condicional）
を扱います。
「もし〜ならば，

〜する」の前半部分を条件節（prótasis），後半部分を帰結節（apódosis）

と呼びます。今号では接続詞 si 〜を使った基本形を確認することにします。
条件文の用法は複雑で教科書や参考書によって説明が異なります。研

究者の間でもいろんな見解があるのですが，ここではなるべく単純化して説
明します。特に条件文の時制の使い方は独特な面があるので注意が必要
です。
まず，
「Si+ 直接法」と「Si+ 接続法」に大きく分けて考えます。後者はさら

に「現在に言及」するか「過去に言及」するかで2つに分けます。以下，① ~
③として説明します。

代表的文法形式

Si -o, -ré

Si tengo dinero, iré a España.
もしお金があったらスペインに行こう。

②非現実的条件文（現在）

Si –ra (se), -ría

Si tuviera dinero, iría a España.
もしお金があったらスペインに行くのに。

③非現実的条件文（過去）

Si –hubiera (se), -ado, habría -ado

Si hubiera tenido dinero, habría ido a España.
もしお金があったらスペインに行っただろうに。

まず，①の条件文は，あり得る仮定を表します。上記例文では条件節に
直説法現在を使い，帰結節には直説法未来を使っています。
「今はお金が
ないけども多少貯金がたまったときには」などと未来にあり得ることを想像し
ています。
後半の文には現在形や命令形などが来ることもよくあります。以下，それ
ぞれの例文です。
① Si no llueve, salgo de paseo antes de cenar todos los días.
雨が降らないと私は毎日夕食前に散歩に出かける。
① Si llegas antes, espéranos a la entrada del Campus.
もし先に着いたらキャンパスの入り口で待ってて。

もちろん事実を表す条件文は過去系列の時制を使う場合もあります。
① Manuel me dijo que vendría a la fiesta si le daban ganas.
マヌエルは気が向いたらパーティに来ると私に言った。

この例文でマヌエルが実際にパーティに行ったかどうかはわかりませんが，
私に話した時点ではその仮定は実現の可能性があったと言えます。
さて，それでは続いて反実仮想（②と③）
を見ていきましょう。実際に表し
ている時と動詞の時制がズレていることに注意しましょう。原則は英語と同
じなので英語の対応する形も参考までに挙げておきます。
② Si tuviera dinero, iría a España.
もしお金があったらスペインに行くのに
（でも，ないので行けない）
。

If I had money, I would go to Spain.
実際に言及している時は「現在」ですが，形式的には「接続法過去＋過
去未来」を使います。
この形式は未来のことに言及することもあります。例えば，
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Sobre la conjunción condicional si y otras expresiones (1)

② Si nuestro equipo ganara mañana, pasaría a la semifinal.
もし我々のチームが明日勝ったとしたら，準決勝に進むことになるだろうが。

これは明日のことを言っていて勝つか負けるかはまだわかりません
（未来
は未確定なので）
。しかし，話者は勝つことは困難だと考えています。つまり，
話者の気持ち的に「非現実的」なのだと理解してください。
次の例文では，
「婉曲」の意が込められています。
② Si me ayudara usted, se lo agradecería mucho.
もしあなたが私を助けてくださるならとても感謝することでしょう。

「助けてくれる」ことを「あり難い」仮定として表現することで「丁寧」，
「謙虚」

【条件文の3基本形】
①現実的条件文

条件の接続詞 si 等の表現について (1)

の意味が生じます。
最後に「非現実的条件文」の「過去」の例文③ですが，
「言及している時」
は過去ですが，文法形式は「接続法過去完了＋過去未来完了」であり，や
はり時制のズレがあります。
③ Si hubiera tenido dinero, habría ido a España.
もしお金があったらスペインに行ったのに
（お金がなかったので行かなかった）

If I had had money, I would have gone to Spain.
スペイン語で“Lo pasado, pasado（
” 過ぎたことは過ぎた）
という言い回

しがありますが，過ぎてしまったことは決して覆りません。ですから，この形

式は過去の反実仮想になります。habría ido の代わりに hubiera ido もよ

く使われます。これは歴史的に古い形が現在でも残っているためです。

以上，概要を説明しましたのでまずはこの形式をマスターしてください。
ただし，実際には上記の形式に当てはまらないケースも多々あります。いくつ
かの例を説明します。

Si no hubiera llegado Colón a América,
en la actualidad no se hablaría español en tantos países.

もしコロンブスがアメリカに到着していなかったならば，

現在こんなに多くの国でスペイン語が話されていなかっただろう。

この例文は，反実仮想の文ですが，前半が過去について，後半が現在に
ついて言及しています。つまり前述の③の前件と②の後件との組み合わせだ
と考えれば理解できるでしょう。
実際の言語の運用においては公式通りにいかないことがよくあるものです。
以下の例を見てください。

Si lo sé, no vengo.

