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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。

講師は全員
ネイティブ

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！

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。

スペイン語
専門の教室

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。

グループレッスンは
振替制度あり

開始日 曜日 時間帯

7/30～ 月 18:30～19:20

7/31～ 火 10:30～11:20

8/1～ 水 19:30～20:20

8/2～ 木 12:30～13:20 20:30～21:20

8/4～ 土 13:30～14:20

開始日 曜日 時間帯

8/1～ 水 14:30～15:20

8/2～ 木 17:30～18:20

8/3～ 金 18:30～19:20

8/4～ 土 12:30～13:20

●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。

携帯・スマホから
こちらのQRコード

からWEBへ

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

スペイン語入門クラス開講
大阪校

神戸校

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！

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。

入会金無料
（10,800円）

体験レッスン当日にお申し込みで

アデランテで学ぶ理由

申込み
受付中

info@adelante.jp

TEL:06-6346-5554
大阪校

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

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

お申し込み・お問い合わせ

毎週土曜日（単発申込可）

3才～小2：10:30～11:20 
小3～小6：11:30～12:20

3,500円

日程

時間割

参加費

子供向けクラス 神戸校のみ開催

Cursopara niños
スペイン語の歌・絵本・ゲーム
などを通して、楽しみながら
スペイン語に触れるレッスン

神戸校

お申し込み
お問い合わせ



文法OSAKAマルタ先生の文法講座
過去形の用法
8月22日（水）17:30～18:20
［担当］マルタ
［対象］A1+～A2
［料金］受講生 3,500円
 一般 4,000円
初級文法の重要項目であ
る過去形（点過去、線過
去、現在完了形の使い分
け）を、マルタ先生としっ
かり学習しましょう！
復習にもおすすめ。

・価格は全て税込です。
・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。

スペイン語
特別クラス
大阪校＆神戸校

大阪校
TEL:06-6346-5554

神戸校
TEL:078-230-2022

info@adelante.jp

お問い合わせ

入会不要、一般の方も参加できます。

Club de Vinos 
de ADELANTE vol. 5
第5回 ADELANTE
ワインクラブ

OSAKA

入門

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。

8月4日（土）13:30～15:20
［担当］ミケル
［対象］誰でも
［料金］5,000円

協賛
 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)

会話KOBE諺と慣用表現
9月29日（土）13:30～14:20
［担当］エレナ
［対象］A2以上
［料金］受講生 3,000円
 一般 3,500円
スペイン語の面白い諺を
知りたくありませんか？
スペイン語圏の人たちは
表現豊か！いろんな物の
例えで状況を説明します。
彼らの使う慣用表現を学
んでおくと、ネイティブと
のおしゃべりもよりいっ
そう楽しくなります！

会話

スペイン語でディベート
8月10日（金）19:30～21:20
［担当］アレハンドロ
［対象］B2以上
［料金］5,400円

ニュース、社会、流行、生活な
ど、身近にある様々な話題に
ついて、スペイン語でディ
ベートしてみましょう。
自分の意見を積極的に発
表する訓練ができます。
DELE面接対策にもお
すすめです。

OSAKA

文化OSAKA

文化

アンダルシア弁を学ぶ
9月15日（土）13:30～14:20
［担当］エレナ
［対象］A2以上
［料金］受講生 3,000円
 一般 3,500円
関西弁と同じで、アンダル
シア人の話す言葉やイントネーション
は独特！地元出身のエレナ先生がレク
チャーします。

¡Qué divertido aprender español 

en ADELANTE!

¡En ADELANTE es muy fácil 

aprender español!

¡Vamos a estudiar!

スペイン語がわからなく

ても大丈夫です。

スペイン語と日本語両

方で解説いたします。

参加者に
抽選で当たる！

「AITANA WINE
 HOUSE」の

ワイン1本贈呈

OSAKA

文化
¡Vamos a beber!

受講特典
教科書

プレゼント

スペイン語入門　夏の集中コース（5日間 / 全20回）

お盆休みを利用して、スペイン語を入門から一気
に次のレベルまで学ぶための集中コースです。
スペイン語に興味があるけれど、普段はなか
なか時間の取れない方や、短期間でゼロか
ら学習したい人にオススメ。
1日4コマの授業で毎日スペイン語を話し、
聞き、身につけて、留学気分で学習しましょう！

［対　象］ これからスペイン語を始めたい方
［料　金］ 77,760円
［日　程］ 8月13日（月）～8月17日（金）
［時間割］ ①12:30～13:20
 ②13:30～14:20　
 〈休憩〉
 ③15:30～16:20
 ④16:30～17:20

路上アート
7月28日（土）10:30～11:20
［担当］マルタ
［対象］A2以上
［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。

KOBE
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インにまつわるエピソードもお寄せください。
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Ⓒ Jacques Rouquette
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LAS CORRIDAS 
DE TOROS
　スペインの雄牛遊戯コリーダ。「光の衣装（El traje de luces）」という固有のコスチュームに身を包んだマタドー
ルと、赤いマレータに突進する黒い雄牛は、この国のある種の象徴だ。マドリードの街中には、闘牛愛好家たち
が集うバルが点在する。ロンダの闘牛場の向かいには、この郷出身の闘牛士の名を冠したレストランがある。セビー
リャの景観を、老舗の内装を、古い闘牛ポスターや歴代の闘牛士たちの肖像画が彩なしている……。
　雄牛を翻弄する者たちは、この国でなぜ英雄たり得たのか。闘牛士の生き様を称揚していた芸術家たちは、彼
らの何に惹かれ、砂上の死闘をいかに解釈したのか。コリーダの歴史的変遷とその役割を、これから探ってみよう。

Ⓒ Jacques Rouquette

7acueducto.jp



    後楽園球場が東京ドームではなかった

ころ、しばしば、プロ野球のナイター試合

を見た。巨人戦はいつも満員だから避け、

他を外野席で見た。外野席は空にひろがっ

て、そばの客は宵の明星だけだったりした。

そこで本を読む。打ったり投げたりが読書

の妨げになることはない。河原で子等が遊

ぶのを堤防からを見るようなものだ。外野

フライは、中空をかすめとぶ鳥であった。

あれから数十年、このごろはマドリードで

闘牛を最上段の席でみる。出場する闘牛

士や牛の牧場などの予備知識はもたない。

闘牛は、たいてい、闘牛士 3 人が出て、1

頭ずつ、順に、交替で、6 頭を相手にする。

しめて 2 時間。

   マドリードの闘牛場は、まん丸の円形だ。

牛と人がふむアレーナも円形で、直径は

65m。観覧席の最上段はアンダナーダ席

という。最上段の全周を占め、屋根が付

いている。屋根があるのはアンダナーダの

み。日光の直射をうけるソル側でもアンダ

ナーダには屋根がある。屋根の幅はほぼ

4 メートル。軍艦が両舷から大砲を一斉に

発射するのを andanada というらしい。砲

身が窓の庇をかぶって並ぶさまに見立てた

か。マドリードのベンタス闘牛場だけで使

われる名である。闘牛を、年中、日曜日ご

とにやるところは、現在、ベンタス闘牛場

だけだ。アンダナーダには日曜毎の常連

が多い。特典は闘牛場の全貌が鳥瞰でき

ることだろう。

   そのアンダナーダで、ある日考えた。現

在の闘牛場は、なぜ円形が多いのか。昔

は四角形か多角形だった。現在も四角形

や多角形でやることがあるが、円形が主流

になったのはいつで、なぜか。   

   遡れば、スペインではキリスト教以前か

ら牛を贄に供えていた。牛を豊富なタンパ

ク質源として崇め、狩って屠って食す儀式

をつくった。同じことにありつけますように

との願掛けだ。スペインに牛が多くいたか

らその習わしができたのか。逆だ。アルタ

ミラの人々は、毎日のように牛狩をしたの

ではない。稀少な牛を、村人が総出で狩り、

1 頭 1 頭をありがたくちょうだいして、あの

ように壁画に残した。

　スペイン人が食す畜肉の量は、ヨーロッ

パで最少であった。400 年前のロンドン

で 1 人が 1 日で食す肉の量はマドリードの

1 人の 1 年分に相当した。当時、英国艦

隊のビスケットは牛由来のバターで捏ね、

スペイン艦隊のビスケットはオリーブ油を

考
え
た

Pensam
iento en la andanada

「
ア
ン
ダ
ナ
ー
ダ
」で

TEXTO = Katsuyuki Ogiuchi

撮影：足立由香里
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使った。スペインの家畜の代表は羊であっ

た。羊毛が売れた。国民は、羊を食べず、

羊が毛を売って国民を食べさせていた。羊

はなんでも我が物顔で食み、牛は山中で

餌を探して野生のように育った。そんな牛

が、深夜の崖っぷちの隘路を、風雨にさ

らされながら歩くのを見た。両足をおく幅

がないので内股で歩いていた。かく鍛えら

れた雄牛を、祭りが近づくと集落の囲い場

にさそいこみ、当日、中央広場へ移した。

広場は建物に囲まれた四角形か多角形。

周りから町中が見守る中で牛は殺される。

みんなが屠殺の目撃証人であり、みんなで

贄を食す。当時も今も、この儀式の場をプ

ラサ plaza という。特に、プラサ・マヨー

ルという町が多い。人々は引き出された牛

を品評し、不具や損傷を認めると普通の

屠殺にまわす。贄になる牛に、容姿の美と

凛 し々さを贅沢なまでに求めるのだ。

   闘牛士は騎馬で、馬上から牛を槍で突

いた。止めを刺せない場合は馬をおりて

剣で刺すこともあるが、徒歩の従者が剣

で仕留めることもあった。鉄砲の時代の平

時の騎士に騎馬闘牛は難しくなっていた。

馬の数も激減し、軍事に差し支えるように

なっていた。そこで、1570 年ごろ、国王

の肝煎りで軍事用の馬術教練を強化する

団体 Real Maestranza de Caballería が

結成された。有力な貴族の講社組織であ

るが、厳格な運営で騎馬闘牛を盛り立て

た。1572 年にロンダの教練団体がその

最初で、100 年後にセビーリャ、グラナ

ダ、バレンシアと相継ぎ、サラゴサでも、

それまでの類似団体が 1819 年に Real 

Maestranza de Caballería を結成した。

   しかし、どの講社が催す闘牛も場所は

ずっと四角形の広場であった。いっぽう、

そのあいだに、1730 年ごろから、貴族や

騎士身分ではなく平民の、馬丁や屠殺人

が、剣で牛を仕留めるまでを徒歩でこな

し、ヒーローやスターになっていた。プロ

の徒歩闘牛士の誕生だ。騎馬闘牛も続い

てはいたが、騎士の教練や遊戯の域を出

ず、徒歩の平民が闘牛の主役になってい

た。しかし、プロとなると、稼がねばなら

ず、公式の儀式だけでは十分ではないの

で、見世物としても演じるようになった。そ

の際、儀式は名目に留まる。「これから仕

留める雄牛を町の皆さんに捧げる」と宣言

はするが、実はそうはならず、見世物興行

として日常化していき、それにつれて、広

場闘牛の弱点がはっきりしてきた。中央広

場は、人は集まりやすいが、アレーナが

角ばっていては席によって見え方の不公平

が大きい。また、四角い広場の隅に生じる

吹き溜まりを牛が避難場と心得て閉じこも

るとか、アレーナは舗石に砂をまいた程度

なので牛も馬も人も滑ったり転んだりする。

さらには、市街での馬車の出入りが制限さ

れて闘牛士の入場が遅れたりする。という

わけで、あちこちで郊外に闘牛場が新設さ

れたが、アレーナ部分は四角形、多角形

と円形の可変式が多く、新設で、建物も

アレーナも円形そのものという闘牛場はマ

ドリードが最初であった。やがて、都市の

闘牛場はすべて円形になるが、わたしはい

ま、ベンタス闘牛場の最上段席アンダナー

ダにいて、そのアレーナの円さの効用を書

ききれなかったことを悔やんでいる。

荻内勝之 / Katsuyuki Ogiuchi
1943年ハルピン生。神戸市外国語大学イ
スパニア学科卒、バルセロナ大学文学部イ
スパニア研究科卒、神戸外大大学院修士課
程修了、スペイン文学者、東京経済大学名
誉教授。東京闘牛の会 TENDIDO TAURO 
TOKYO 会長。主要著書・翻訳書：『ドン・キ
ホーテの食卓』（新潮社）、『コロンブスの夢』

（新潮社）、『スペイン・ラプソディ』（主婦の
友社）、『おっ父ったんが行く』（福音館日曜日
文庫）『ドン・キホーテ』全4巻（新潮社）他。

Ⓒ Jacques Rouquette
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闘牛はど
こから来

たか

¿De Dónde vieneN 
laS corridaS? コリーダはいつからスペインの伝統文化となったのか？

TEXTO = Nagisa Miyata 

上）アルタミラ洞窟
のバイソンの壁画
下）アビラにある石
像トロス・デ・ギサン
ド。紀元前3〜4世
紀のものとされる

闘牛愛好家ゴヤは33枚の一連の版画《闘牛
術》を制作している。闘牛のルーツがイスラム
起源であるという説を支持していたゴヤは、
モーロ人や英雄エル・シッドが闘牛をする版画
も描いている

ゴヤが描いた徒歩闘牛の
立役者ペドロ・ロメロ（フ
ランシスコ・ロメロの孫）

雄牛信仰 :
男性性の象徴としての雄牛

　地中海周辺地域では旧石器時代から古代

ローマ時代にかけて、牛が主題の絵画や彫

刻が絶えず生産されていた。イベリア半島

でも 1 万数千年前のアルタミラ洞窟壁画

に描かれたバイソンのほか、各地で牛を形

どった石像や石版画が発掘されている。古

代人は特に逞しい雄牛を男性性の象徴とし

て捉え、この動物に接触することにより生

殖力や豊穣の力を得ようとしたようだ。ス

ペインの地方の村々にも、牛にまつわる伝

承や儀式の記録が残っている。たとえば少

女が一角牛の魔力で男子になる「ウリケル

ノ伝説」や、 牛は不妊に対抗する生殖の力

を持つとされる「黄金の牛」といった伝承、

またエストレマドゥーラでは、婚礼の場に

おいて 花婿と仲間が闘牛（銛で刺したり、

上着などの布で注意を惹きつけたり）をし

ながら花嫁のところまで走るという風習が

20 世紀初めまで残っていたという。こう

した各地の雄牛信仰や風習が現在のコリー

ダに直接的に結びついたというわけではな

いが、パンプローナの牛追い祭に代表され

るように民間闘牛が盛んに行われており、

イベリア半島が古くから雄牛を祝祭の動物

として特別視する土壌であったことは確か

だ。

王侯貴族たちの騎馬闘牛から
庶民の徒歩闘牛へ

　見世物としての歴史を紐解くと、はじめ

に闘牛を公の競技としたのは中世イベリア

の貴族たちだった。馬上から牡牛を槍で突

く騎馬闘牛が盛んに行われ、17 世紀にそ

の人気が頂点に達する。庶民は町の一番大

きな広場に押しかけ、地主たちの活躍を観

戦することができた。ここでの闘牛は富と

権力の誇示という側面もあり、主役の貴族

たちは大勢の召使いたちを引き連れて入場

していたという。ハプスブルク王朝の歴代

国王は闘牛を愛し、特に帝国最盛期のカル

ロス 1 世（神聖ローマ帝国カール 5 世）は

自らが闘牛を披露することもあった。現在も

通常のコリーダとは様式の異なる騎馬闘牛

（corrida de rejones）が催行されるが、これ

はこの時代の闘牛の名残である。

　転換期が訪れたのは 18 世紀初頭。騎馬

闘牛の最中に、馬に乗らない徒歩闘牛士が

登場した。フランシスコ・ロメロという大工

の男が、貴族が落馬したのを見て帽子で牛

の視界を妨げ、彼を助けたのである。ここ

から、赤布を用いた徒歩闘牛の歴史が始

まった。彼らは牛に接近して命知らずの技

を見せることで、観衆の注意を惹きつけ

る。やがて騎馬闘牛の人気が下火になるに

つれ、祝祭の主導権は貴族から庶民出身の

徒歩闘牛士たちの手に渡っていく。

「フランスかぶれ」vs「マホ」

　騎馬闘牛衰退の理由のひとつは、18 世紀

初めにスペインがフランスをルーツとするブルボ

ン王朝の統治下に入ったことだった。この王朝

はハプスブルクとは異なり闘牛を嫌厭し、スペ

イン土着の文化を嫌い、イベリア半島へのフラ

ンス文化の浸透を推し進めた。18 世紀中期、

貴族の子息たちはフランス、あるいは他の啓

蒙思想国家のサロンで過ごすようになり、宮廷

ではなんでもシャレたフランス流が良いと考える 

afrancesado（フランスかぶれ）たちが台頭した。

　これに反発したのが庶民たちである。古くか

らマドリードの下町に住む人 は々「majo」「maja」

（マホ、マハ / 粋な者たち）と呼ばれるが、彼

らの下町流儀こそが真のスペイン精神を象徴

するものだとする「majismo マヒスモ」が庶民

たちの間で爆発した。そして貴族から庶民の

手へと渡った闘牛は、まさにこのマホたちの文

化を象徴するものとして強く後押しされたのであ

る。庶民の牽引者としてのマタドール像が形成

され、彼らが着る「光の衣装」の原型が生ま

れたが、この衣装もフランス流への反発として

開発された。現在、18 世紀当時の衣装を着

て闘牛するのを「corrida goyescaゴヤ時代風

装束闘牛」というが、これはゴヤの絵画に描か

れているような派手なマホ風装束の闘牛であり、

この時代に闘牛が庶民の文化として根付いた

ことを物語っている。

マネ《死せる闘牛士》（1863-1864）

アルルのcorrida 
goyescaの時に
立てられた《裸の
マハ》のパネル。
ゴヤは多くのマ
ホ、マハの風俗画
を描いている

Ⓒ Jacques Rouquette
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LaS ReglaS 
de las Corridas Modernas

闘牛といえばスペインのイメージが強い
が、フランス、ポルトガル、そして日本にも

「闘牛」と言われる固有の雄牛遊戯があ
る。だからスペインの闘牛に限定する時は

「コリーダ」と呼ぶこともある。「コリーダ 
Corrida」は動詞「correr（走る）」の過去分
詞で、砂場で牛が走り回ることに由来する。

コリーダはピカドール（槍士）の幕、バン
デリジェロ （銛突闘牛士）の幕、マタドール

（正闘牛士）の幕の順で展開する。通常、1
つの興行で3組のクアドリーリャ（マタドー
ルをリーダーとする闘牛士グループ）が出
場し、それぞれ2回ずつ計6回の闘牛が行
われる。

1. 入場行進 （Paseíllo）
マタドールを先頭に、3組のクアドリーリャ
が入場する。砂場を1周し、向かい席のプレ
シデンテ （祭の主宰）に挨拶。1組目の準備
が整うと、トリル（牛の出入口）の鍵が開け
られる。

2. 牛の出場 （Salida de toros）
出番まで、牛は光のない暗い小部屋に閉じ
込められている。部屋の扉が開かれると、差
し込んだ光の方向へ一気に走り出し、砂場
に踊り出す。すかさず、ペオンと呼ばれる助
手闘牛士たちがピンクと黄のカポーテ（布）
で牛を誘い、ベロニカという布技で身を交
わしながらその牛の性質を見極める。

3. 第1幕 （Tercio de varas）
Picadorの幕
目隠しをつけた馬に乗り長槍を持った2騎
のピカドールが出場。勇敢な牛は、馬の腹
めがけて突進する。ピカドールは牛が接近
したのを見計らって槍でその背中を刺し、
パワーとスピードを落とす。

4.第2幕 （Tercio de banderillas）
Banderilleroの幕
飾りのついた1対のバンデリージャ（短銛）
を、2名の闘牛士が交代で3回、勢いよく跳
躍しながら牛の背に打ち込む。後に控える
マタドールがこの役をやることもある。

5.第3幕 （Faena de muleta）
Matadorの幕
真打の登場。マタドールは牛に極限まで接
近し、両足をぴったり地につけたまま、角突
きから身を交わしつつムレータ（赤布）のパ
セ（布技）を繰り返す。闘牛の最大の見せ
場であり、マタドールが個性と実力を発揮
する場でもある。ムレータの場面が終わる
と、最後の場「真実の瞬間 La hora de la 
verdad」へ。右手に剣を構え、一気に牛の
懐に飛び込み後頭部の急所を突く。一撃で
殺めた場合、観衆から盛大な拍手が送られ
るが、なんども失敗すると激しく非難され
る。第3幕は最長15分。

6. 終幕 （Finalización）
6回の闘牛で終幕。見事な演技を見せたマ
タドールには、プレシデンテの判断で褒賞

（仕留めた牛の耳や尾）が贈られる。死ん
だ牛はその後すぐに解体され食肉となる。

開催期
コリーダは春〜秋にかけて催行され
る。それぞれの街のフェリア（祝祭）
に伴い開催されることが多い。時間は
夕方、日曜日に行われることが多いが、
5 月のマドリードのサン・イシドロ祭、
7 月のパンプローナのサン・フェルミ
ン祭では期間中に毎日開催される。

コリーダ基礎知識

19 世紀以降の熱狂、
そして現在へ

　庶民文化となった徒歩闘牛はスペイン全

土に広まり、各地の闘牛場が整備され現在

の見世物としての様式が確立していく。庶

民たちの熱狂ぶりは凄まじく、闘牛場にな

だれ込み、チケットがなくても壁をよじ

登ってなんとか観戦しようとし、時には砂

場に飛び込んで即興闘牛を演じることさえ

あった。ブラスコ・イバニェスの小説『血

と砂』（1908）には熱狂的にマタドールを

追いかけ回す市民の姿が良く描かれてい

る。コリーダはマドリードのほかアンダル

シアを中心に催行され、闘牛士たちもこの

地域出身の者が多い。貧しい出自であるこ

との多かった彼らは富と名声を求めて、そ

の時代に国民的英雄として持て囃された闘

牛士になろうとしたのである。20 世紀前

半にはホセリート、ベルモンテ、ドミンギ

ン、マノレーテら今も名を残す天才闘牛士

らが活躍し、審美性を意識した華麗な布技

が幾多も発明された。文豪ヘミングウェイ

や巨匠ピカソ、ダリなどが彼らの闘牛を

テーマとする作品群を残している。そして

現在のコリーダ界でも、ホセ・トマスやエ

ル・フリ、セバスティアン・カスティーリャ

らが業績を残し、活躍しているが、闘牛興

行全体には陰りも見え始めている。現実の

舞台で顕現する死は、実際のところ、非常

にショッキングな体験なのだ。スペイン人

でも闘牛に拒絶反応を示す者が珍しくな

く、カタルーニャ州では 2012 年に闘牛が

廃止された。１世紀前は、危険を顧みず死

に迫る闘牛士は国の英雄だったが、今、そ

うした時代は終焉を迎えつつあるのかもし

れない。しかしながら、こうしてスペイン

の長い歴史のなかで培われた闘牛士像は、

コリーダそのものが廃止されても消えるこ

とはないだろう。この分野にはまだ多くの

考察の余地が残されている。

ニーム（フランス）の円形闘技場。古代ローマ時代に建てられた
（左、撮影：荻内勝之）

ホセリート（左）とベルモンテ（右）

Ⓒ Jacques Rouquette
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闘牛士を志す者は、闘牛学校で修行を積
む。さらにアマチュアでの実践を重ねて、
プロになるための闘牛士免許を取得しな
くてはならない。階級は見習いからスター
トし、順に昇級（alternativa）していく。
マタドールは最高階級だ。

Novillero sin picador
見習い闘牛士

Novillero con picador
若牛闘牛士

Matador de toros
正闘牛士

闘牛士となる者はスペイン人のみに限らな
い。闘牛学校にはアジア人を含めた外国
人も入学する。数少ないが、プロとなった
日本人闘牛士たちもいる。現地でもっとも
良く知られるのは約 20 年前に活躍した下
山敦弘氏だろう。彼の闘牛士の字名は「El 
Niño del Sol Naciente（日出づる国の
子）」。ノビジェロとして活躍していたが、
1995 年、闘牛中の事故で負傷し、現在
は引退している。セビーリャ在住の日本人
には良く知られた存在だ。
また濃野平氏は、20 歳の時にテレビで闘
牛を観たのをきっかけに渡西、1999 年に
プロ闘牛士となった。自伝『情熱の階段 
日本人闘牛士、たった一人の挑戦』では闘
牛士を志すきっかけから闘牛学校での日々、
出会った仲間のことなど、闘牛士たちが身
を置く世界の夢と現実が語られている。

セビーリャの闘牛場に貼ら
れた催行ポスター。この日
に行われたのはNovillada
という若牛闘牛。一番下に
闘牛士3名の名が書かれ
ている

撮影：宮田渚

『情熱の階段 
日本人闘牛士、
たった一人の挑戦』

■ 濃野平 著
■ 講談社
■ 2012年3月
※現在は電子書籍版が販売中

Las Reglas 
de las Corridas Modernas

LOS NIVELES de toreros

Los toreros japoneses

コリーダ基礎知識

アルル（フランス）の入場行進。列先頭左のマタドールがベ
テラン、中央が新人、右が中堅

突きの練習をするピカドール

ピカドールが乗る馬

ピカドールの手の中の槍先

愛好家は、牛がどこ産かも
チェックする。このプラカー
ドの勝負は「ラ・キンタ牧場
産、体重520kg、2005年
10月生まれ」の牛が出場
し、闘牛士エル・フリが闘う

闘牛士の独特の帽子をモンテラという。マタドールは第３幕の前にこの帽子を砂場で
放り投げることがある。この時、帽子が逆さまに落ちると不吉であるとされる

闘牛は
どこから

来たか
　　

¿De Dónde vieneN 
las corridas?このページの写真は撮影者の表記の無いものはすべてⒸ Jacques Rouquette
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死に切迫する闘牛は、

観る者に強烈な印象を与える。

コリーダに魅せられた者、

あるいは恐怖した者は、

何を語り、描いたか。

パブロ・ピカソ

LOS ARTISTAS QUE
DESCRIBEN 
LAS CORRIDAS

Pablo Picasso

Jean Cocteau

描いた芸
術
家
た
ち

を闘牛

チェコスロバキアの切手。各国が《ゲルニカ》を用いた切手を発行
している。ゲルニカは縦3.46m横7.77mの巨大画でマドリード
のソフィア王妃芸術センターで展示されている（参考資料）

フランスの詩人ジャン・コクトー

も闘牛に魅入られた人物のひとり

で、ピカソと一緒になんども観に

行った。コクトーにとって、牛とマ

タドールの対は男女の関係と並

行にあった。詩的作品『5 月 1

日の闘牛』（1957）のほか、闘

牛デッサンも多数残している。

ジャン・コクトー

闘牛は
どこから

来たか
　　

スペイン人の闘牛愛好家といえば、ピカソ

の名がいの一番に挙げられるだろう。美術界

「20世紀最大の巨人」は、足繁く闘牛場に通

い、闘牛士たちに牛を捧げてもらい、お返しに

自分のスケッチを彼らに与え、モンテロ（闘牛

士帽）を被ってはしゃぎ、「画家でなかったらピ

カドールになりたかった」と宣い、あるいは雄

牛の仮面を被り、アトリエに友人たちを集めて

ギリシャ神話のミノタウロス伝説を模した酒宴

を開くなど、この世界に誰よりも深く嵌り込んだ。

彼が9歳のときに最初に描いた油絵も《ピカドー

ル》（1890）だった。その後も、油絵、版画、墨

絵、陶器画、彫刻など、時代ごとにさまざまな

様式や技法で闘牛をモチーフとした作品を制

作している。中でも特に魅力的なのは1930年

代の《ミノタウロマキア》の時代だろう。ギリシャ

神話とスペイン闘牛を融合させ、黒い雄牛は

クレタ島の怪物となって馬や闘牛士に襲いか

かる。牛の顔はピカソ自身である（“El toro soy 

yo”）。殺される女闘牛士の顔はピカソの妻の

顔である。この作品では残酷さとエロティシズム、

さらには生贄の像から連想されるキリスト教の

磔刑も主題としていると言われている。また別

の時期には、制限時間内に一瞬の運に任せ

て演技をする闘牛士に倣い、制限時間内に筆

のやり直しが効かない墨絵や陶器の皿に闘

牛を描く試みをした。いわば画布の上の闘牛

士になりきろうとしたのである。実際の闘牛士

たちとも親しく交流し、特に仲の深かったミゲル・

ドミンギンはピカソを「彼は根底から闘牛士だ 

Picasso es un torero, en el fondo...」と讃え

ている。

スペイン内戦の惨禍に憤り生み出された大

作《ゲルニカ》（1937）、ここにも闘牛のモチー

フ ( 牛、馬、倒れた人間が持つ折れた剣、太

陽のメタファーとも解釈できる真上の電球）が

複数描かれている。女たちも馬も肉体が大きく

捻れ、まるで闘牛場全体が苦痛に歪んでいるよ

うだ。闘牛の主役であるはずの牡牛は左端で

ぽつねんと佇み、目の前の光景を静観してい

るのだろうか。牛はフランコや暴力の象徴であ

るという解釈もあるが、スペインという舞台から

離れたところで喪心するピカソ自身にも見える。

この作品はパリのアトリエで制作された。ピカ

ソはフランス生活が長かったが、南仏で「第二

のスペイン」を発見できたこともあってか、祖国

の民衆文化への深い愛を忘れたことはない。

ピカソにとって幼い頃から親しんだ闘牛は、ス

ペインそのものだったのである。

TEXTO = Nagisa Miyata

コクトーの友人、ジャン＝マリー・マニャン氏にアルルの自宅で見せてもらったデッサ
ン。左の絵には2体の牛（愛の対象としての観念的な牛と、目の前の怪物のような牛）
が描かれている。 Jean-Marie Magnan所蔵（撮影：宮田渚）
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A las cinco de la tarde. 
Eran las cinco en punto de la tarde. 
Un niño trajo la blanca sábana 
a las cinco de la tarde. 
Una espuerta de cal ya prevenida 
a las cinco de la tarde. 
Lo demás era muerte y sólo muerte 
a las cinco de la tarde. 