もしそれを知っていたら来なかったのに。
（＝ Si lo hubiera sabido, no habría venido.）

口語的な表現です。カッコ内が本来の形式ですが，これに従わなくても文
脈上，反実仮想だとわかる場合はあえて難しい形式にする必要はないので，
前件，後件ともに現在形で済ませています。そもそも仮定文の形式は難しい
ので可能な場合はそれを使わずに済ませたいと話者が考えても不思議では
ありません。ちなみにスペイン語話者の子どもが一番最後に修得する複文
が条件文だそうです。それだけ難しいということですね。
最初に言ったように条件文の３つの基本形式を確実にものにしてから次
に進む方が理解しやすいと思います。次号は条件文の続きの予定です。
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。

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)
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ビジネス

どんな組織や職場環境でも日常的に直面する、多種多様な人の問
題に関してよく見られる表現を取り上げました。意外な意味を持っ
た用語が出てきます。職場でスペイン語を使う機会があれば実践し
てみてください。

スペイン語
NIVEL

中級（B2）以上

□ 言葉の意味を調べるには例文が多く載っている辞書がお奨めです。

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

el relevo generacional : relevoはリレー、
交代の意味。同義語はsucesión
（後継）

ejemplo 1

las empresas familiares : 同族会社
（スペインの私企業のおよそ9割がこ
れに相当）
ともいう

El relevo generacional de las empresas familiares, particularmente
en caso de las pymes, no deja de ser un problema crucial.

las pymes : pequeñas y medianas empresas の略称。零細企業は

同族企業の世代交代は、とくに中小企業の場合常にとても重大な問題である。

no deja de ser : 決まって/ 常に〜である、
〜であることに変わりない

microempresa
crucial : 同義語は grave, importante

ejemplo 2

Al afrontar algún problema quisquilloso e inherente al ser humano
en cualquier organización, mantener una postura de avestruz
nunca conduce a su solución.
どんな組織でも人に関わるわずらわしい問題に直面した際、事なかれ主義の姿勢を
取ると決して ( 問題 ) 解決には至らない。

ejemplo 2

al afrontar : 別の表現に“al hacer frente a”, “al enfrentarse con” がある
quisquilloso : 気難しい、
神経質なという意味だが、
ここではわずらわしい、
厄介な、
が適訳

inherente al ser humano : inherente a「〜に固有の」
ser humano は
「人間」
、
複数形 seres más queridos は
「家族、
肉親」
を表わす
una postura de avestruz : avestruz は駝鳥のことだが、
事なかれ主義者
という意味がある。postura は態度、
姿勢
conduce a : 〜に導く、
至る。conducir は
（車を）
運転するの意

ejemplo 3

Los jefes deben saber gestionar los inevitables desencuentros
laborales entre sus subordinados para evitar que se prolongue un
malestar entre ellos.
上司（責任者）は、部下の間で仕事上のどうしても起こる行き違いを処理し、部下
間で気まずい思いが長引かないようにする能力を持たないといけない。

“el carnet de conducir” : スペインでは運転免許証のこと

ejemplo 3

saber gestionar : gestionar は 管理する、処理する、手続きするの意で
administrar, controlar が同義語。saber がつくことで
「〜する力、能力、機
能を持つ」
となる
inevitable : 避けられない、
不可避の どうしても起こる
desencuentros : 意見の不一致、
行き違い desacuerdo

ejemplo 4

subordinados : 部下のこと。同僚、
仕事仲間はcolega (男女同形 )

Una insignificancia que se da en cualquier entorno, si está mal
gestionada por el responsable de departamento, puede que afecte
a su productividad, creando a veces un ambiente laboral áspero e
incómodo.
どんな環境でも起こる 些細なことも、部門責任者が処置を間違えると、往々にしてぎ
すぎすした居心地の悪い職場環境を生み出し生産性に影響しかねない。

malestar : 体調の悪いこと、
不快感 気まずい思い

ejemplo 4

una insignificancia : つまらぬこと、
なんでもないこと
se da : 生ずる、
起こる。話し言葉でよく“me doy”の表現を耳にするがこれ

は“me doy por vencido/a”(負けました、
降参です、
諦めます)の省略形
entorno : ambienteと同 義で、“el entorno privado”（民 間 部 門）,“el
entorno público”
（公共部門）
という使い方もある

ejemplo 5

si está mal gestionada : まずい処置
（処理）
がされると 間違った処置
（処

Muchas personas sienten verdadera aversión al conflicto y lo
intentarán evitar a toda costa. Sin embargo, la comunicación cara
a cara muchas veces hace aflorar la verdadera naturaleza del
problema en conflicto.
大勢の人たちは諍（いさか）いを本当に嫌がっており、なんとしてもそれを避
けようとするものだ。だが、対面コミュニケーションは往々にして争点となっ
ている問題の本質を露わにしてくれる。
職場はさまざまな人の集団ですから、どこの国でも日々絶え間なくあれこれと問題が
起こります。上司などその処理に当たる人は、使う言葉や表現に気を付けないと解決
どころか火に油を注ぐことになりかねません。思わぬ事態に備えて最低限の用語や

理）
がされると
puede que : 従属節の動詞は接続法となり
「〜できるかも/ 〜となるかもし
れない」
「〜しかねない」
ambiente laboral : 労働環境、
職場環境
áspero e incómodo : ここでは、
ぎすぎすして居心地の悪い、
という意味

ejemplo 5

aversión a : 〜への嫌悪感、
反感。
同義語は repugnancia, rechazo
a toda costa : 何が何でも、
どんな犠牲を払っても。
同様の表現に“cueste
lo que cueste”,“a cualquier precio”がある

cara a cara : 向かい合って、
対面で frente a frente
aflorar : 表面にあらわれる、
露わになる
la verdadera naturaleza : 真の性質 真の姿、
本質、
真髄

表現を知っておきましょう。次回は会社組織の別の部門をのぞいてみます。

【対象者】

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
【お問合せ】スペイン語教室ADELANTE
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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】（詳細は右ページ）

計 6 講座（各 90 分）
定員：6 名（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
神戸校
日程 ：2018 年 6 月 8 日〜 7 月 13 日
（無料お試し講座：6 月 1 日）

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 〒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

CURSO DE
ESPAÑOL DE 中級ビジネススペイン語講座
NEGOCIOS
［対象］
現在スペイン語圏とのビジネスに従事している方、
これから現地へ派遣される方、
または将来そうした業務
に就きたいと願っている方。中級レベル以上のスペイン語力を持っているが、
さらに能力アップを目指したい方に
応えた、
すぐに役に立つ実践的かつ実務的な内容の講座。
1回90分
（計9時間）
全6回
（毎週金曜日）

6/1

6/8│15│22│29│7/6│13

無料「お試し講座」開講
［時間］
19：00〜20：30
（90分）
［定員］
6名
実際の講座内容と同じレベルの無
料講座です。
まずは、
どのような内容
かをここで実感していただけます。

19:00〜20:30（90分）
［定員］ 6名
［料金］ 49,680円

［時間］

（税込）

［講座内容］
会社訪問者、
現行取引先、
新規取引先、
バイヤー等に

1 対する自社の沿革、業容、海外事業などについての説明。 4

自らの担当業務、社内でのキャリアー、海外での活
動実績、担当する部署の売上目標等の説明。

2

引き続き自社の生産体制、品質管理、
商品開発、新規市場開発などの説明。

5

他社情報を知るための
決算数値関連情報の読み取り方。

3

外国人社員を含む会社の国際人材の育成、
海外営業・販売ルート等の説明。

6

簡単なスペイン語バランスシート、損益計算書の見方・
用語、大きな数字の読み方、職制図、部署・役職名。

毎回講座の最後に復習を兼ねネイティブの先生と短時間の対話機会を設ける

講師

神戸校

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 〔JR三ノ宮駅より徒歩8分〕

info@adelante.jp

地下鉄西神
山手線
三宮駅
阪急
三宮駅

ポートライナー
三宮駅

N

ミント神戸

JR神戸線
三ノ宮駅
ド
ロー
ワー
フラ

お申し込み
お問い合わせ

伊藤 嘉太郎 先生 /Yoshitaro Ito
スペイン情報誌『acueducto』にビジネススペイン語講座を連載中。

神戸市役所

阪神神戸三宮駅
磯上
公園

貿易
センター駅

東遊
園地

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

vol.4
原案 / Francisco Torregrosa 翻訳・イラスト / Nagisa Miyata

スペイン語のユニークな慣用表現を学びましょう！
今回のテーマはスポーツマン。試合に挑む選手たちの

美学・態度から、使える慣用表現を覚えていきましょう！

Irse dando coces

Tomárselo con deportividad

Tomárselo con deportividad.

スポーツマンシップに則る（潔く結果を受け入れる）
“deportividad” は「スポーツマンシップ」のこと。たとえ負けても、スポーツ
の結果として真摯に受け止め、不平不満も言わない精神。

Perdió por un error del juez de línea, pero se lo tomó con deportividad ...
todo el público, en pie, le aplaudió.
審判のライン判定ミスで負けてしまったが、スポーツマンシップに則り、彼は結果を
受け入れた……観衆は皆立ち上がって、彼に拍手を送った。

VS

Irse dando coces

地団駄を踏む、怒り狂って退場する

“coz” は蹴りのこと。“dar coces” で蹴飛ばす。負けた結果に逆上してわめ
き散らしたり、相手を恨んだりと、選手としてはみっともない姿勢の表現。

Perdió por un pequeño margen y se fue de la pista dando coces ... el
abucheo fue general.
僅差で負けてしまい、彼は激怒してコートから去った……観衆のほとんどが野次を飛ばした。

Venirse abajo

Venirse arriba

Venirse arriba

全速前進する、ガンガン進む、攻め上げる
前へ前へとどんどん進んでいくこと。試合の場では、勢い付いて一気に攻め立てる
場面などで使う。

En la segunda parte del encuentro, el equipo se vino arriba y ganamos
por 4 a 3.
試合の後半戦で、チームは一気に攻め上げて4 対 3 で勝利した。

VS

Venirse abajo

後進する、失速する、勢いを失くす
後ろに向かって進む、つまり負ける側へとどんどん後退してしまうこと。

Con un jugador menos, expulsado por insultar al árbitro, el equipo
se vino abajo y perdimos por goleada.
審判を侮辱したことでメンバーの 1 人が退場処分となったことで、チームはやる気を
失くしてしまい、ゴールを奪われて敗北した。

Dejarse la piel

Bajar la guardia

Dejarse la piel

肌の皮が剥けるほど→命を賭けて、全身全霊をこめて
自分の身を顧みず、決死の覚悟で立ち向かうこと。腹をくくること。

En los vestuarios, antes del combate, el entrenador le dijo que si
quería ganar tendría que dejarse la piel.
試合が始まる前のロッカールームで、コーチはもし勝ちたいのなら、全力で立ち向かっ
ていくべきだと選手に言った。

VS

Bajar la guardia

監視を緩める→油断する、舐めてかかる
己の能力を過信し、怠けたり油断をしていること。

Bajó la guardia antes del combate y no llegó ni al segundo asalto.
試合前まで油断しきっていた結果、
彼は第2ラウンドさえ迎えることなく敗北してしまった。

Vender el alma al diablo

Batir el cobre

Batir el cobre

銅を打つ→仕事や練習に忍耐強く打ち込む
銅を打つ仕事は忍耐が必要とされることから。日々、繰り返し練習して鍛えること。

Ganó la medalla de oro en las olimpiadas porque, desde muy
pequeño, batió el cobre en el gimnasio.
彼がオリンピックで金メダルを獲得できたのは、とても小さい頃から、ジムで辛抱