午後の五時。

午後のきっかり五時だった。

一人の子供が白いシーツを持ってきた

午後の五時。

石炭が一篭　もう用意され

午後の五時。

あとは死を　死を待つだけになっていた

午後の五時。

イグナシオ・サンチェス・メヒアスへの哀悼歌

小海永二訳（『ロルカ詩集』世界現代史文庫より）

フェデリコ・ガルシア・ロルカ

Federico García Lorca
グラナダの詩人ロルカは「イグナシオ・サンチェ

ス・メヒアスへの哀悼歌」という有名な詩を書い

ている。裏拍のように、たたみかけるように反芻

される「午後の五時 a las cinco de la tarde」。

これは闘牛の始まる時刻を表している。死の時

間である。

詩人には闘牛士の親友がいた。名はイグナ

シオ・サンチェス・メヒアス。セビーリャ出身で、

優れた闘牛士だった。メヒアスは芸達者な人物

で、文学に精通し、詩や戯曲を書き、さらに役者

としても活動していた。1927年を機に闘牛士

を引退して作家活動に専念していたが、1934

年8月11日、43歳にして急遽、闘牛の舞台に

戻ることになる。別の闘牛士が交通事故で出場

できなくなったため、代わりに砂上に立つことに

なったのだ。この日の1番目の牛の角が、彼の

右腿を貫いた。大怪我を負ったメヒアスはその

2日後に息を引き取った。

この詩は、死んだばかりのメヒアスの肉体か

ら流れる血、突然もたらされた彼の死を、悲痛

に「僕は見たくない！」という拒絶を交えながら、

けれども繰り返し歌い上げる。この世で最も恐ろ

しいその一瞬を永遠にするかのように。

詩人にとって闘牛は、なによりも死を啓示する

舞台ではなかったか。この詩を書いた2年後の

1936年8月19日、ロルカは銃殺された。翌年パ

リで開かれた万国博覧会のスペイン館では、内

戦の犠牲者の象徴としてロルカの肖像とともにこ

の作品も展示された。

20 世紀闘牛文学者の代表といえば、忘れてはいけな

いのがアメリカの作家ヘミングウェイである。出世作

『日はまた昇る』（1926）では、彼が深く愛したパン

プローナの牛追い祭と闘牛が描かれており、フィエス

タの高揚感がありありと綴られている。

闘牛士にでもならない限り、その生のすべてを
生き抜く人間はいない。

『日はまた昇る』第 2 章より

Ernest Hemingway
アーネスト・ヘミングウェイ

パンプローナの土産物屋。ヘミング
ウェイの似顔絵が描かれている

（撮影：Alejandro Contreras）

p.13 , p.14 の写真は撮影者の表記の無いものはすべてⒸ Jacques Rouquette

闘牛の美は一瞬にして連続。絵画のような写真作品。

　ジャルーは、雑誌でよく見かけるような紋切り型とは別の形で闘牛を表
現しようとする。闘牛士と牛のカップルが織り成すかりそめのパセの形を
捉え、その一瞬に閉じ込められた至高の美を追求する。彼は非常に遅いシ
ャッタースピードによる「映像のぶれ」を使う。写真の中に時間の経過を
与えるためだ。それはあたかも、死の瞬間を少しでも延期させたい、運動
と色彩によって構成された闘いの美を引き留めておきたいと願っているか
のようである。フランスの闘牛研究の第一人者、哲学者フランシス・ウォ
ルフは彼の作品を「絵画」のようだと言った。ジャルーは闘牛の血の混じ
る光景を表現することはしない。牛の力強さと闘争心は、すらりとした優
雅な闘牛士の女性性と対照的な形で示される。彼の写真集『Ante Mortem』

（ラテン語で「死を前に」）では、闘牛の攻撃的な部分がすべて取り除かれ、
闘牛術のダンス、演劇性という側面が鮮やかに描き出されている。

Jarou Jacques Rouquette ジャルー（ジャック・ルケット）

14 スペイン情報誌 acueducto



ラス・ベンタス闘牛場
Plaza de Toros de Las Ventas
首都マドリードにあるスペイン最大の闘牛場。
毎週日曜と祝祭日に闘牛が行われている。闘
牛博物館を併設し、ガイド付き見学が可能。
Calle de Alcalá, 237, 28028 Madrid
+34 913 56 22 00
www.las-ventas.com

ロンダ闘牛場
Plaza de Toros de Ronda
1784年に開場されたスペイン最古の闘牛
場。闘牛の歴史が分かる資料館が併設され見
学ができる。また、王立馬術校としての歴史も
知ることができる。
Calle Virgen de la Paz, 15, 29400 Ronda, Málaga
+34 952 87 41 32
www.rmcr.org

マエストランサ闘牛場
Plaza de Toros de Maestranza
セビーリャらしい白と黄の色鮮やかな闘牛場。
闘牛の聖地とも呼ばれる。シーズンの夏は厳
しい暑さのため、セビーリャで闘牛を見るとき
はぜひ日陰（ソンブラ）席を。
Paseo de Cristóbal Colón, 12, 41001 Sevilla
+34 954 22 45 77
www.plazadetorosdelamaestranza.com

« Jarou » Jacques Rouquette / 
ジャルー（ジャック・ルケット） 
フランス、ニーム在住。10歳から撮影をはじめる。写真家とし
て活躍するほか、フランス国内外のさまざまな写真展の企画
に携わる。2003年にドル＝ド＝ブルターニュ国際写真月間
を立ち上げ、2013年まで指揮。同年、国際的な写真家のグ
ループ「inter Nos」を創設。撮影テーマは多岐に渡り、現在
は在仏ユダヤ人共同体など、社会的ルポ・ジャーナリズムを中
心に活動している。アルルの著名な闘牛写真家ルシアン・ク
レルグとも親交があり、自身も南仏を中心に闘牛の撮影を続
け、作品集『Ante Mortem』を発表している。
www.jarouphoto.com

宮田渚 / Nagisa Miyata
京都大学大学院 人間・環境学研究科
に在籍時、フランス現代思想とスペイン
闘牛の関わりについて研究する。2014
年に南仏モンペリエに留学、パリ、アル
ル、ニームなどを周りながら、闘牛研究者
らを訪ねる。今号で写真作品を提供して
くれたジャルーも、そうした間に知り合っ
たひとり。大学院修士課程を修了後は

『acueducto』編集を通して、スペイン
語圏の文化・歴史を日々勉強中。

左から、Jacques Rouquette
宮田渚, Francis Wolff（闘
牛哲学者）/ 2015年ニーム
のフェリアで撮影

PLAZAS DE TOROS
スペイン国内の主な闘牛場

マノレテ 情熱のマタドール
■ 監督 メノ・メイエス
■ 主演 エイドリアン・ブロディ
■ 価格（DVD） 1,429円+税 発売中
■ 発売元 ツイン 
■ 販売元  NBCユニバーサル・エンターテイメント

スペイン最高の闘牛士と謳われたマノレーテの
生涯を描いた1作。恋人ルペ役をペネロペ・クル
スが演じる。マノレーテは絶大な人気を誇った闘
牛士で、1947年に闘牛中の事故で亡くなり、国
葬が執り行われた。

ブランカニエベス
■ 監督 パブロ・ベルヘル
■ 主演 マリベル・ベルドゥ
■ 価格（DVD） 3,800円+税 発売中
■ 発売・販売元 松竹株式会社

お伽話「白雪姫」と闘牛を融合させたサイレント
映画。天才闘牛士の娘カルメンシータは、冷酷な
継母に殺されそうになったところを7人の小人闘
牛士たちに助けられる。やがて彼女は、亡き父と
同じ正闘牛士になることを決心する。

©︎2011 Arcadia Motion Pictures SL,Nix Films AIE,Sisifo Films AIE, The Kraken Films AIE,Noodles 
Production,Arte France Cinéma 

PELÍCULAS 
闘牛の映画

闘牛はなぜ殺されるか
■ 佐伯泰英 著
■ 新潮社
■ 1998年9月刊

時代小説『居眠り磐音 江戸双紙』シリーズ等
で知られる小説家、佐伯泰英による闘牛ルポル
タージュ。カメラマンとして闘牛士一行に密着、
同行した著者ならではの精確な描写で、20年前
に書かれた本ではあるものの、一読すれば、技、
歴史、芸術観などスペイン闘牛の概要を掴むこと
ができる。

さもなくば喪服を
■ ラリー・コリンズ ドミニク・ピエール 著
■ 志摩隆 訳
■ 2005年6月刊
■ 早川書房 

貧困から這い上がり花形闘牛士へと転身したエ
ル・コルドベスの半生を綴ったノンフィクション。
少年は富と名声を得るため、死と隣り合わせの
舞台のスターになることを決意する。闘牛士とい
う英雄をなぜ時代は渇望したか。1960年代スペ
インの政情を知るのにも役立つ1冊。

LIBROS 
闘牛の本
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スペインのリアスから
日本のリアスへ、

愛を込めて
Solidaridad con cariño,
desde las Rías de Galicia, para las Rías de Iwate

ルシア・フレイタス　来日ルポ

　ルシア・フレイタス。スペイン・ガリシア地方出身、35歳。

サンティアゴ・デ・コンポステーラのレストラン「ア・タフォー

ナ・デ・ルシア・フレイタス」のオーナーシェフ。彼女が、

函館の「世界料理学会」に参加するために来日した。

　3年前に彼女と知り合ってからずっと、ルシアを日本に連れてきたいと望んでいた私の夢が叶った10日間。これはルシ

アの日本滞在日記の一部、そしてこの若い女性シェフが日本に残していってくれた足跡のささやかな記録である。

　私が初めて会ったとき、ルシアは

すでに自分のレストランを始めて数年。

オーナーシェフとして若いながらも立派

な仕事をしていた。彼女に「日本に来な

い？」と尋ねた私の思いは、やる気にあ

ふれた若々しい女性シェフに日本を見せ

てあげたい。日本料理や器にも並々なら

ぬ興味をもつ彼女に、日本の食の魅力を

実感させてあげたいということだけだっ

た。

　しかし、できれば何か特別な経験もさ

せてあげたい。それには、「世界料理学会」

で発表の機会を作ったらどうだろう？　

ルシアにとって、ひとつの新しいステッ

プになるに違いない……。

　それにしても、注目を浴びつつあると

はいえ、それほど知名度の高くない若い

女性シェフ。どうして彼女を呼びたいの

か？　それには、ルシアは「リアス」の「コ

シネーラ」だから、というふたつの大切

な理由があった。

　ルシアの生まれ故郷ガリシア地方はビ

スケー湾と大西洋に面しているが、ここ

には大きな河の河口がそれぞれ深い谷を

形成して、結果的にギザギザに続く入江

の連続する独特の海岸線がある。この海

岸線をスペイン語で「リアス」と呼び、そ

こからこういう形態の海岸線を世界的に

「リアス式海岸」と呼ぶようになった。つ

まり、三陸の「リアス式海岸」のルーツは、

スペインのガリシアなのだ。

　だからこそ、震災の深い痛手から懸命

に復興を目指している三陸で食に関わる

人たちにエールを送るのに、ルシアほど

ふさわしい料理人はいないと私は確信し

ていた。

　そしてもうひとつの理由、スペインの

「コシネーラ（女性料理人）」を函館の学

会に呼びたいというのは、私の以前から

の願いだった。スペインでは昔から女性

が厨房で大きな役割を占めてきた。郷土

料理がそのままレストランの料理だった

時代には、「cocer 煮炊きする」料理が女

性の料理人、「asar 焼く」料理が男性の料

理人という暗黙の分業が存在していた。

最近の新しい美食の世界が確立していく

なかで、その中心はどうしても男性に奪

われながらも、スペインのコシネーラた

ちは健気に奮闘してきた。ルシアもその

ひとりだ。

　函館の学会は、地元の料理人深谷氏が

始めた大きな価値をもつ素晴らしいイベ

ントだが、惜しいことに女性が登壇する

機会は少ない。ぜひ女性シェフの観点か

らの発表をさせてほしい。そんな私の思

いを汲んだ深谷氏が快諾してくれて、ル

シアの学会発表が決まった。

GALICIA

な
ぜ
、ガ
リ
シ
ア
か
ら
？

TEXTO = Mari Watanabe
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　日本に到着したルシアと助手のイマヌ

エルは、いくつものイベントの慌ただし

い打ち合わせや準備を平然とこなし、休

むまもなく函館へと飛び立った。

　しかし、私は内心心配だった。ルシア

の料理は素晴らしいが、人前で喋ること

が得意かどうかは、あまり考えていなかっ

た。初めての学会発表で、50分間も語る

ことができるのだろうか？ いささか不

安そうな私に、ルシアはこう答えた。「喋

るのは好きだから大丈夫。むしろ、話し

たいことがたくさんあるから、長くなる

かも」

　そして実際に学会初日のステージに上

がったルシアは、学会参加が初めてとは

思えない自然な態度と語り口で、会場を

埋めた聴衆を魅了した。

　ガリシアの風土がもつ独自性。食材の

豊富さ。ガリシアの料理人であることの

誇りを熱く語るルシアの発表は、日本の

各地から集まった聴衆の心にも響いたに

違いない。中央志向ではなく郷土をなに

よりも大切にするスペインの人々の発想

を、今は日本が後を追う形で、地方の美食

を発展させていこうとしているのだから。

　今回の学会のタイトルだった「山菜」

というテーマに呼応してルシアは、ガリ

シアの海辺で育つ様々な天然の植物を

「海辺の野菜」と呼んで活用しているこ

とも発表してくれた。発表が終わった後

の懇親会で、大勢の料理人たちが、彼女

からさらに話を聞きたいと集まってき

た。自分の畑で作った野菜をレストラン

で使っているという彼女に意気投合して、

野菜の種をプレゼントしてくれるシェフ

もいた。スペインの北のはずれで独自の

料理の世界を築きつつあるルシアからの

メッセージは、日本の料理人たちにしっ

かりと届いたのだ。

函館へ

　函館での発表の翌日、ルシア一行は新

幹線で盛岡へと向かった。そこではすで

に、岩手チームがルシアを待っている。

せっかく日本まで来てくれるルシアに、

どんなにわずかな時間でもいいから三陸

の人たちと直接接する機会をもってほし

い。そう願っていた私に、岩手復興に携

わる料理人たちのチームが応えてくれて、

盛岡での講習会が実現したのだ。このあ

と東京で開催されるふたつのイベントの

収益が、岩手での講習会の費用にあてら

れることになり、私は親しい漁師の中村

さんに、講習会のためにとびきりの牡蠣

を送ってくれるよう頼むことができた。

　会場を引き受けてくれたレストラン「ダ

コッタ」のオーナーシェフ鹿澤さんの尽

力で、地元の料理人たちが大勢助っ人と

して集まり、講習会の始まる前から会場

は熱気に包まれた。そしてルシアがなに

より喜んだのは、三陸の料理人たちがみ

な、ルシアがもってきたガリシアの「海

の野菜」に強い興味を示してくれたこと

だった。これは似たのがこっちにもある。

この香りは珍しいが気に入った。これは

日本のわらび、試してほしい……言葉の

壁を超えて、自然と資源を大切にする料

理人たちのやりとりは熱っぽく続いた。

　満員の講習会には岩手県の様々な地域

から飲食に関わる方たちが参加して、ガ

リシアについて、地方の食について語る

ルシアに耳を傾け、彼女のオリジナルレ

シピで作られた「牡蠣のジントニック味」

を試食した。

　牡蠣は、三陸がこれからアピールして

いきたい食材のひとつだ。それを今まで

とは違う発想の料理で出せたら、復興の

お手伝いになるのではないか。そのため

には、特殊な材料や道具がなくても、地

方の食堂でも活かせるアイデアを提供で

きればと思って選んだシンプルな牡蠣

の一皿は、期待通り地元の人たちに気に

入ってもらえたようだ。そしてなにより、

岩手の人たちと育むことができた暖かい

交流に、ルシアはどこよりも親しみと共

感を覚えて東京に戻ってきた。

素晴らしい出会い
MORIOKA

HAKODATE

上）講習会開催のために集まっ
てくれた岩手の料理人たち
中）ガリシアの海岸地帯に生え
る「海の野菜」のいろいろ
下）「牡蠣のジントニック風味」
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　翌日は、早速東京での「女性のための