VS

強く鍛錬していたからだ。

Vender el alma al diablo

悪魔に魂を売る→願望のために取り返しのつかない過ちを犯す
勝つためには手段を選ばず、絶対に手を出してはいけないものに手を出して
しまうこと。

Consiguió la medalla de oro vendiendo su alma al diablo ... el
resultado del test antidopaje ha sido positivo.
彼は悪魔に魂を売って、金メダルを手にした……ドーピング検査の結果は陽性だった。

38

スペイン情報誌 acueducto

NÚMERO

2

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二弾。
今回は、マドリード公演を皮切りに、セビージャ、バルセロナなどスペイン各地
で大好評公演中のシルク・ドゥ・ソレイユ「TOTEM」で、アクロバットチームの
キャプテンを務める宮海彦さんに話を伺った。
カナダで生まれ、従来のサーカスの常識を

Umihiko Miya
宮海彦

シルク・ドゥ・ソレイユ
「TOTEM」アクロバットチームキャプテン

約10年を過ごしたシルク・ドゥ・ソレイユの
舞台裏やアーティストの日常、世界を回り
ながら得た経験や価値観を綴った著書『シ
ルク・ドゥ・ソレイユの世界を巡る
《住み旅》
スーツケース2つに積み込む旅生活』が、
2018年4月末Amazon Kindleにて発売。

やっぱりスペイン語が身体に合ってるのかな」

覆す刺激的なショーを生み出してきたシルク・
ドゥ
・

と言いつつも、
「発音に関しては、バスの移動

ソレイユ。この世界最高峰のサーカスに入団

時間などにブツブツと繰り返し練習してましたね」

して8年、28カ国118名という多国籍な団員

と明かしてくれた。
「音楽家やスポーツ選手は、

と共に、世界中を巡ってきた宮さんは、2004

頭で論理を理解するだけでなく、繰り返し訓練

年から2006年までの2年間、海外青年協力

して身体に覚えさせる習慣が身についている」

これは短期間で高い語学力を身につ
隊としてパナマで活動していたという経歴をもち、 と言い、
スペインの現地報道でも、団員を代表して流
暢なスペイン語でインタビューに応えていた。
そもそも海外青年協力隊を選んだのは、

けたい人には大きなヒントかもしれない。
協力隊としてパナマに派遣された宮さんは、
精力的に村々を訪れては、学校の校庭の草っ

それまで打ち込んできた体操に限界を感じ

ぱらで、子供たちに体操を教える日々を過ごした。

たせいだった。高校時代、跳馬でインターハ

不完全な環境で見せられる技は限られていたが、

イを制した宮さんだったが、大学に入って「自

それでも体操というものを見たことがなかった

分の才能では、オリンピックに手が届かない」

子供たちは、体操を見せると本当に喜んでくれ

と、目標を見失っていた。

たという。オリンピックという目標にむかって一

「体操を辞めたら自分には何も残らないんだ

身に体操に打ち込み、越えられない壁を前に

と思った。他に何ができるか分からなかった」

新たな道へと踏み出した彼が、
「初めて、
これで

という宮さんだが、そこで立ち止まることなく、

いいんだと思った」瞬間だった。そして、
この時

だからこそ「じゃ、何かやってみよう」と、一歩

の「体操で人を喜ばせ、感動させる」
という体

を踏み出すことを選んだ。

験が、
シルク・
ドゥ
・
ソレイユ入団へと繋がっていく。

「UFOキャッチャーのようにつまみあげられ、
まっ

8年間、世界を旅しながら舞台で縦横無尽

たく知らないところにポトっと落とされたときに、 に跳びまわってきた宮さんは、今年を最後に
そこで生きていく力があるのかな、
と思ったん
です」
。その落とされた先がパナマで、
それが
スペイン語との出会いだった。
人類の進化をテーマにした幻想的な舞台が繰り広げられる
「TOTEM」
。
宮さんはこの日、
人類の歴史に度々姿を現しては、
進化を促す
「クリスタルマン」
を演じ、
高い技術と存在感を示した。

インタビューの
動画を配信中

海外青年協力隊への参加を決意した時

シルク・
ドゥ
・ソレイユの退団を決意している。
今後については、
「やりたいことはいっぱい
ある」
。
これまでの体験をまとめた本の執筆もその

点では、スペイン語はまったく喋れなかったと

ひとつだ。
「誰かが第一歩を踏み出せるよう、

いう宮さん。

背中を押せる何かになればいいと思ってます」
。

「パナマに赴任して1年半ほど経った頃には、

それ以外にも、宮さんの頭の中には、いろ

『現地人並のスペイン語力』
と言われるほど

いろな挑戦のアイディアがつまっているようだ。

になりました。自分でも何故だか分からないけど、

今後の活躍からも目が離せない。
acueducto.jp
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ピアニスト • 下山静香の

音楽の時間
スペイン◆舞踊と音楽の物語
その 1

クラシックファンならご存知、
「ハバネラ」
！ オペラ
《カルメン》
の劇中、ジ
プシー女カルメンが薔薇を片手に歌うハバネラが、やはり代名詞的な存在
だろう。クラシックを聴きつけない方にとっては、もしかすると「ハバネロ」の
ほうが馴染み深いかもしれない。そう、こちらはとっても辛いトウガラシの仲
間である。この2つ、まったくイメージが結びつかないけれど、実は同じ言葉。
『acueducto』の読者なら説明の必要もないと思うが、habanero（アバネ
ロ・男性形）、habanera（アバネラ・女性形）──ともに「ハバナの」を意味
する形容詞だ。
オペラ
《カルメン》初演でカルメンを演じた女優セ
レスティーヌ・ガリ=マリエ
（1875年）
。
「ハバネラ」
は彼女からのビゼーへの要望で何度も書き直し
がなされ、完成した