ワークショップ」がルシアを待っていた。

第一線で活躍するルシアから、日本で料

理に携わる女性たちに語りかけてほしい

という思いに共鳴して、池袋「シュヴァル・

ド・ヒョータン」の女性シェフ、川副さん

が会場を提供してくださったのだ。

　このワークショップに、ルシアは大き

な関心を寄せてくれた。なにしろ、仕事

のときはきりっと厳しいルシアの顔が一

瞬で優しく変貌するのは、スカイプでマ

ウロと話しているときだけ。

「元気かな？　もうすぐ帰るから、いい子に

しててね！　お土産は何がいい？　自動車？」

　ルシアは2歳のマウロのお母さんなの

だ。母であること。料理人であること。

レストランの経営者であること。タフ

で頭も良く、一見すべてを楽々とこなし

ているように見えるルシアだが、ワーク

ショップに集まった30人ほどの女性に、

ルシアは切々と訴えた。

「コシネーラとして頑張っている私を、

周囲の男性シェフたちはなかなか認めて

くれなかった。女なら、せいぜいパステ

レラ（女性パティシエ）だろう、それだけ

やっていればいい、みたいな認識。それ

が悔しくて、若手料理人のトップを競う

コンクールに出たの。予選に勝ち残って、

決勝を待っているときに妊娠しているっ

てわかった。決勝はマウロが生まれて2

週間目だったけど、全力を尽くして2位

になったわ。それから、やっと周囲の男

性たちが一目置いてくれるようになった

……。あなたたちも、負けないでがんばっ

てね！」

　料理人やパティシエを目指している女

性たちは、ルシアの言葉にひとつひとつ

頷きながら聞き入っていた。

　弾丸ツアーの最後は、東

京での1回だけのディナー

だ。前もって食材を試食

することなくスペインで

メニューを決めなければ

ならなかったルシアは、日本に着いてか

ら、会場となるレストラン「フエゴ・デル・

トロ」の大瀧シェフと打ち合わせを重ね、

周囲の心配をよそにどんどん食材を変更

し、料理そのものまで変更して自分の納

得できるメニューに変えていった。その

プロセスは、イベント主催者としてはい

ささか不安なものではあったけれど、ディ

ナーの当日、ルシアは見事にシェフとし

ての真価を発揮して、私の心配が不要な

ものであったことを証明してくれた。朝

から夜まで休むことなく動いて、自分の

料理を完成させていく。そこには、プロ

としての意地と料理人としての強い誇り

に支えられたルシアのエネルギーが溢れ

ていて、私はただ脱帽するしかなかった

のだ。

　この日のディナーも、岩手の被災地へ

の支援を軸として企画されていて、食材

の多くは岩手から届いた。岩手の水の流

れから直行してくれた鱒。岩手にこんな

おいしいチーズがあったのかと感動させ

られた3種類のチーズ。他所にはないこ

だわりで育てた岩手短角牛の豊かで無駄

のない味わい。そこには、岩手の人たち

が我々のイベントに寄せてくれた期待と

善意がつまっていて、それを見事な皿へ

と昇華させてくれたルシアと大瀧シェフ

には、惜しみない拍手が送られた。

　ルシアは私に、パンの皿を差し出して

「どう？」といたずらっぽく笑いかけた。

ぎりぎりのタイムスケジュールのなか

でルシアが作った、ガリシアのパンだ。 

　洗練されたモダンな料理に、彼女がど

うしても添えたいと言い張ったトウモロ

コシ粉の素朴なパン。そこには、ルシア

のガリシアへの深い郷土愛がこもってい

た。一見華やかで現代的な彼女の料理の

根本にガリシアへの熱い思いがあり、そ

れが彼女のパワーの原点でもあることを、

そのパンは雄弁に語っていた。

なによりもまず、料理人であること
TOKYO--KIOICHO

女性たちにエールを
TOKYO--IKEBUKURO

各地から参加したプロの
料理人たちに補佐しても
らいながら、デザートの
デモンストレーションを
するルシア

18 スペイン情報誌acueducto



　ルシアがスペインへ帰ってから、私は

彼女の「お母さんのいちご」の話を思い

出していた。

　ルシアが現在の代表作としているデ

ザート「ラ・ヴィ・アン・ローズ（バラ色の

人生）」が、マウロの1歳の誕生日を記念

して作ったデザートだということは聞い

ていたが、今回さらに詳しい話をしてく

れたのだ。

「子供のころ、いちごの季節になると、い

つもお母さんがいちごに砂糖とレモン汁

をかけて冷蔵庫に入れておいてくれた。

私はそのいちごの器にたまっていく汁が

好きで、こっそり冷蔵庫から器を出して

は汁を飲んでいた……」

　子供のころ大好きだった甘酸っぱいい

ちご汁の記憶が、バルサミコを加えたい

ちごのシャーベットに昇華する。息子が

生まれて育ってくれていることの幸せを、

赤い色のデザートの一皿として表現する。

ルシアは、人間としての感動をそのまま

料理として結実させることができる、恵

まれた感性をもつ料理人のひとりなのだ。

仕事を終えた日本滞在最後の日、最後ま

でレストランで使う食器や調理器具を

買って歩いているルシアを見ながら、彼

女の行く先にはきっと公私ともに充実し

た未来が開けていくに違いないと、私は

確信することができた。

　彼女が日本を訪れてから、岩手の復興

支援には順風が吹いている。いくつもの

素晴らしいイベントが開催され、そのな

かで鹿澤シェフは、ルシアの「牡蠣のジ

ントニック」をアレンジして出してくれ

た。いつかまた、ルシアを三陸の地に呼

びたい。そんな思いは、ルシアにもしっ

かりと届いている。スペインのリアスか

ら吹いた一陣のさわやかな風のようなル

シアの来日は、しっかりと実りを残して

いってくれたのだ。ありがとう、ルシア！

お母さんのいちご
GALICIA--Recuerdos de la niñez

1大瀧シェフ、ルシア、イマヌエル
2「岩手短角牛のロースト」
3有田焼の若手作家の皿に載せた「トマ

トとマグロ」
4トウモロコシ粉にたまねぎなどを加え

た、ガリシア風パン
5三陸・山田湾の「ホタテのセビーチェ」
6三陸の海辺から運ばれてきた流木の

飾られたテーブル

1 2

4 5
6

3

ガリシアの工芸作家の皿に載せ
た「ラ・ヴィ・アン・ローズ」

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。

渡辺 万里

写真協力：福吉貴英、松田美穂、星野浩美

<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
www.academia-spain.com 

ルシアのレストラン
Restaurante A Tafona
Virxe da Cerca, nº 7, baixo. 15703 
Santiago de Compostela - A Coruña
TEL : + 34 981 562 314
www.nove.biz/lucia-freitas/es

19acueducto.jp





バレンシアのワイナリー巡り
TEXTO/FOTOS = Yuji Shinoda

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。

Visita a 
dos bodegas  
en Valencia

バレンシアにも美味しいワインがあるんだよ、

という友人たちの奨めにしたがって、

バレンシア州にある2つのワイナリーを訪ねた。

今回紹介するのは、

その1つボデガス・アラーエス（Bodegas Arráez）だ。
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　ボデガス・アラーエスのワイナリーは、

州都バレンシアから南西へ車で 1 時間の

ところに位置する小さな町 La Font de la 

Figuera にある。1950 年の創業。2016 年

に日本のサクラアワードのダイアモンド

トロフィーを受賞したワイン (Mala Vida）

を作っている。当主は 3 代目のトニ・ア

ラーエスさん（39）。2007 年に父親から

ワイナリーを受け継ぎ、リオハで修行した

醸造家としての技術と才覚で、人気ワイナ

リーに押し上げた。

　トニさんは、初めて品評会にブースを出

した際、ワインボトルを奪い合う（？）二

大怪獣のバナーを掲げた。「短パンとビー

チサンダル」で客をアテンドしたこともあ

るという。とにかく目立ちたかったのと、

ワインの持つ堅苦しいイメージを払拭した

いという思いがあった。ラベルのデザイン

にもトニさんのアイデアが生かされた、奇

抜なものが多い。

　味わい深いが飲みやすい、若者向きのワ

イン。スペインでは、だいたい 1 本 6 ～

12 ユーロで売られている。昨年は計 300

万本以上を販売したという。

1

貯蔵タンクの前で熱く語るトニさん

奇抜なラベルは若者にも好評

Bodegas Arráez
La Font de la Figuera

01

Valencia
バレンシア

Bodegas Arráez

バレンシアは数千年前からワイン醸造が始まった
歴史ある産地。DO（原産地呼称ワイン）に認定さ
れ、スペイン国内第4位のワイン生産量を誇る。産
地は州の北西部と南部に4地域（バレンティノ、モ
スカテル、アルト・トゥリア、クラリアノ）あり、モナス
トレル種とガルナチャ種の軽快な味わいの赤ワイ
ン、メルセグエラ種とマルバシア種の辛口の白ワイ
ンなどが主要品種。特にメルセグエラの白ワイン
はこの地域の特産ワインとして知られている。
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　ワイナリーでは、見学者も受け入れてい

て、地下にはワインの歴史や製造過程など

を分かりやすく説明した、ちょっとした博

物館もある。年に 3 回、見学者が自分で

ワインを作ることができるイベントも開催

している。

　近くのカプラチョ山の麓にはブドウ畑が

ひろがり、その近くに新たな醸造所が建つ

予定だ。現在、ロゼやカバ（スパークリ

ングワイン）も含め、11 種類ほどのワイ

ンを造っているが、日本では「Mala Vida」

などの 4 種類が販売されている。

1 ワイナリーの外観。ラベルや車のペイントな
どと同様にクリエイティビティが感じられる

2 エントランス。ロス・デル・リオが訪れたとき
の写真が置かれている

3 地下の貯蔵室
4 Barのような試飲カウンター
5 香り当てコーナー（博物館）
6 樽の説明（博物館）
7 博物館の入り口

2

5 6 7

3 4

試飲用に注がれる赤ワイン
小さなブドウが育ち始めていた

Bodegas Arráez

C/Arcediano Ros 35,
46630 La Font de la Figuera,
Valencia
☎ :+34 96 229 00 31

www.bodegasarraez.com

Información
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ナチュラル・シックな服に
秘めた情熱「Sita Murt」

vol.
2

TEXTO = Rei Inoue
FOTOS = ⒸSitamurt

MODA
ESPAÑOLA 
バルセロナの
モードを知る

「あなたが憧れるスペインブランドは？」

ファッション好きなバルセロナの女性にこ

う聞くと必ず名前が挙がる Sita Murt( シタ

ムル )。政治家、女優、そしてスペイン王

妃にも選ばれる服はコンビネーションしや

すいのにどこか他と違います。シンプルに

見えて、その服作りの裏には多くの努力と

人々の思いがありました。女性たちに愛さ

れる Sita Murt の魅力に迫ります。
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ニットを基盤とした上品なコレクション

　もともとは男女のニットウェアを扱

う小さなファミリー企業としてスタ

ート。すでに 100 年近い歴史があり

ます。大きな改革をしたのは 3 代目。

彼女は社会で女性が活躍するこれから

の時代を見据え、トータルルックの女

性ブランドを築くことを決意。1980

年代には自身の名前、Sita Murt をブ

ランド名に掲げ、デザイナーとして彼

女の夢を形にしていきました。やがて

Sita Murt はアクティブに人生を楽し

みたい女性のためのブランドとして多

くの支持を集めるようになります。そ

の服はリラックスした雰囲気でありな

がら大変洗練されており、世界 40 ヶ

国のショップで扱われるまでに成長し

ました。今やバルセロナファッション

を代表する存在です。

色にこだわる、質にこだわる
　Sita Murt の服の特徴は繊細な色使

い。大地を思わせる色、森をイメージ

させる色。色と色が絶妙にミックスし

た中間色にも定評があります。普段の

ワードローブに 1 枚加えるだけでラ

ンクアップしたイメージに。そして糸

や質にもとことんこだわります。マテ

リアルはイベリア半島のものを使い、

ニットは主にバルセロナ郊外の町、イ

グアラダで製造。プリント、ジャカ

ードの柄もここにしかないオリジナ

ルです。時に刺繍などは高技術のあ

るインドまで赴くなど服作りに妥

協はありません。何年も何年も

長く使えるのは良質だからこ

そ。T シャツ 1 枚とっても

10 年後も色褪せません。

この服を着るために頑張

れる、そんな自分を鼓舞

してくれる服たちです。

　飽きがこないデザイン、色、
質を維持するために、試作を重
ねながら常に最良の服を生み
出すSita Murt。現在は4代目
へと移りましたが、和気あいあ

いとしたデザインチームにはベテランも
多く、ファンもまた母娘2代で通うほど長い付き合いも増えてい
ます。従業員やお客様からの揺るがない信頼は積み重ねた
努力の証。「自分たちには作り手としての責任がある」それこそ、
彼らを突き動かす原動力なのです。

Responsabilidad de mantener 
el nivel de calidad作り手としての責任感

あえて難しい道へ

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。

井上 礼 / Rei Inoue

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バルセロナの3店舗

32 Carrer del Rec (Born)
Tel： +34 93 760 56 91 

242 Mallorca 
Tel： +34 93 215 22 31 

18 Mestre Nicolau
Tel： +34 93 209 91 32 

www.sitamurt.com

ブランド情報

Sita Murt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

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8月8日（水）〜8月12日（日）
 9月11日（火）〜9月16日（日）

バルセロナの旧市街、ボルン地区
にはスペイン国内で10店舗目とな
る最新Shopがあります。昔ながら
の街並みに溶け込むように、他の
店舗とはまた印象の違う外観です。
同じアイデアを使い回すのではな
く、服も店作りも手間をかけ、１つ１
つ考え抜いているのがここにも見
て取れます。大量生産ではない、
Slow Fashion(スローファッション)
という考え方のもと、Sita Murtの
挑戦はこれからも続いていきます。
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学校の先生、年上のクラスメイトであっても、基本的に授
業ではtú, vosotrosの二人称でOK。失礼にはならないの
で安心してください！　日本人には抵抗があるかもしれ
ませんがusted, ustedesで話すと逆に自分から距離を置
くことになってしまいます。中南米は国によっても異な
りますがスペインとは違い、三人称が多く使われます。

スペイン語を習得したいなら、わからないまま放っておけばどん
どん授業についていけなくなります。先生は、「教室は間違う場所。
皆のために私（先生）はいるんだよ！　間違ってくれないと困る
よ！」と皆さんを暖か
く迎えてくれるので、
間違いを恐れず、わか
らないことはわからな
いと言う勇気を持っ
て、発言しましょう。

わからない時は先生に直接質問しましょう。質問することで尋ね
方や答え方、さらには相づちの打ち方まで練習できて自然と身に
付きます。クラスメイトが質問に乗っかってくると、同じ意味でも
他の単語や言い回しを勉強できる場合も多いです。先生は質問を
待っています。言葉で伝えるのが難しい場合は身振りや手振りを
交えるのも良いでしょう。

先生の言っていること、
クラスメイトの話す
スペイン語がわからない。
わかっていないのは
僕だけみたいだし、
質問するのは恥ずかしい……

とりあえず愛想笑いしてお
けばいいよな、
スペイン語話せないし……

先生の言葉の中で
わからない単語が
いくつかあったな……
まあでも後で
辞書を引けばいいか。

Tú, Vosotros？
それとも
Usted, Ustedesで
話せばいい？

¡Hola! スペイン語の語学留学は、語学スキル以上に、
さまざまな経験が得られる貴重な機会。
けれどもいざ海外で暮らしてみると、
現地の価値観や文化の違いという壁にぶつかります。
そこで留学を考えているスペイン語学習者の皆さんのために、
今回は留学先で「どんな風に行動すればいいか？」

「どうすれば成功するのか？」を
スペイン留学.jpスタッフ一同から伝授いたします！

¿Cómo nos comportamos 
en España?

間違ってアタリマエ。
コミュニケーションは最大の学び！

［学校での行動編］

留学の心構え

コミュニケーションをとる際、笑顔はとても大
切ですし万国共通です。第一印象はとても良い
と思いますが、愛想笑いだけでごまかすのはや
めましょう。先生もクラスメイトもあなたの意
見や考えを知りたいのです。誤魔化さず1フレー
ズを完璧に言えなくても、知っている単語で伝
えること、イエス・ノーを言うことが重要です。
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カフェやレストランなどでは荷物や貴重品を隣のイスやテー
ブルの上に置いたり背もたれにかけるのはご法度！！　置き
引きに注意が必要です。トイレの個室、服や靴の試着をする
時も同様、貴重品は肌身離さず持ちましょう。ここは日本じゃ
ない！　と意識することが被害に合う確率をぐんと下げます。

ホームステイの場合、嫌いな食べ物があれば遠慮せずファミリーに伝えましょう。初日に
聞いてくれるところもありますが、聞いてくれるのを待っているのではなくて自分から
積極的に話しましょう。好きなものも一緒に伝えればそこから会話も広がります。食べ
物のアレルギーがある場合も同様、忘れ
ずに伝えてください。現地のファミリー
はあなたが快適に生活できることを望ん
でいます。

ネガティブな言葉で謝るのではなく、ポ
ジティブな言葉で感謝の気持ち、お礼の
気持ちを伝えましょう。日本語の「すみ
ません」には色々な意味がありますが、外
国語は基本的に「こちらが悪いので謝っ
ている」という意味で取られます。謝る
のではなく小さなことでもお礼を言う方
がお互い気持ち良いですよね。

ブランド品や高価なものを身につけるのは
控えましょう。学生は特に注意！　中南米
ではさらに注意が必要。時計代わりにスマ
ホを使うより、腕時計が安全です。誰かが
そのスマホを狙っているかも知れません。
ながらスマホやガイドブック等を常に眺
めながら歩くのも、防犯上控えましょう。

スペインも中南米も水
はとても貴重です。シャ
ワーは15〜20分で済ま
せるのがいいでしょう。
髪を洗っている間は必ず
蛇口は止めます。各家庭
で使えるお湯の量が決
まっているところもある
ので、水やお湯を使いすぎると最後の人がシャワーする時お湯が出
ない！　ということも……お互い配慮し合って気持ちよく生活しま
しょう。日本ではシャワーやお風呂は夜が多いですが、ヨーロッパで
は朝の人もいます。バスルームを使っても良い時間をファミリーやルー
ムメイトに事前に確認しておけば、同じ時間に集中せずに済みます。

同じアパー
トや住んで
いる家の敷
地内の人と、

エレベーターなどですれ違った際には元
気よく挨拶をしましょう。知らない人で
あっても、たとえ外国人であっても現地
の人は ¡Hola! と挨拶をします。笑顔も忘
れずに！

スペイン留学.jp

「スペイン語」留学しょ！

魚料理が苦手……
でもせっかく作ってくれたし
申し訳ないから言わないで食べよう。

暑い！　
シャワーをたっぷり浴びたい！　
冬は湯船に浸かりたい！

あっ、すみません、
すみません！

知らない人だし
目が合ったけど
特に何も言わなく
ていいよね。

せっかく海外に来たし
免税店で買ったブランド品を
持って行こう！！

他にも気になることがある！

もっと現地生活のことを詳しく知りたい！

文化の違いがわかれば
語学も上達する!?

［滞在先での行動編］

防犯意識も身に付けて
留学を楽しむ！

［外出での行動編］

そんな方は、スペイン留学.jpまでお問い合わせください。
カウンセラーが無料でご相談に応じます。

お問い合わせ

やっと一息！　
荷物も置いて
コーヒーブレイク♪

 06-6346-5554（大阪本社）
 info@spainryugaku.jp
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バレアレス諸島

カナリア諸島

ガリシア

カンタブリア
バスク

ナバラ

アラゴン

バレンシア

ムルシア

アンダルシア

カスティーリャ・ラ・マンチャ

カスティーリャ・イ・レオン

エストレマドゥーラ

カタルーニャ
ラ・リオハ

アストゥリアス

サラマンカ2

セビーリャ4

カディス5

マドリード3

グラナダ11

マラガ12

パルマ・デ・
マジョルカ8

マルベージャ6

バレンシア9

アリカンテ10

1 サン・セバスティアン

バルセロナ7

テネリフェ13

❷ サラマンカ
Salamanca
1218年に創立されたスペイン最古の大学
がある学生の街。カテドラル、大学、貝の家、
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。

❶ サン・セバスティアン
San Sebastián
バスク地方独自の文化が息づく街。「美食
の都」として有名で、美味しい魚介類やピン
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。

❿ アリカンテ
Alicante
海と山に囲まれ、美しいビーチが点在する
都市アリカンテ。コスタ・ブランカと呼ばれ
る地中海の海岸沿いに位置し、1年を通し
て穏やかな気候で知られています。

⓫ グラナダ
Granada
アルハンブラ宮殿のある世界的に有名なグ
ラナダはアラブ文化の名残を留める古都。
大都市にはない落ち着いた美しい街並み
が素晴らしく、訪れる価値があります。

❻ マルベージャ
Marbella
コスタ・デル・ソルの中でも特に人気がある
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。

⓭ テネリフェ
Tenerife
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。
毎年2〜3月行われるカーニバルは世界的
に有名。島の至る所でパレードが見れます。

❸ マドリード
Madrid
プラド美術館や王宮など見所いっぱいの
スペインの首都。ショッピングやバル巡り、
アート観賞も楽しめます。スペインの中心
に位置し他の都市へのアクセスも良好。

❹ セビーリャ
Sevilla
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
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。

⓬ マラガ
Málaga
コスタ・デル・ソルの中心地として有名なリ
ゾート地。ピカソの出身地としても有名で、
街にはピカソの生家や美術館もあります。 
国際空港があり、便利なアクセスも魅力。

❺ カディス
Cádiz
古くから貿易の拠点として栄え、西ヨー
ロッパで最古の街といわれる。夏は海水浴
やウォータースポーツも楽しめます。また
好天の多い恵まれた気候も特徴です。

❼ バルセロナ
Barcelona
独自の歴史と文化を育んできたカタルーニャ
の都。ガウディやダリなど数多くの著名人を
輩出。「芸術の街バルセロナ」には、今も至る
所に多くの芸術作品が残されています。

❽ パルマ・デ・マジョルカ  
Palma de Mallorca
バレンシアの東約80kmの地中海沖合にあ
るバレアレス諸島で最も大きな島。晴天の
日が多く、天候と美しい自然に恵まれ「地上
の楽園」と呼ばれる人気のリゾート地です。

❾ バレンシア
Valencia

「火祭り」とパエリア発祥の地として有名
な、スペイン第３の都市バレンシア。地中海
性の温暖な気候で過ごしやすく、ビーチリ
ゾートとしても知られています。

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！

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。

スペインにある91校の語学学校と提携しています。

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。

1 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！ 

2

スペイン留学.jp

28 スペイン情報誌 acueducto



① メキシコ

③ グアテマラ

② キューバ

⑫ アルゼンチン

⑨ ボリビア

⑩ ウルグアイ

⑧ ペルー

⑪ チリ

⑤ コスタリカ

⑦ エクアドル

⑥ コロンビア

④ ドミニカ共和国

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
属島フベントゥ島などのサンゴ礁の小島群からな
る社会主義共和国です。1492年にコロンブスが
到達して以来、スペインによる植民地支配下に入
りましたが、1898年の米西戦争におけるスペイ
ンの敗北を機に、1902年に独立を達成しました。 

ハバナ校
サンティアゴ・デ・キューバ校
トリニダ校

❹ ドミニカ共和国
República Dominicana
ドミニカ共和国は1492年コロンブスの第1回航
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
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。

サント・ドミンゴ校
ソスア校

❸ グアテマラ Guatemala

グアテマラは古代マヤ文明発祥の地であり、紀
元前2000年には、すでに人々は生活を営み、ア
メリカ大陸で最も発達した文明のひとつとなりま
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
中でも先住民人口の比率が特に高い国です。

アンティグア校

❼ エクアドル Ecuador

エクアドルとはスペイン語で赤道を意味し、その
名の通り赤道直下に位置します。国民の大半がメ
スティソ（混血）または原住民の子孫。 小さな国な
がら、積雪した火山、アマゾンの熱帯雨林など地
形は非常に豊か。ホエール・ウォッチング、カヤッ
クなど多岐に渡るアクティビティが体験できます。

キト校

❽ ペルー 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
文明の魅惑的な遺跡が多く残っています。 

クスコ校

❾ ボリビア Bolivia

ボリビアの国名は、独立運動の英雄シモン・ボ
リーバルの名にちなんだもの。世界で1番標高の
高い町ラ・パスや世界一標高が高く泳ぐことがで
きるチチカカ湖があります。ボリビアは南米でも
貧しい国のひとつですが、魅力的な習慣と伝統が
豊かな文化を作り上げています。 

スクレ校

⓫ チリ Chile

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

❿ ウルグアイ 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
草原地帯を活かした農業、牧畜業が盛んです。穏
やかな環境下、国民も自由にのんびりと暮らして
います。興行・文化活動も盛んで、サッカー、音楽、
ガウチョ体験を楽しめます。

モンテビデオ校

⓬ アルゼンチン Argentina

ブラジルに次ぐ南アメリカ第2の大国。国民の大
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

❺ コスタリカ Costa Rica

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

❶ メキシコ México

首都はメキシコシティ、北アメリカ南部に
位置する連邦共和制国家。北にアメリカ合
衆国、南東にグアテマラ、ベリーズと国境を
接し、西は太平洋、東はメキシコ湾とカリブ
海に面しています。スペイン語圏において
最も人口の多い国で、マヤやアステカの遺
跡など歴史的な見所がたくさんあります。

グアナフアト校、オアハカ校
プラヤ・デル・カルメン校

リビエラ・マジャ校

❻ コロンビア 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。

ボゴタ校
カルタヘナ・デ・インディアス校

ボゴタ校

中南米にある12ヵ国23都市の語学学校と提携しています。

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。

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！

4
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。

5 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。

6

出
　
発
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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。

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│

 5都市にご相談窓口

スペイン留学.jp

留学費用例 Tarifas para estudiar en España y Latinoamérica

 www.spainryugaku.jp
 info@spainryugaku.jp

資料請求／お問い合わせ

月〜土 8:30−21:30
有限会社 ADELANTE

受付
時間

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。スペイン留学.jp

スペイン・中南米への留学は

　IH Valencia　バレンシア

2週間   ［グループレッスン］ 400€ ¥52,000 合計

ホームステイ 390€ ¥50,700 790€ ¥102,700

共同アパート 250€ ¥32,500 650€ ¥84,500

2ヶ月　［グループレッスン］ 1.600€ ¥208,000 合計

ホームステイ 1.560€ ¥202,800 3.160€ ¥410,800

共同アパート 1.000€ ¥130,000 2.600€ ¥338,000

1年　［グループレッスン］ 7.680€ ¥998,400 合計

ホームステイ 9.360€ ¥1,216,800 17.040€ ¥2,215,200

共同アパート 6.000€ ¥780,000 13.680€ ¥1,778,400

学校によって登録料、教材費、宿泊手配料が別途かかります。海外送金手数料とし
て1校につき6,500円はお客様負担です。2018年度の料金表を参考に作成してお
り、今後変更になる場合がございます。予めご了承ください。

1€＝130円、1$＝110円で計算

［共通項目］　●グループレッスン週25　●ホームステイ（1人部屋・2食付・バス共同）　●共同アパート（1人部屋・食事無・バス共同）　●学生寮（1人部屋・朝食付・プライベートバス）　

ここではみなさんが一番気になる留学費用をご案内。街や学校、滞在先によっても大きく異なります。

　Enforex Salamanca　サラマンカ

2週間   ［グループレッスン］ 378 € ¥49,140 合計

ホームステイ 318 € ¥41,340 696 € ¥90,480

共同アパート 298 € ¥38,740 676 € ¥87,880

2ヶ月　［グループレッスン］ 1.432 € ¥186,160 合計

ホームステイ 1.272 € ¥165,360 2.704 € ¥351,520

共同アパート 1.192 € ¥154,960 2.624 € ¥341,120

1年　［グループレッスン］ 7.632 € ¥992,160 合計

ホームステイ 7.632 € ¥992,160 15.264 € ¥1,984,320

共同アパート 5.364 € ¥697,320 12.996 € ¥1,689,480

　donQuijote  Guanajuato　メキシコ /グアナフアト

2週間   ［グループレッスン］ $590 ¥64,900 合計

ホームステイ $450 ¥49,500 $1,040  ¥114,400

共同アパート $450 ¥49,500 $1,040  ¥114,400

2ヶ月　［グループレッスン］ $2,280 ¥250,800 合計

ホームステイ $1,800 ¥198,000 $4,080  ¥448,800

共同アパート $1,800 ¥198,000 $4,080  ¥448,800

1年　［グループレッスン］ $13,200 ¥1,452,000 合計

ホームステイ $10,800 ¥1,188,000 $24,000  ¥2,640,000

共同アパート $10,800 ¥1,188,000 $24,000  ¥2,640,000

　Escuela de Idiomas Nerja　マラガ

2週間   ［グループレッスン］ 388 € ¥50,440 合計

ホームステイ 384 € ¥49,920 772 € ¥100,360

学生寮 392 € ¥50,960 780 € ¥101,400

2ヶ月　［グループレッスン］ 1.278 € ¥166,140 合計

ホームステイ 1.536 € ¥199,680 2.814 € ¥365,820

学生寮 1.568 € ¥203,840 2.846 € ¥369,980

1年　［グループレッスン］ 7.078 € ¥920,140 合計

ホームステイ 9.216 € ¥1,198,080 16.294 € ¥2,118,220

学生寮 9.408 € ¥1,223,040 16.486 € ¥2,143,180

　Lacunza　サン・セバスティアン

2週間   ［グループレッスン］ 350 € ¥45,500 合計

ホームステイ 482 € ¥62,660 832 € ¥108,160

共同アパート 270 € ¥35,100 620 € ¥80,600

2ヶ月　［グループレッスン］ 1.184 € ¥153,920 合計

ホームステイ 1.928 € ¥250,640 3.112 € ¥404,560

共同アパート 1.080 € ¥140,400 2.264 € ¥294,320

1年　［グループレッスン］ 7.680 € ¥998,400 合計

ホームステイ 11.218 € ¥1,458,340 18.898 € ¥2,456,740

共同アパート 6.130 € ¥796,900 13.810 € ¥1,795,300
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¡Vamos a hablar español! Lección 16

Creo que ...
〜だと思います。スペイン語で話そう

自分の考えを言うときの表現：「私は〜だと思います」
¡Hola! みなさん、こんにちは。今回は動詞「creer（思う、信じる）」を使って自分の考えを相手に伝える練習をしましょう。
動詞の後ろに関係代名詞「que」を置いて、その後に自分が思う内容の文をつければ OK です。

「私は〜だと思います / Creo que 〜」はスペイン語会話で頻出表現なので、このまま暗記してしまいましょう。

creo
crees
cree
creemos
creéis
creen

スペイン語教室 ADELANTE

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
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
www.adelante.jp

無料体験レッスン
教室見学など
随時受付中！

・ 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

AVANZAMOS 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）
アデランテショップで好評販売中！
www.adelanteshop.jp

「私は〜だと思います」文の作り方

Creo que está
en la cocina.

Yo
Tú
Él, Ella, Usted
Nosotros
Vosotros
Ellos, Ellas, Ustedes

主語

例1）  Yo creo que esa chica es hija de Mario. あの女の子はマリオの娘だと思う。 
¿Tú crees? Vamos a hablar con ella. そう思うかい。彼女と話してみよう。

例2）  ¿Quién es el más inteligente en la clase? クラスで一番賢いのは誰だろう。 
Creemos que es Juana.  僕たちはフアナだと思います。

動詞 creer

便利な相槌フレーズ

Creo que sí.
Creo que no.

私はそう思います。

私はそうは思いません。

¡Felicidades
Ana!

¿Quién es el 
cantante más 

famoso en España?

¿Está Pepa?

Creo que es
Julio Iglesias.

Gracías,
pasa, pasa.

que

関係代名詞

...

前の文章を受けて、自分がその内容に
賛同するか・しないか、すぐに相手に
伝えられる表現です。意思表示にとて
も便利なフレーズなので、そのまま覚
えてしまいましょう。

creer の類似動詞

pensar que...
suponer que...
confiar en que...
considerar que...
juzgar que... 
sospechar que...