音楽ジャンル、リズムを意味する「アバネラ」がなぜ女性形なのかというと、
もともとは「contradanza habanera コントラダンサ・アバネラ」だったものが、
「コントラダンサ」の部分を省略した形で呼ばれるようになったからである。

「コントラダンサ」とはなにか？ そのルーツは、フランスのコントルダンス、さらにイギリスのカントリーダン
スまでさかのぼることができる。フランス国王ルイ16世の妃マリー・アントワネットは、ロココ趣味の限りを
尽くしたというイメージが強いが、その一方で、真逆のイギリス趣味にも興味を示している。カントリーダ ン
スは、イギリス各地で踊られていた民俗舞踊・音楽を主なルーツとし、17世紀にはすでに広い階層の人々に
よって踊られていた。フランスでは「コントルダンス」と呼ばれ、アントワネットのお気に入りとなり宮廷でも
流行、フランスの植民地だったサン=ドマング
（エスパニョラ島西部。現・ハイチ共和国）
にも伝わっていた。
そんななか、フランスで世界を揺るがす市民革命が勃発する。その波を受けたサン=ドマングでも、黒人奴
隷の反乱に端を発した独立革命が起きる
（1791〜1804）。その折、対岸のキューバに逃げてきた人たちが
コントルダンスを伝え、今度はスペイン語に読み換えられて、キューバのエッセンスが加わった「コントラダ
ンサ」となったのだという
（この頃のキューバは、もちろんスペインの植民地である）。
しかし、コントルダンス由来のコントラダンサはスペイン本土にも存在していたため、サン=ドマング経由
ではなくスペインからキューバに伝わったとする説も長らく存在していた。イギリスのカントリーダンスには、
男女が向かい合って一列で踊るもの、男女4組が四角形になって踊るもの、輪になって踊るものなどの形
があるが、サン=ドマングとキューバで踊られていたのは一列タイプ、スペインで流行していたのは輪踊りタ
イプだったことから、サン=ドマング経由説が有力となったというわけである。いずれにせよ、ラテンアメリカ
で発展したほかの多くの音楽・舞踊と同様、コントラダンサにはアフリカから奴隷として連れてこられた黒人
のリズム感が溶け込んでいる。
キューバのコントラダンサも様々あったなかで、ハバナを中心に発展したものは「コントラダンサ・アバネラ
（ハ

40

スペイン情報誌 acueducto

バナ風コントラダンサ）」と呼ばれていた。そこからダンサ・アバネラ、アバネ
ラ……と省略されていったというわけだ。そしてハバネラは、主として中流
以上の階級で流行、いわゆる「サロン」で好んで演奏され踊られるものであっ
た。
記録に残る「ハバネラ第１号」は、1842年にハバナの新聞に掲載され
た
《El amor en el baile（ダンスの愛）》
（作者不詳）
とされるが、その頃、
「キューバ芸術音楽の父」と呼ばれるマヌエル・サウメル
（1817-70）
も様々
なコントラダンサをピアノ曲として発表していた可能性もあり、そのなかには
ハバネラのリズムを用いた楽曲も含まれていると考えられる。また、サウメル

「ハバネラの父」
セバスティアン・イラディエル

と交流のあったポーランド出身のユリアン・フォンタナ
（ショパンの親友・協
力者）
や、アメリカ出身のルイス・モロー・ゴットシャルクなど国外の作曲家もハバネラを書いている。しかし、
ハバネラを世界に広く知らしめたのはなんといっても、宗主国スペイン
（バスク）
出身のセバスティアン・イラディ
エル
（1809-65）
である。
キューバに滞在したイラディエルが1860年頃（？）
に書いた歌曲
《ラ・パロマ
（鳩）》
は、ハバネラらしいのび
やかで明るい曲調を持ちながら、実はハバナから出港する船乗りとひとり残る娘の切ないお別れの歌。こ
れが本国スペインだけでなく、同じスペイン語圏のメキシコや、キューバと距離が近いアメリカなどでも大人
気となり、ハバネラ・ブームのきっかけを作ったのである。
「初の国際的流行歌」という見方もでき、まさにハ
バネラの代表曲。イラディエルが「ハバネラの父」と呼ばれるゆえんである。
イラディエル最晩年の曲集《スペインの花》(1864）
に収録されている歌曲
《El arreglitoエル・アレグリート》
もハバネラで書かれているが、パリでこの曲を知り、読み人知らずのスペイン民謡だと思い込んだ作曲家ビ
ゼーがメロディを転用してしまったのが、カルメンの歌うあの誘惑ソング
《恋は野の鳥》
である。今ならば「盗作」
として大騒ぎになるところ……いや、当時も盗作問題は音楽界を揺るがすことがあり、ビゼーも出版元から
訴えられてしまう。そこで初めてイラディエル作と知った彼は、ヴォーカル・スコアの初版にその旨を明記、そ
の後の裁判でも、悪意はなかったことが認められて一件落着となっている。この2曲、ほぼ同じメロディ、同
じハバネラのリズムでもかなり違った雰囲気になっているのがおもしろい。歌詞の内容もさることながら、つ
けられているハーモニーの違いも大。ご興味あらば、
《エル・アレグリート》
もぜひ聴いてみていただきたい。
ビゼー作《カルメン》
の初演（1875）
そのものは不評に終わったが、カルメンのキャラクターと相まって、ハ
バネラを人々に強く印象付けたことは疑いのないところだ。その後シャブリエ、サン=サーンス、
ドビュッシー、
ラヴェルなど、フランスの作曲家たちがこぞってハバネラを書いている。
ヨーロッパ上陸を果たしクラシックの世界にも定着したハバネラは、新大陸にも舞い戻り、各地の音楽に
エッセンスとして入り込んでいく……そのお話はまた、次回。