〜と考える

〜だと推測する

〜だと信じる

〜だとみなす

〜だと判断する

〜ではないかと疑う

例）  Pienso que es mi bolsa. それは私の鞄だと思います。 
Suponemos que es un error. 私たちはそれは間違いであると推測します。
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CLIC International House Sevilla, Cádiz y Málaga
クリック・インターナショナルハウス・セビリア、カディス＆マラガ 

スペインのエッセンスがつまった 
セビリア、カディス、マラガで語学留学 
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M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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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♪

Español 
      práctico

使えるスペイン語を学ぼう
使えるスペイン語を学ぼう

Español 
      práctico

有限会社 ADELANTE　大阪市北区梅田2-5-8 千代田ビル西別館2Ｆ

お問合せ
はこちら info@spainryugaku.jp

www.spainryugaku.jp

スペイン・中南米への留学はスペイン留学.jp

大阪 神戸06-6346-5554 名古屋 052-766-6406078-230-2022
福岡 092-517-9535東京 03-6869-6435
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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) 

1986年創立スペイン語コース

ヘッドオフィス  Tel.: +34 91 594 37 76  |  keiji.tanimura@donquijote.org

www.donQuijote.org/jp

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。

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♪

Español 
      práctico

使えるスペイン語を学ぼう
使えるスペイン語を学ぼう

Español 
      práctico

有限会社 ADELANTE　大阪市北区梅田2-5-8 千代田ビル西別館2Ｆ

お問合せ
はこちら info@spainryugaku.jp

www.spainryugaku.jp

スペイン・中南米への留学はスペイン留学.jp

大阪 神戸06-6346-5554 名古屋 052-766-6406078-230-2022
福岡 092-517-9535東京 03-6869-6435



条件の接続詞 si 等の表現について (2)
Sobre la conjunción condicional si y otras expresiones (2)

今回のテーマ
語ス

講
ペ
座

イ ン
Lección 34

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。

En tu lugar yo no viajaría por una zona tan peligrosa.
私が君の立場ならそんな危ない地域を旅行しないだろうね。

Yo que tú no me habría comportado tan mal.
もし僕が君ならそんなに悪い態度を取らなかっただろう。

いずれの例文も前半部は事実と反対のことを表現していて，反実仮想の
前件文の代わりとして働いています。

また，現在分詞や過去分詞を使った構文で条件を表すことがあります。

Pensándolo bien me he dado cuenta de que tenías razón.
よく考えてみると君が正しかったことに気付いた。

Despejadas estas chabolas tendríamos un amplio terreno para 
construir un edi�cio moderno.
これらの貧しい家屋を取り除くと，近代的なビルを建てる広い土地になるだろうに。

現在分詞にも過去分詞にもそれ自体で条件の意味があるのではなく，文
脈によって条件の意味として解釈されていることに注意してください。

さて続いて，等位文（～ y ～，～ o ～）で条件の意味を表現するケースを
見てみましょう。

Aprueba todos los exámenes y te compraré la moto.
試験，全部合格しろよ。そうするとバイクを買ってやるよ。

Acábate la cena o no verás la tele.
晩ご飯を終わってしまえ。じゃないとテレビ見ないよね。

続いて，逆に接続詞siを用いながら意味的に少し条件と言い難いものを
取り上げます。実際スペイン語の「si～」という文を日本語の「もし～ならば」
に訳して考えるとわかりにくいケースがあります。

Si antes ellos iban juntos a cualquier parte, ahora no se hablan.
以前彼らはどこへ行くのも一緒だったのに今では話もしない。

この文は条件というよりもむしろ「譲歩」を意味しています。

Si Madrid tiene el Real, Barcelona tiene el Barça.
マドリードにレアルがあるとすれば，バルセロナにはバルサがある。

これは si の対比（contraste）用法とでも言えばよいでしょうか。Siを
Mientras（～の一方）に置き換えるとわかりやすいでしょう。

次の例文は「皮肉」を表現する口語的表現です。

Si ese tío es cientí�co, yo soy Einstein.
もしやつが科学者ならば俺はアインシュタインだ。

この構文は反実仮想の形式になっていませんが，「私」はアインシュタイン
でないので事実には反します。自分は天才学者アインシュタインではないと
いうことに引っ掛けて「あいつはヘボ研究者だ」とか「研究者ですらない」と
揶揄する誇張的な用法です。

条件文はたいへん複雑なので2号に渡って解説しました。基本的な用法
から確実に身につけていってください。

今号では前号に続いて「条件文」（oración condicional）を扱います。
33号ではsiの条件文の基本を確認したので今回はその続きとなります。

さて，それではsi以外の代表的な表現を見ていきましょう。まずは，“como 
+ 接続法”です。

Como llueva mañana, nos quedaremos en casa.
明日雨が降れば家にいよう。

comoの節は通常前置されます。重要な点は前件の動詞の形がsiの条
件文とは異なることです（後件は同じです）。siを使う場合は，Si llueve 
mañana, nos quedaremos en casaと「si＋直説法現在」となります。た
だし，反実仮想の場合はsiとcomoでは動詞の使い方は同じです。

　Si tuviera dinero, iría a Barcelona.
＝Como tuviera dinero, iría a Barcelona.

以下の接続詞句も用法はcomoと同じです。つまり，siの条件文のみが
特殊だと考えてください。

さてそれでは，条件接続詞句を見ていきましょう。これらはどちらかと言え
ば書き言葉でよく使われます。

Con tal (de) que me lo devuelvas la semana que viene, te prestaré mi
ordenador. 
もし来週返してくれるならば僕のパソコンを貸してあげよう。

con tal (de) queは，通常望ましい仮定を表すために使います。最小の
条件（～するだけで）というニュアンスがあります。なお，deはあってもなくて
も構いません。

以下の構文では名詞に本来の意味が残っています。en (el) caso de 
que ～（～する場 合は），a condición de que ～（～する条 件で），a 
cambio de que～（～する代わりに）などがあります。例を1つだけ挙げて
おきます。

Te pediré la colaboración en caso de que yo la necesite.
必要な場合は君に協力を頼むだろう。

次に紹介するのは否定的な意味の条件接続詞句です。a no ser que～（～
しなければ），a menos que～（～する以外），salvo que～，excepto que
～（a menos que～とほぼ同意）などがあります。

A no ser que se oponga algún miembro, cambiaremos el reglamento 
de la asociación.
会員の誰かが反対しない限り会則の変更を行います。

“de ＋不定詞”で条件を表すことができます。

De enterarme de algo nuevo te informaré de ello.
何か新しいことに気づいたら君に報告するよ。

不定詞を完了形にすることで反実仮想の過去になります。

De haber conducido con más prudencia habrías evitado ese
accidente de trá�co. 
もっと慎重に運転していれば君はその交通事故は防げただろうに。

さて次は前件が文でないものや慣用的なものを例文とともに見てみましょう。

Sin su ayuda no hubiera sido posible la publicación de mi libro.
あなたの助けなしでは私の本の出版は可能ではなかったでしょう。
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アンダルシアでスペイン語を学ぼう。

Escuela de Idiomas Nerja ~ C/Almirante Ferrándiz 73 ~ 29780 Nerja ~ Málaga

 info@idnerja.com ~ www.idnerja.com

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

アンダルシア流の
生活を楽しみ、

文化を体験しよう！
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ビジネス
スペイン語

中級（B2）以上NIVEL

　上場企業ともなると国内外で事業運営上発生し得る法的諸問題に適
切に対応するため、社内に法務部門を擁しています。企業によってはこ
の部門の中に、特許や商標、意匠などの登録・維持手続担当の知的財産、
国際取引に関連した国際契約や国際法務、あるいはリスク管理などの部
署が設けられています。今回はその関連用語に注目します。

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。

□  今回は普段あまり触れることのない法務関連の用語を学んでみましょう。
ejemplo 1

El departamento jurídico que se encuentra en nuestra oficina 
central, está dando asistencia profesional a todas las compañías 
filiales del grupo para atender los asuntos legales. 

弊社本社にある法務部は、法律関連の事案に対処するため傘下の全子会社に職能
支援を行っている。

ejemplo 2 
Especialistas de propiedad intelectual se encargan de tramitar 
registros de muchas patentes que nuestra empresa genera 
anualmente, siempre en coordinación con un despacho de 
abogados de marcas y patentes y propiedad intelectual.

知的財産の専門家は弊社が毎年生み出すたくさんの特許の登録手続きを、商標・
特許や知的財産弁理士事務所と常に提携し行っている。

ejemplo 3

En el mismo departamento jurídico trabajan otros profesionales a 
cargo de formalizar convenios internacionales, tanto para la 
formación de empresas conjuntas con socios extranjeros, como 
para el ofrecimiento de asistencia técnica para la producción o el 
uso de patentes de nuestra propiedad.

同法務部に国際契約締結担当の別の専門家もいて、外国人パートナーとの合弁企
業設立や製造上の技術援助あるいは弊社所有の特許使用の提供を行っている。

ejemplo 4 
Hay un grupo especial a cargo de negociar la fusión o adquisición 
de otras empresas, como una medida para el rápido 
desenvolvimiento de la empresa, con la asistencia del prestigioso 
bufete de abogados en esta especialidad.

特別グループがあり、弊社の急速な発展のための方策として 合併や他企業の買収
を担当しているが、この専門分野で著名な弁護士事務所の支援を得て行っている。

ejemplo 5 

Las actividades de nuestra empresa están expuestas en todo 
momento a toda clase de riesgos, como fallas de productos o 
servicios, drásticos cambios del entorno, actos fraudulentos 
internos, etc., por lo que la gestión de riesgos debe ser de mayor 
prioridad para la cúpula administrativa.

弊社の活動はあらゆる類のリスクに絶えず晒されている。例えば製品・サービ
スの欠陥、経営環境の急激な変化、社内の不正行為などである。従って、リス
ク管理は経営陣にとって最優先とすべきことである。

企業の事業活動がグローバル化する中で、法務部門で働く人にとって語学力の重要度は増す
ばかりです。その気にならないと専門用語はなかなか頭に入りません。次回も会社組織の別の
部門をのぞいてみます。

ejemplo 1
1  el departamento jurídico : 法務部、 “persona jurídica” は “ 法人 ”、

“personalidad jurídica”は“法人格”
2  asistencia profesional : 職能支援、“人事、経理、法務、IT ”などは一般に

職能部門と呼ばれる
3  todas las compañías filiales : （傘下の）すべての子会社、“compañías 

afiliadas”とも言う、“subsidiarias”は“関連会社”
4  atender los asuntos legales : 法的事案（案件）に対処する

ejemplo 2
1  especialistas de propiedad intelectual : 知的財産（知財）の専門家
2  tramitar registros de muchas patentes : たくさんの特許の登録手続き

をする
3  en coordinación con : 提携して、連携して
4  un despacho de abogados de marcas y patentes : 商標・特許弁護士

事務所（弁理士という名称はスペイン語圏にはなく、その分野の弁護士が担
当する）

ejemplo 5
1  están expuestas en todo momento a : 常に～に晒されている
2  fallas de productos o servicios : 製品やサービスの欠陥
3  drásticos cambios del entorno : 経営環境の急激な変化
 4  actos fraudulentos internos : 社内の不正・背任行為
5   la gestión de riesgos : リスク（危機）管理、中南米では“el control de 

riesgos”とも表現
6  de mayor prioridad : 最優先の
7  la cúpula administrativa : 経営陣

中級ビジネス
スペイン語特別講座

もっと詳しく
知りたい方は...

【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

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 

ejemplo 3
1  formalizar convenios internacionales : 国際契約（書）を締結する
2  la formación de empresas conjuntas : 合弁企業の設立,“formación”

は企業内では“社員の育成”という意味でも使われる
3  con socios extranjeros : 外国人パートナー、“socio”は特定クラブの“メ

ンバー”という意味もある
4  el ofrecimiento de asistencia técnica para la producción : 製造のた

めの技術援助の提供
5  el uso de patentes de nuestra propiedad : 弊社所有のパテントの使用

ejemplo 4
1  a cargo de negociar la fusión: 合併交渉を担う
2  adquisición de otras empresas : 他企業の買収,“Fusión y Adquisición”が

英語の“M&A(Mergers & Acquisitions)”つまり“企業の合併と買収”に
対応する表現

3  como una medida para el rápido desenvolvimiento : 急速な発展の
ための方策として

4  el prestigioso bufete de abogados en esta especialidad : この専門分
野で著名な弁護士事務所

【お問合せ】 スペイン語教室ADELANTE

【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



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！

お問い合わせは  Lacunza International House
   Camino de Mundaiz 8,  +34 943.32.66.80  lacunza.ihsansebastian
   Entlo D, 20012   info@lacunza.com  lacunzaih
   San Sebastián,    www.lacunza.com  lacunzaihss
   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

San Sebastián
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紹子さんがマドリードに初めてやってきたのは20
年前だった。留学先のベルリンからマドリード・シンフォ
ニー・オーケストラのオーディションに合格し、すぐに
採用が決まったものの、スペイン語については“グラ
シアス”も知らなかったという状況だった。

「幸いにして音楽用語はフォルテ、ピアノ、クレッシェ
ンドなどイタリア語も多いし、音楽家としては問題な
かったけれど、一番困ったのは休憩時間とアフター
ワーク。ただ、うちのオーケストラは、現在106名で
30カ国の異なる国籍からの出身者がメンバーで、ド
イツ人もいたし、ドイツで勉強された方も多くいたので、
最初はドイツ語でコミュニケーションがとれた。でも
そのうちドイツ語ではだんだん話してくれなくなって、『ス
ペイン語だけ』と」

最初の3年はとにかく練習する曲が多く、楽譜に
埋もれるような毎日だった。

そんな中で、「楽譜の中でわからないことがあったら、
やっぱり自分から聞く」、そのためにもスペイン語が
とても重要だった、と当時を振り返る。

「わからないから喋らないじゃなくて、わからないから
こそ喋ったほうがいい。そうしたら、必ず助けくれる
人がいて、『紹子は一体何を言ってるんだ？』って
言いながらも、『何がしたいんだ』、『何が言いたい
んだ』と歩み寄ってくれる」

自信がないときこそ、とにかく飛び込んで、受け
身にならずに気持ちを伝える努力をする大切さを実
感したそうだ。

「自分が閉ざしてしまうと、向こうも閉ざす。こっちは
やっぱりコミュニケーションを大切にしているし、ひ
とつの団体がひとつの物を作り上げるには、特にコ
ミュニケーションが大切」

同じ曲を演奏しても、同じ演奏になることは二度
とない。

その瞬間瞬間で、出来うる限りの最高の舞台を
作り上げるためには、妥協せずに話し合っていくこ
とが重要なのだという。

「違う人種で、違うメンタリティで、いろんな人がいる

んだけど、一緒に演奏するとわっとひとつになる。とっ
ても不思議な力が出る。やめられませんね」

そんな彼女の活躍の場は、スペイン・日本に留ま
らず、昨年は、オーケストラから派遣されたエルサル
バドルで、現地の子供たちに音楽を教えるプロジェ
クトに参加した。

エルサルバドルには、対立するふたつのテロ組
織があり、日々抗争が続いているそうだが、そこの
子供たちのための学校をスペイン人の神父が創立
し、数学などの一般教科だけでなく、鉄工や大工な
ど生きていくための職業訓練から、音楽や美術など
の文化教養まで多岐にわたる教育が行われている。

将来、もしかしたら殺し合う立場に分かれてしまう
としても、唯一、そこでだけは大人たちの対立や暴
力から隔絶され、朝6時半から夜8時まで、両陣営
の子供たちが一緒に勉強しているのだ。

そこに、紹子さんたちプロの音楽家たちが派遣さ
れ、2週間の集中レッスンとコンサートを行った。

「子供たちと一緒になって、音楽を作っていく。そして、
たくさんの拍手をもらって、感動して、それが子供た
ちの未来につながっていけばと思う」

このプロジェクトは2018年の秋にも第2回目の
派遣を計画しており、紹子さんも子供たちとの再会
を楽しみにしている。

「可哀想な子供たちにバイオリンを教えます、じゃな
い。『勉強したい』という気持ちは、私が子供の頃
とまったく同じで、ただ環境が違うだけ。だから対等
に扱う。そうすると、子供たちも食いついてくる。可
哀想な国で子供たちを教えて偉いですね、と言う人
もいるけど、それは違う。彼らの心と頭の良さは凄い。
だからこそ、難しい環境にあるなら、私たちが行くこ
とに意味がある」

音楽の力を信じる音楽家たちが、遠いエルサル
バドルでも、音楽を通じて子供たちが自分たちの人
生を切り開いていってくれることを願って、今年もア
メリカ大陸へ旅をする。