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 10 弾 CD《ライブ・イン・アルバラシン》(molto ﬁne) 好評発売中！

Información
★ 5/20
（日）14時開演 下山静香リサイタル
「パリの洒脱とアルゼンチンの心を弾く（
」芦屋市・クラシカ）
★ 6/23
（土）15時開演 東京国立博物館・初夏のコンサート
〜研ぎ澄まされた美の世界へと誘う才能溢れるピアニスト〜 アレハンドロ・ベラ＆下山静香
★ 7/16
（月・祝）13時半開演 仁詩
（バンドネオン）
＆下山静香ライブ
（静岡市・ミュージアム・カフェ ピリパラ）
★ 7/21
（土）寺島貴恵
（ヴァイオリン）
＆下山静香 リサイタル
（富士市・ハウスゾンネンシャイン音楽堂）

acueducto.jp
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Vida en Latinoamérica
Vol

México

写真・文

篠田有史

闘いをオーケストラする
若者たち

Jóvenes Orquestando la Lucha

メキシコシティ
（Ciudad de México）は巨
大な盆地である。盆地をぐるりと囲む山麓には、
無数の住居が斜面にへばりつくようにびっし
りと建てられている。その多くは貧困層のもの
である。ここでは多くの子どもたちが、まともに
義務教育を終えることもなければ、まともな仕
事に就くこともできない。低賃金の仕事に甘
んじて、すさんだ毎日の生活から非行に走り、
薬物に手をだすこともままである。
そんな道に若者が踏み出さないように、メ
キシコシティの北西部のスラムでユニークな
活 動をするNGO が ある。それ が、Jóvenes
Orquestando la Lucha（闘いをオーケスト
ラする若者たち）だ。始めたのはファン・カル
ロス・カルサーダさん
（60）。38年前のことだ。
以前からここの住民だったファン・カルロスさ
んは、ブラブラしている近所の若者たちのた
めに何かできないかと考えていた。電話会社
Jóvenes Orquestando la Luchaが活動するスラム地域
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太鼓を音楽学校の学生が教える

太鼓は空になったペンキの入れ物

テントがある通りには、美大講師が描いた壁
画がある。
ファン・カルロスさんの指導で手作
りの弦楽器を演奏する。彼が弾いているのは
アルパ
（ハープ）
ファン・カルロスさんのギター工房にて

の技術者だった彼は、手先が器用で、若い
頃から自分でギターなどの楽器を作り演奏し
ていた。この特技を何とか役に立てられない
か？ そして思いついたのが、若者たちを集
めて、楽器を作り、演奏を教えるということだっ

Jóvenes
Orquestando
la Lucha

た。このアイデアに惹かれて参加する若者が
しだいに増え、家族や友人の協力もあって、
活動は広がっていく。
今では週2回、路上に張られたテントの下
で、太鼓の授業と弦楽器の演奏と歌の授業

Ciudad de México

参加希望者にNGOの趣旨などを説明するファン・カルロスさん

が行なわれている。もう1つのテントではリサ

México

イクル品を使った手工芸の教室も。現在この
活動は、近隣地区4ヶ所と別の地区2ヶ所でも

篠田有史 / Yuji Shinoda

行われている。
訪ねたときは、翌週に迫った広いコンサー
トホールでの演奏会のために、和気あいあ
いのなかにも厳しさのある若者たちの練習が
続いていた。

メキシコのお盆「死者の日」
のための骸骨人形を作る

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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Varios

スペインのお勧め

バール • レストラン
Bares y restaurantes recomendables

Vol. 19

Tabanco El Pasaje

タバンコ・エル・パサヘ

（Cádiz / カディス）

シェリー酒とフラメンコの街へレス・デ・ラ・フ マレロ氏お勧めのパロ・コルタードとモハマ ( マグ
ロンテーラに着いたのは日曜の午後だった。
ヘレスに立ち寄った目的は主に酒蔵巡りだった
が、残念ながら日曜は休業のようなので翌日の楽

ロの生ハム ) のタパスを愉しんでいると、店の奥の
テが聴こえてきた。

しみにとっておくとして、宿のご主人に、日曜の夜

カウンターの隣に立つ男性が連れに話す声が聞

にフラメンコが楽しめそうな場所、できればシェリー

こえてくる。
「フラメンコというのは本来、踊りじゃ

酒もあればなお良しと、尋ねてみた。

なく、音楽なんだ」

その答えが、
「それなら、タバンコ・エル・パサ
ヘに行くといいよ」だった。
タバンコとは、シェリー酒を飲みつつタパスをつ
まんだり、シェリー酒が量り売りで買えたりする、
ヘレス特有のバルのようなもの、なのだそうだ。

英国人がシェリーと呼んだビノ・デ・ヘレス ( ヘレ
ス・ワイン ) を楽しめるタバンコでは、入場料もライ
ブチャージもなく、フラメンコに触れることができる。
アンダルシアのこの小さな街で、観光客向けの
ショーとしてではなく、より身近に人々の生活の中で

夜になって、さっそくエル・パサヘを覗いてみた。 フラメンコが息づいているのを感じた瞬間だった。
壁には闘牛のポスター、カウンターで立ち飲みのス
ペイン人たち、そのカウンターの中にはシェリー樽
が積んである。これぞヘレス！
私もさっそくカウンターの客のひとりになって、カ