NÚMERO

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三弾。
今回は、マドリード王立劇場のオーケストラの一員として、日々バイオリンを演
奏する村岡紹子さんに話を伺った。

村岡紹子 

Orquesta Sinfónica de Madrid
バイオリン奏者

3
 JapónEspaña

インタビューの
動画を配信中

インタビュー・文＝中村美和（プロフィールはp.46）

Shoko Muraoka

上）エルサルバドルの小さな音楽家たちと一緒に
下）世界三大テノール、プラシド・ドミンゴ、指揮者のジェームス・コ
ンロン、オーケストラの同僚たち

7月31日京都で行われる、海外で活躍する音楽家らで結
成された「Musica 14.8」の演奏会に出演予定 
musica148.jimdo.com
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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 2

前号では、ハバネラ誕生のいきさつから、歌劇《カルメン》のハバネラにまつわるお話までを書かせていた
だいた。記録に残された最初のハバネラとして、前号では《El amor en el baile》（1842年）をご紹介したが、
現在のところ、さらに時をさかのぼって1829年にハバナの新聞に掲載された《El abufar》が第1号となって
いるようである。いずれにしても、スペイン語圏ではもっと早い段階からハバネラによる歌が口ずさまれてい
たことは間違いない。

さて、スペインに入ったハバネラにはどんなことが起きたのだろうか？　今回はその一端をお話ししてみたい。
19世紀半ばに作曲されたイラディエルの《ラ・パロマ》は、世界初の国際的流行歌であった。その30数年

後、さらに流行をみたのが、ハバナ生まれの作曲家・ピアニスト・教育者、エドゥアルド・サンチェス・デ・フエ
ンテス（1874-1944）が生み出したハバネラ、《Tú（君）》である。1892年に作曲され（1890年説もある）、の
ちに兄弟のフェルナンが詞をつけたものが1894年に出版された。「燃えるような太陽の美しい島、キューバ
／その青い空の下／すべての花々の女王／それは、愛らしい小麦色した君（tú）……」これが大変人気を
得て、初の“純キューバ産”ヒットソングとなったのだった。

出版の翌年、第二次キューバ独立戦争が始まると、その名も《クーバ》としてキューバ讃歌になり、スペイ
ン側兵士、キューバ独立軍側兵士の双方が、それぞれ自陣営の歌として合唱するという現象まで起きたの
だった。この折は、「キューバ人たちよ、天からの声が響きわたる／困難な戦いにある／俺たちに勇気を与
えるために／愛国の賢者は／勝利にとりかかった……」という、兵士たちを鼓舞する勇ましい歌詞に替えら
れている（ホセ・Ａ.ラミレス作詞）。そしてキューバからの移民によってメキシコに伝わり、当地で革命歌にもなっ
たのだった。また、スペイン人兵士たちが本国に持ち帰り、アンダルシアのカディスやカタルーニャでも替え
歌となって愛唱されたという。

オリジナルの《Tú》は、1898年にキューバ人ソプラノ歌手のチャリア・エレラ(1864-1948)によって初め
て録音されていて、現在youtubeで聴くことができる。

キューバをめぐる戦争とハバネラの興味深い結びつきはまだある。1898年、キューバ独立戦争にアメリ
カが介入して米西戦争に発展、スペインは敗北しわずかに残っていた植民地のほとんどを失う。生き残っ
た兵士や失職した商人がスペインへ引き揚げてくると、今や幻となってしまったキューバへの郷愁もあいまっ
て、ハバネラは大流行をみる。19世紀スペインにおいては、町から町へと歌い歩く盲目の歌い手や、世紀後
半から人気を博していたサルスエラ（スペインの歌芝居）がハバネラ浸透に一役買っていたが、そうして定着
したハバネラを、人々は「キューバの化身」のように愛したのではないだろうか。
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例えばタベルナ(居酒屋的な食堂)は、しばしばハバネラ歌いの格好の場所となった。海に出られないと
き、また農作業ができないとき、男たちはタベルナに集まっては飲み、ハバネラを歌った。また、カタルーニャ
のように合唱が盛んな地域では、ハバネラの合唱をプロが指導することもあった。

しかしその後、20世紀も半ばになると、昔からの純粋なスタイルよりも、他の流行り歌の影響を受けたも
のが多くなり、ハバネラ熱は下火になっていった。

そんななかで、ハバネラの伝統を復活させた町がある。

まず、カタルーニャ北部、地中海に面した小さな漁師
町カレリャ・デ・パラフルジェリ。ここでは20世紀初め、
海の男たちがキューバを懐かしんでハバネラを愛唱し
ていた。やがて時を経て、町に伝わるハバネラを集めて
記録した『カレリャ・デ・パラフルジェリとハバネラ』とい
う本が1966年に出版される。その折、かかわった人た
ちが出版を祝ってタベルナに集まり、ハバネラが歌われ
た。それが、今でもこの町の浜辺で盛大に開催される「ハ
バネラ・フェスティバル」の始まりである。毎年7月最初の土曜日に行われるこのイベントは、カタルーニャ・
ハバネラの代表曲《El meu avi(僕のお祖父さん)》で最高潮に盛り上がる。作曲者はオルテガ・モナステリ
オ大佐（1918-2004）、軍人ながら音楽を愛好し、120曲以上のハバネラを作曲した人物である。この《El 
meu avi》は、まさに米西戦争を歌っている。カレリャ・デ・パラフルジェリの同胞を乗せた「カタルーニャ号」
の艦長としてキューバに戦いに行き、死んでしまったお祖父さんを誇る内容で、米西戦争に赴いた作曲者
自身の祖父の実話が投影されていると言われる。ちなみに、サビに「カタルーニャ万歳」とあり、時にカタルー
ニャ愛国の歌としても機能しているようだ。

もうひとつ、意外なことに、内陸のカスティーリャ・イ・レオンはバリャドリード県、マジョルガ・デ・カンポス
という町にもハバネラの物語がある。記録によると、この町からは66人が米西戦争に出かけ、うち37人が
生還したという。カリブの海で命を落とした男たちを、人 は々ハバネラを歌って称え、偲んだのである。そして、
こちらもやはり、ハバネラに関する書籍『カスティーリャはハバネラを歌う』の出版（1991年）をきっかけとし
てハバネラ復興の機運が高まり、1993年から毎年フェスティバル（Trovada de habaneras）が開かれている。
こちらは7月最後の週末なので、ハバネラを求めて7月のスペインを旅してみるのもよいかもしれない。

次号は再び新大陸に戻って、ハバネラの旅を追っていく予定。

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
★ 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）
★ 8/30（木） 18:45    下山静香 魅惑のクラシック☆夏の夜に贈り物 

ドビュッシー没後100年&バーンスタイン生誕100年」東京公演 (汐留ホール)
★ 8/31（金） 19:00    下山静香 魅惑のクラシック☆夏の夜に贈り物 vol.9 

 「ドビュッシー没後100年&バーンスタイン生誕100年」 
(桐生市市民文化会館 小ホール)

★ 10/4（木） 19:00    下山静香PIANOライブ「ラテンアメリカに魅せられて」vol.9 ～日本アルゼン
チン修好120年記念・下山静香ニューアルバム《Alma errante》発売記念～

カレリャ・デ・パラフルジェリの青いビーチ
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日本人のスペイン語とのはじめての邂逅は、
1549年、イエズス会の宣教師フランシスコ・ザ
ビエルの来日とキリスト教の伝来、と誰でも暗記
している。もちろん、その通りなのだが、この大
航海時代の覇権をめぐるスペインとポルトルの
関係について確認しておきたいことがある。ザビ
エルはスペインのライバルであるポルトガル国
王ジョアン3世（在位1502～57年）の庇護の下
で、ポルトガル船に乗り込み、喜望峰を廻りイン
ドに赴き、そこから日本へ向かったのだった。そ
の6年前の1543年、ポルトガル船が種子島に
来航し、鉄砲を伝え、翌1544年、同じくポルトガ
ル船が鹿児島に来航した。つまりこの頃の日本
人と南蛮人（スペイン人・ポルトガル人）との交
流は、もっぱらポルトガルがアジアに築いた貿易
ネットと、ポルトガルの布教保護権下にあったイ
エズス会の布教活動を通じてであった。こうし
た状態は、ミゲル・ロペス・デ・レガスピのマニラ
征服によってスペインがアジアの最前線拠点を
築いた1571年まで続き、その年スペインの皇
太子フェリペの名にちなんで「フィリピン」と命名
する。これでスペインは太平洋航路を開拓し西
回りでアジアに到達することができた。それ以降、
本格的な日西関係が開始されたといえよう。

それにしても、ザビエルをはじめとする宣教

師たちは、たとえヤジロウのような通訳がいたと
しても、日本人への布教は大変だったはずだ。
日常の言葉のみならず、宗教的なコミュニケー
ションによってキリスト教の教義や典礼を伝え
なければならなかったが、果たしてどれほど理
解されたであろうか（ちなみに、宗教の自由が
認められている現在の日本において、カトリッ
クとプロテスタントの信者数を合わせて、キリス
ト教徒は全人口の1％に過ぎない）。それゆえ、
たとえば、キリスト教の神を「大日」（真言宗の
大日如来の略。これが間違いだと認識して、「デ
ウス」に変更）、聖母マリアを「観音」などとし
たために、キリスト教は「天竺宗」なる仏教の
一派とみなされていたこともあったようである。

本書によると、こうした困難の中で、司牧に
携わる聖職者を養成するため九州の数ヶ所
に、セミナリオ（神学校・中学堂）、コレジオ（大
学堂・大学林）、ノビシャド（修練所）などが設
立された。しかし、1587年の秀吉の「バテレ
ン追放令」によりこうした学校や教育施設は
解散や移転を余儀なくされた。そうした中で、
1591年から10年の間に天草のコレジオでは
各種の書籍が出版されている。伝道用の宗教
書を嚆矢として『ラテン語文典』や『ラテン語・
ポルトガル語・日本語対訳辞典』などの語学書

もそこには含まれていた。また、コレジオが長
崎に移転してから『日葡辞書』（1603）、マニラ
版『日西辞書』（1630）、さらにローマでドミニ
コ会士コリャード編『ラテン語・スペイン語・日
本語辞書』（1632）などが刊行された。

徳川幕府の鎖国下1616年以降にあって、ス
ペイン語を話す異国に辿りついた日本人漂流
民が見聞した情報もあった。1841年、兵庫を
出港した栄寿丸が太平洋上で激しい北西の風
に煽られて、120日あまり漂流したが、幸いにも
スペイン船に13人全員が救助され、60日後に
メキシコに上陸することができた。2年後、ある
いは4年後に、長崎に帰朝する者もいた。その
中の1人、21歳の沖船頭善助、さらに少し遅れ
て帰国した紀州藩出身の与市に対する、数ヶ月
間にわたる聞き書き調査をした紀州藩徳川家
家臣岩崎俊章が『東航紀聞』10巻を上梓した。
この見聞録には、スペイン統治下のメキシコの
事情、現地のスペイン人、メキシコ人の生活状
況、日常的なスペイン語などが克明に記されて
いる。やがて明治になり、明治24年9月の新学
期に、高等商業学校のカリキュラムに外国語選
択科目としてはじめてスペイン語が加えられる。
これこそ、我が国における本格的なスペイン語
教育・研究の黎明を告げるものであった。

川成 洋

書　評

書　評

■ 株 式 会 社ヤマハ
ミュージックエンタテ
インメントホールディ
ングス
■2017年11月刊
■定価 1,800円+税

■論創社
■2018年2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。

LIBROS
おススメ

本書は、今や「スペイン音楽の伝道師」と
してスペインとラテンアメリカのピアノ曲を牽
引している第一人者・下山静香氏の本格的
なエッセイ集である。

著者は、いよいよ20代の終着点が見えて
きた頃、「スペインが私を呼んでいる、という
妙な確信につき動かされて」スペイン行きを
決意する。その後の行動はまさに電光石火
の速さだった。まず、文化庁の芸術家在外研
修員に応募する。スペインで受け入れてくれ
る先生を捜す。ウィーン郊外での講習にスペ
イン人の先生がやってくるという噂を耳にし、
早速、講習への参加を申し込み、ウィーンへ
飛ぶ。実際に先生の講習を受け、スペインで
の研修員応募書類に推薦文とサインをもらう。
この先生はマドリード在住のロサ・マリア・ク
チャルスキ。「自分のスタイルを押しつけるの
ではなく、その人の個性を尊重したうえで、よ
りよい方向に導いてくれるタイプ」の先生だっ
た。この先生なら大丈夫。しかもぜひいらっ
しゃい、と言葉をかけてもらい、さながらブー
メランのごとく日本に舞い戻り、文化庁の2回
の難関試験にパスして、マドリードに到着する。
いよいよ「音楽生活リセット」、別言すれば、「マ
ドリードの果敢な冒険」が始まる。

著者がマドリードで得た最初の体験は、
ちょうど到着時に執り行われていたカトリック
のセマナ・サンタ（聖週間）の宗教行事であっ
た。聖週間最後の3日間で行われる教会ごと
の「十字架の道行き」行列との遭遇。画家ム
リーリョ──17世紀後半の対抗宗教改革
運動において、宗教的かつ美的な理想を表
現した代表的な画家──の《無原罪の御宿
利》を嚆矢とする聖母マリア像とは異なり、お
そらく著者が目にしたのは、幾分派手な衣姿
の、大粒の涙を流す聖母マリア像であっただ
ろう。その路上をゆっくりと進む行列に合わ
せて2階の窓から投げかけられる「サエタ」と
呼ばれる、一種の短い聖歌……。

このマドリードで、先述のロサ・マリアの指
導のもと《アランフエス協奏曲》で知られるホア
キン・ロドリゴのピアノ曲全曲を勉強した著者
は、2年後のロドリゴ生誕100年を記念する本
格的な「ロドリゴ・イヤー」にスペインのみならず、
近隣諸国においても演奏することになった。

それにしても、特筆すべきことは、市井のス
ペイン人の音楽への姿勢である。

マドリードから車で2時間半の、ブルゴス
県のコバルビアスという村での出来事。著者
はこの村での講習会に参加し、その仕上げと

して受講生がその村の教会で演奏する。演
奏開始の時半後には教会の聖堂は村人たち
でびっしりとなっている。それも、終日続いた
演奏会はすべて満員だった。帰り道、路上で
雑談している村人たちから「オラ！　ピアニス
タ・ハポネシータ！」と声をかけられる。そこ
で飲んだり話し込んだり……。また別のとこ
ろでは、先生の別荘、あるいは古城や屋敷の
ある村での講習に参加した受講生が最後に
演奏会を行う。近隣の人びとが一張羅でめ
かし込んで音楽を聴きに来ている。なんとも
微笑ましい光景であり、絶えず前進しようとす
る若い音楽家の背中をそっと押しているのだ。

マドリードでの1年間の生活を終えたとこ
ろで、彼女はバルセロナに移り、マーシャル
音楽院のマスター・コースに通う。ここでフェ
デリコ・モンポウの夫人、カルメン・ブラーボ
の指導を受け、モンポウ作品のほぼすべてを
網羅できたのだった。バルセロナの後、アラ
ゴンの州都サラゴサに移る。サラゴサは「寝
ても覚めても、スペイン音楽」総仕上げの格
好の場であった。こうして、スペイン民族の歴
史と密接不可分なスペイン音楽の豊饒な魅
力を吸収することができたのである。

新西班牙語事始め
―スペイン語と出会った日本人 浅香武和 著

裸足のピアニスト
下山静香 著
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Varios

バレンシア市内より約10キロ南方に位置するアル
ブフェラ湖一帯は自然公園にも指定されるスペイン
最古の水田地帯である。“Albufera”の名はアラブ
語で「小さな海」を意味する“albuhayra”を語源と
し、8世紀後半にアラブ人によりもたらされた稲作技
術と灌漑技術は、この一帯を基点にセビーリャや、エ
ブロ河といったスペイン各所へ広げられていったそうだ。