Información

Tabanco El Pasaje（タバンコ・エル・パサヘ）

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。
@n̲miwa @spain̲go

住所：Calle Sta. María 8, Jerez de la Frontera, Cádiz
電話：+34 956 333 359
URL：www.tabancoelpasaje.com

※上記情報は、2018 年 4 月時点のもので変更する可能性があります。

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.4

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 Hondarribia

Parador de Hondarribia

オンダリビア
（バスク語）
またはフエンテラビーア
（ス

2

シェリー樽とシェリー酒を愉しむ
人々。
壁には闘牛のポスターが貼って
ある
この夜のフラメンコライブ。
ヘ
レスは現在のスタイルのフラメンコの
発祥の地といわれている

マグロとチーズのオイル漬
けとパロ・コルタード。
注文
金額がカウンターにチョー
クで記される

中村 美和 / Miwa Nakamura

西・仏国境の古城を改修したパラドール

1

小さなステージから、情感たっぷりのギターとカン

パラドール・デ・オンダリビア

住所：Plaza de Armas, 14, 20280
Fuenterrabía, Guipúzcoa
電話：+34 943 64 55 00
URL：www.parador.es

〈左〉
渡船上から見る高台にあるパラドールの景色
〈右〉
パラドールの庭から対岸の眺めは素晴らしい

ペイン語）
は、スペイン・バスク州ギプスコア県の港
町。公式名はバスク語表記の Hondarribia。県の
北東端に位置し、国境となっているビダソア川を挟
んで、フランス領土のアンダイエと向かい合う。渡し
船は片道15分で隣国の街へ着く。オンダリビアに
は美味しいマリスコス
（海の幸の料理）
レストランが
立ち並び、観光客で賑わっている。
パラドールは小高い丘の上に聳え、ビダソア川の
対岸、フランスのアンダイエの洒落た家並みを望み、
大小さまざまな船が錨を降ろしているのどかな風景
を見ることができる。
歴史的な背景をみると、ここは西暦1200年頃に
築かれた城塞だ。その後、一時フランスに占拠され
たこともあり、17世紀にはフェリペ４世時代の西仏
戦争での包囲に耐え、街を守り抜いた。外壁のとこ
ろどころには弾丸の跡が残る。大砲、甲冑、槍など
が飾られ多くの戦いをくぐり抜けてきた城の歴史を
思い起こさせる。
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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。

Varios

スペイン味うぉっちんぐ
第 1 回 アーモンド
江戸時代に南蛮船で来日したポルトガル人
が日本にもたらしたというアーモンド。ヨーロッ

たローションやシャンプー、クリームは、皮膚の
炎症を抑える効果が高い上に副作用が少なく、

パにおける起源は紀元前4000年と古く、紀元

美容・健康面で非常に重宝されている。また、

前300頃に中近東よりギリシア経由でイベリア

アーモンドミルクは乳糖不耐症の人でも飲める

半島に持ち込まれ、その後、ローマ人たちの優

コレステロールを含まない良質な栄養飲料とし

れた農耕技術により、その栽培が地中海沿岸

て自然派食品店の棚を陣取っている。小児科

地域を中心に定着していったのだという。

医が幼児の治療にアーモンドオイルやミルクを

約800年間に渡りスペインに残した巨大な

勧めることも少なくない。更には、消化を助け

足跡であるアラブの食文化を代表する食材で

る効果や、食前に数粒、食べることによって、悪

あるアーモンドは本来、その他の乾燥ナッツや

酔いや二日酔いを防ぐ効果もあり、“ 一粒で二

ドライフルーツと同様、新鮮な果実の少なくな

度おいしい”などと言っている場合ではない。

る冬期の大切な保存食だった。干し柿のような

こうした効果は今でこそ研究結果として明確
にされているものの、遥か昔の人たちは生活の

ものである。
中世の頃までは王侯貴族や上流階級の人々

中でその大切さを身に付けていったのだ。レス

の高級嗜好品とされ、宴の席などの国王のテー

トランで、軽く揚げたアーモンドが程よい塩味

ブルにはアーモンドが添えられたという。カトリッ

で出てくることがあるが、食前のアーモンドは、

ク教国スペインにおいて、時として王室以上の

美味しいだけでなく健康管理の面もフォローし

政治力、経済力を持ち合わせていた教会や修

てくれる絶好のおつまみだと言える。

道院だからこそ、おそらくアーモンドをお菓子

2

アーモンドの実は、クリスマス期のトゥロンや

いち早く優しいピンク色の花を咲かせる。スペ

マサパンだけでなく、その他の製菓材料、煮込

インに春を到来を知らせてくれるのだが、二日

み料理やソースの材料として、通年、幅広く活

酔いの朝の目覚めをスッキリさせくれるのもまた、

用される一方で、アーモンドオイルを原料にし

アーモンドなのである。

3

アーモンドとサラソネス（魚の塩蔵品）は伝統的な組み

合わせ

世界に誇る最高品質のマルコナ品種は「アーモ

ンドの女王」

有名なトゥロン

アーモンドを使ったクリスマス菓子として

※マルコナアーモンドは日本から購入可能です。
ご要望の方は下記のアドレスまでご一報ください。

ヘブライ語で“目覚め”を意味するというアー
モンドの木は、2月初頭頃には他の木々よりも

に使うことが出来たのだろう。

1

片岡治子 / Haruko Kataoka

大阪府出身。
1991年より渡西。
スペイン全土を食べ歩きの後、
スペイン
家庭料理研究家として料理教室を主催する他、
WEBや雑誌等のレシピ・
コラムの執筆を手がける。
スペイン国内で営業業務、某ワイナリーの
販売業務を経て、
バレンシアを拠点に日本市場に向けて食材・飲料の
輸出業務を中心に行う
『オルカ・スペイン ORTIZ&KATAOKA, S.L.』
経営。
一夫二男一女一匹と共にスペイン田舎生活現在進行中。
オルカ・スペイン www.orkaspain.com / orka@orkaspain.com