今やスペイン料理の代名詞的存在の“パエリア”
は、実際にはバレンシア地方の郷土料理にほかならず、
パエリア発祥の地とされる湖畔の小さな村エル・パ
ルマールには、昔ながらの薪炊きパエリアの店が沢
山ある。村人が各自で捕獲、飼育、栽培した食材を
持ち寄って作ったのが始まりで、今でも、この辺りで
は湖の鴨を使うことが多いらしい。“バレンシア風パ
エリア”に投入しても許される食材に暗黙の了解が

あるのが理解できる。
表面積21,000ヘクタールにも及ぶ大きな湖は、1

万年以上前は地中海に向けて広がっていた湾口だっ
た。湾を挟んで西方から海に流れ込む二大河川の
河口部の砂が水圧により少しずつ押し上げられ、18
世紀頃には一部の水門を除き、ほぼ完全に湖と海
は隔てられたのだという。その後、水を塞き止め、別
の場所より小舟で泥を運び入れる作業が延 と々進め
られ、約70年前には湖全体の4/5が水田に開墾さ
れたらしい。

ちなみに、遊覧船乗り場にある1万年前の歴史イ
ラストマップには地中海にドラゴンの絵が描かれてい
るが、実在したのかどうかはスペイン人のすることな
のであまり本気にしない方がいい。

バレンシア一帯を原産地とする主の米品種はジャ

ポニカ種。短粒種で円粒種という形状は日本の米とほ
ぼ同じで、水分吸収が良く味わいがありふっくら炊け
るのだが、決定的な違いは「粘り気」。同じ米にして「粘
り気」が圧倒的に少ないという日本産とスペイン産で
の差は、米だけでなく人にも通じるのだと妙に納得する。

国内に約300種ある米品種のうち、バレンシアの
DOPとして原産地呼称認定を受けているのは3品種。
前年度、収穫した米ではなく、統制委員会により手
渡される純粋な品種のみが翌年の稲作に使用され
ているという。

スペイン人の米の消費量は年間平均7キロらしい
が、バレンシア人の場合、日曜日の恒例パエリアを
含み、昼食を中心に週3回は軽く米料理を食べてい
る。加えて、夕食も米料理が登場する我が家が平均
消費量を上げているのは言うまでもない。

スペイン味うぉっちんぐ

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

第 2 回　米

1かつては海の一部であった湖の水田の土壌には今も貝殻などが残っている。ミネラルを含む
栄養素が多く質の良い米となる　2収穫された米の 60％が精米となり、残りの 40％は家畜用
の籾がら、ふすま、砕き米となり、最終的に剥がれる精米の発芽部分も、ふすまと一緒に利用
されている　3 1万年前から現在までの地形変化を表すイラストマップ。ドラゴン同様、巨大ク
ジラの存在も謎である　4自然公園でもあるアルブフェラ湖をぐるりと遊覧できる小舟が湖畔
の数箇所から出ている。一周約 45 分で野鳥ウォッチングも楽しめる

5オレンジの木の薪でパエリアを炊くのもバレンシアならでは。薪の木の種類によってパエリアの味
わいが変わるのが面白い　6米メーカー Arroz Tartana の造る米由来のクラフトビールはグルテン
フリーで超美味！　興味のある方は私までご連絡を　7 Bomba、Albufera、J .Sendra とそれぞ
れ性質が異なり、作る料理、調理法、求める米の仕上がり、その時の状況や条件によって米を選ぶ
必要があるのだという

2

31

4

5

6 7

今回、取材した米メーカーArroz Tartanaでは、水田見学やパエリア実習（10名以上のグループ対象）についても相談可能
です。 なお、バレンシア米、この米を使ったグルテンフリービール、甘すぎずにさっぱり飲みやすい米リキュールはいずれも日本
未上陸。輸入、ツアー参加にご興味のある方は下記のアドレスまでお問い合わせください。

el arroz

45acueducto.jp



Varios

San Sebastián (Donostia)
想い出のひととき─真夏のコンチャ海岸

ドノスティア（バスク語）またはサン・セバスティアン（スペイン語）は、スペイン・
バスク州ギプスコア県の県都である。「ビスケー湾の真珠」と呼ばれる美しいコン
チャ海岸のある町だ。19世紀にはスペイン王家の保養地となり、以来、高級避
暑地として知られている。市街は清潔、安全でバルやレストランが多く、タパスや
ピンチョスの食べ歩きが楽しい。

コンチャ海岸の入江は両端にそびえる2つの丘のイゲルド山とウルグル山に挟ま
れ、その眺め、群青色の海に白帆の船が浮かぶ景色は感動的な美しさである。

水彩画だより

スペインの風景に魅せられて vol.5
スペインの各地を旅するとき、世界遺産、パラドール、白い
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。

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。

San Sebastián, 
Provincia de Guipúzcoa
ギプスコア県
サン・セバスティアン

〈上〉イゲルドの山からの眺め
〈下〉ウルグルの山からの眺め

絵は現地の語学学校
Lacunza Internacional
ノートブック表紙に採用

スペインのお勧め

Bares y restaurantes recomendables

バール • レストラン
Vol.20
Restaurante Manolo Mayo
マノーロ・マヨ

Información

住所：Avda. de Sevilla 29, 41720 Los Palacios y Villafranca, Sevilla
電話：+34 955 811 086 / 955 810 795
HP： www.manolomayo.com
※上記情報は、2018 年 7 月時点のもので変更する可能性があります。

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 

（Los Palacios y Villafranca
ロス・パラシオス・イ・ビジャフランカ）

Restaurante Manolo Mayo （マノーロ・マヨ）

1生ハムの足に見立てたエビとチーズの春巻きなど、遊び心あ
る８皿のタパスが楽しめるMenú de degustación　2地元
産の野菜と米などを最大限に楽しめるウズラの米料理。スタッ
フのサービスの質も非常に高い　3ウエルバ産のランゴステ
ィーノ。シンプルに塩焼きで　4グラナダの伝統菓子ピオノノに
見立てたパンとムースと小エビのフライ　5オーナーのホセ・
フランシスコ・マヨ氏に地下のワイン蔵に案内してもらった

　マドリードからの AVE が到着するサンタ・
フスタ駅から車で 30 分ほど南下すると、ロ
ス・パラシオス・イ・ビジャフランカという小
さな町がある。その町で行われるラ・ミステラ・
フラメンコ・フェスティバルの取材で、町の
中心地にあるマノーロ・マヨというホテルに
お世話になることになった。
　この町の西側のグアダルキビル川流域は、
トマトなどの野菜の産地であり、特に欧州最
大の米の産地でもある。また、季節によって
は湿地帯のカモなどのジビエも楽しめるし、カ
ディスやウエルバなども近く、新鮮な海の幸も
豊富とあって、地元産の食材を使った美食が
リーズナブルに楽しめる町として、セビーリャ
などの近隣からも訪れる人も多いそうだ。
　私たちも町のいろいろなレストランやバルで

食事を存分に楽しんだが、宿泊したホテル併
設のレストランが特にお気に入りで、６日間ほ
どの滞在の間、何度もお世話になった。通り
に面したバルには、夜になると宿泊客だけで
なく地元の人々が集まり、タパスなどを楽し
む人 で々あふれる。その奥はレストランになっ
ており、貸し切りできるサロンもある。
　レストランの料理もバルのタパスもどれも
美味しかったが、必ず試すべき一皿をあげ
るとすれば、ウズラの米料理 Arroz con 
perdiz だろう。スペインの米料理といえば、
シーフードパエリアなど魚介系をイメージす
る人が多いと思うが、この町では肉系の米
料理も美味しかった。地元産の野菜とウズラ
の濃厚なスープで地元産の米を煮込んだ雑
炊は、忘れられない美味しさだ。

1

2 3

4 5
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ペドロ・デルガド / Pedro Delgado
1960年生まれ、セゴビア出身。「ペリーコ・デルガド」の愛称で親しまれる。
1982年にロードレーサーとしてプロデビューし、1985年と1989年のブエル
タ・ア・エスパーニャで優勝、1988年のツール・ド・フランスで優勝している。その
後も毎年グランツールで総合トップ10位以内に入賞し、1994年のブエルタ（3
位）を最後に現役引退。現在はスペインのサイクルツーリズムについて各地で講
演するなど、コメンテーターとして活躍している。

　インスティトゥト・セルバンテス東京は、スペイ

ン語教育の推進とスペイン語圏諸国の文化を

広める活動に取り組んでおり、2018年も音楽、

芸術、文学など多岐にわたるジャンルの文化

イベントを開催しています。

　今回取り上げるのは、6月6日（水）に開催さ

れた「ペリーコ・デルガドが見たスペイン」で

す。スペイン、セゴビア出身の元プロロードレー

サーであり、「ペリーコ」の愛称で知られるペド

ロ・デルガド氏をインスティトゥト・セルバンテス

東京に招いてトークイベントを行いました。フラ

ンスの「ツール・ド・フランス」での優勝、そして

スペイン最大のロードレース「ブエルタ・ア・エ

スパーニャ」では2度の優勝を誇り、日本にも多

くのファンをもつデルガド氏。

　サイクリングウェアの開発を行ってきた井上

大平氏を聞き役とした今回のトークでは、これ

まで出場したスペインロードレースのルートの

中でも彼を魅了した景勝地の数々をご紹介く

ださいました。「ブエルタ・ア・エスパーニャへ

の参加がきっかけとなり、ガリシア地方のエサ

ロや、バスク地方ビスカヤ県にあるオイス山のよ

うな場所に出会うことができた」とのことです。

また、サンティアゴ巡礼路を自転車で旅する人

が毎年増え続けているという情報も。自転車で

旅することで、その国の新しい一面を発見しな

がら、その文化をより深く知ることができるという

ことを伝えてくれました。

　引退後の現在はテレビやラジオのコメンテー

ターとして活躍しながら、スポーツを通じて幅

広い活動を続けていらっしゃるデルガド氏。3

人の息子さんのうち2人が日本語を勉強してい

るという、日本人ファンには嬉しいエピソードを

伺うこともできました。

　質疑応答では参加者からの質問が相次ぎ、

講演後は写真撮影や、ファンのTシャツへのサ

インを快く引き受ける姿も見られました。セルバ

ンテスでのイベント後は、今回の来日のメイン

イベントであるサイクルレースMt.富士ヒルクラ

イムに参加しました。これは、難病とされるデン

ト病の認知を目的として彼の友人が主催する

アスデント基金のサポートをするためで、現地

でも多くのサイクリストとの交流を果たしたそう

です。

　今後も、インスティトゥト・セルバンテス東京

では多くの人々に関心をもっていただけるよ

う、様々なイベントを企画していきます。特に今

年からは専門分野を一般の方にも楽しんでい

ただけるアカデミック・フォーラムと題した講演

会も始まりましたので、ぜひお見逃しなく！

文 =ヴィルジーリオ麗奈

元ロードレーサー、ペリーコ・デルガド氏来日

1 井上大平氏と対話形式でのトークショー
2 ファンのTシャツへのサインにも対応
3 2位と7分以上の差をつけて制した

1988年のツール・ド・フランス

ブエルタ・ア・エスパーニャ
 La Vuelta a España

欧州プロロードレースの1つ。ツー
ル・ド・フランスとジロ・デ・イタリアと
合わせてグランツールと呼ばれる。こ
の中ではツールが世界最高峰のレー
スとして有名だが、それぞれに地理
的特色があり、ブエルタのコースは山
がちで激坂が多く、クライマー型の
選手に有利なレースである。毎年8月
下旬〜9月中旬に開催される。

2

1

3

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
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Cámara de Comercio Hispano Japonesa
www.camarajaponesa.com/ja

camara@camarajaponesa.es ℡ (+34) 91 851 12 11

� Apartado 10124  –  28080 MADRID - SPAIN

Cámara de Comercio Hispano Japonesa

(Cámara de Comercio Hispano Japonesa) 
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D.O. Yecla LA

CASA DE LAS ESPECIAS

SAKURA AWARD 2018

TEMPRANILLO-SYRAH 2016

PETIT VERDOT-SYRAH 2016

PETIT VERDOT-MONASTRELL

Tinto 2016

Este-Oeste 2018

Exposición de arte "Este-Oeste 2018" 

Un viaje alrededor de la belleza del Este y el Oeste
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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

の仲間と行こう！

「プラド美術館展」神戸展

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》1635 年頃
マドリード、プラド美術館蔵　© Museo Nacional del Prado

8 月 26日（日）12:00 〜
参加費	 　2,000 円（美術館入場券含む）
集合場所	　スペイン語教室ADELANTE 神戸校

1　ADELANTE 神戸校で、スペイン人講師による作品解説
2　 皆で兵庫県立美術館へ移動 

記念コンサート～スペインの風～（チェロ、ソプラノ、ピアノ） 
（場所：美術館アトリエ 1） ※希望者のみ

3　館内自由観覧

当日プログラム（予定）

「プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光」
神戸展の観覧券を抽選で 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、住所、
氏名、電話番号、『acueducto』の感想を書いて編集部までお送りくださ
い（お送り先は p1）  / 応募締切：2018 年 7 月 31日（火）消印有効

W企画！
読者プレゼント

お申込み・お問合せ：078-230-2022



+34 963 530 404
sayaka@ihvalencia.com (日本語でお問い合わせ可)

www.espanole.es
www.espanole.es/jp（ 日本語サイト）

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。

およそ80万人が住む国際色豊かな都市
年間300日以上の晴天日

安全で良好な治安
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、現代建築  

フレンドリーな雰囲気と中規模サイズの学校
歴史的な街の中心地にある2つの近代的な校舎

教師は大学卒のネイティブスピーカー
58カ国以上からの学生たち

様々なニーズに合わせたスペイン語コース

最高のスペイン留学がかなう場所

バレンシア

日本人スタ
ッフが

現地でサポ
ート

DELE合格率

90%以上

「プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光」
神戸展の観覧券を抽選で 10 名様にプレゼント！



本誌28-29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。

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91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

スペイン・中南米への留学手続代行

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│

 5都市にご相談窓口

 www.spainryugaku.jp
 info@spainryugaku.jp

資料請求／お問い合わせ

月〜土 8:30−21:30 有限会社 ADELANTE受付
時間

スペイン・中南米への留学は

携帯・スマホから
はこちらへQRコード
を読み込んでWEBへ

スペイン留学.jp

Estudiar en el extranjero

ADELANTE
オンラインショップ アデランテ www.adelanteshop.jp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。
携帯・スマホからはこちらへQRコードを読み込んでHPへ

スペイン語の本＆雑貨

info@adelante.jp

講師は
ネイティブ

豊富なコース

レベル別
少人数クラス

振替オプション

一般参加OK
特別クラス

月謝払い

「私のスペイン語、通じた♪」を実感

フ
ラ
ワ
ー
ロ
ー
ド

JR神戸線
 三ノ宮駅

ポートライナー
 三宮駅

貿易
センター駅

阪神神戸三宮駅
ホテル
サンルート
ソプラ神戸

ミント神戸

神戸市役所
ADELANTE
カサベラ国際
プラザビル 9F

磯上
公園

東遊
園地

地下鉄西神
山手線
 三宮駅

阪急
三宮駅

N

ADELANTE
千代田ビル
西別館 2F

阪
神
高
速
11号

ブリーゼ
ブリーゼ

HERBIS
PLAZA
ENTハービス

OSAKA

ヒルトンプラザ
WEST

ヒルトン
大阪
ヒルトン
大阪

JR大阪駅

JR東西線
北新地駅

阪神梅田駅阪神梅田駅
阪神
百貨店

地下鉄西梅田駅

N

TEL:06-6346-5554
大阪校

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

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 FAX:078-230-2023

お問い合わせ

OSAKA KOBE

代行手数料
0円

スペイン人
スタッフが在籍

スペイン語圏
留学専門

無料体験レッスン
随時実施中！

お気軽に
お問い合わせください

ADELA ANTÓN