おススメ

LIBROS
書

わたしのイスパニア語の旅
―スペインから中南米諸国へ

評

市川慎一 著

川成 洋

■彩流社
■2017年3月刊
■定価 2,500円+税

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
学大学院修士課程修了。
社会学
博士
（一橋大学）
。
法政大学名誉
教授。
スペイン現代史学会会長、
武道家
（合気道6段、
杖道3段、
居
合道4段）
。
書評家。
主要著書：
『青
春のスペイン戦争』
（中公新書）
、
『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
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』
（中
公文庫）
他。

本書を紐解いて、なんとも不思議と思うの

家を体験できるのは、唯一スペインだけだっ

を担当する。テーマは、ザビエルと日本人の

は、本書の著者は、我が国ではフランス啓蒙

た。言ってみれば、20代の野次馬根性から

西洋との邂逅、大城立裕と沖縄の歴史的・

思想を専門とする著名な仏文学者である点だ。

だったのだろう。フランコ独裁体制とはどん

社会的変遷、司馬遼太郎が見た日露戦争、

著者のスペイン体験は、19６7年、バルセ

なものか、窒息しそうな「公権力の監視の眼」

大江健三郎と戦後世代、など興味深い内容

ロナ大学での3ヶ月間の夏季スペイン語学

の社会というべきか、それなりに分かったよ

であった。また画家のルイス・ニシザワの自

研修だった。たまたまこの前年から、フラン

うな気がした。

宅訪問、ディエゴ・リベラと藤田嗣治の関係

ス政府給費留学生として南仏のモンペリエ

勿論、著者の興味は、なんといっても、ス

大学で研修を受けていたが、スペイン国境

ペイン内戦である。内戦末期から共和国の

さらにキューバではヘミングウェイの足跡

に近いこと、それに当時のフランコ独裁政権

敗北にかけて、共和派は、フランコ陣営の

を追い、アルゼンチンのラ・フラタ大学の国

を調査する。

を忌避してその大学で雑用などの仕事をし

報復・弾圧を恐れて徒歩でピレネーを越え

際学会で「オキナワとフクシマ」と報告する。

ている幾人かの元スペイン共和派のスペイ

るが、フランスの収容所は露天だった。さな

チリでは、スペイン内戦前に、ガルシア・ロル

ン人が同胞と美しいスペイン語で話してい

がら野生動物の扱いだった。これが民主主

カやラファエル・アルベルティなどの《27年

たこと、そして著者が生まれた1936年に勃

義国フランス政府の対応だった。著者の怒

の世代》
に詩人たちを親交を結び、内戦期

発したスペイン内戦に興味を持っていたこと、

りは頂点に達する。

にチリ大使としてマドリードに駐在する。内

などが著者をスペインへ向かわせたのだった。

次に著者は、支倉常長に率いられた慶長

戦終了後チリに戻り、幾多の詩集を発表し、

それにしても、1967年といえば、1892年

遣欧使節団の末裔とも言われている、セビー

71年にノーベル文学賞受賞した詩人のパ

生まれのフランコは75歳くらい、フランコ体

リャの南西約12キロのコリア・デル・リオに

ブロ・ネルーダ（1904〜73）の家（博物館）

制の屋台骨が軋み始めていた頃であろう。

いる、現在600人余りの「ハポン
（日本人）
」

を訪ねる。

ちなみに、私も、その２年後の1969年に初

という姓を持つ人々を見逃さない。

本書の内容は、人文科学系の学際的研

めてスペインを経験した。主要都市の散策

さらに、支倉が太平洋を渡り最初に到着

くらいの旅だったが、ソ連などの共産圏に

した国メキシコへと旅の行程が伸びる。メ

徘徊者」という異名を頂戴する実にユニー

は通過しかできなかった当時、全体主義国

キシコのコリマ大学での「集中講義」10回

クな旅行・滞在記である。

究に他の追随を許さないものの、
「地球の

acueducto.jp
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Dos fallas conmemoran el 150 aniversario de
relaciones diplomáticas entre España y Japón

2018

46

スペイン情報誌 acueducto

1

Cámara de Comercio Hispano Japonesa
(Cámara de Comercio Hispano Japonesa)
1954

1

3

19

4
750
24m

20

150
2

1985

1
21

5

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

400

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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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

最高のスペイン留学がかなう場所

バレンシア

およそ 80 万人が住む国際
色豊かな都市、バレンシア。
パエリア、ショッピング、ス
ペインバル、サッカー、ビー
チ、歴史、文化などを楽しみ
ながらスペイン語力をつけ
ることができます。

Pizarro, 10

Instituto Cervantesは言語教育の研究機関であり、
スペイン語圏の言語及び文化を世界に推進する
政府機関です。

La Nave, 22

46003 Valencia

+34 963 530 404
info@espanole.es

SPAIN

www.espanole.es

46004 Valencia

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

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
ÓN

A

ADEL

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

KOBE
N

ミント神戸

JR神戸線
三ノ宮駅

神戸市役所

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

ポートライナー
三宮駅

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

貿易
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。

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WEB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23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

スペイン語圏
留学専門

代行手数料
0円

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。

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

