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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

体験レッスン当日にお申し込みで

時間帯

10/15～ 月
10/16～ 火

18:30～19:20
10:30～11:20

10/17～ 水

19:30～20:20

10/18～ 木
10/20～ 土

12:30～13:20
10:30～11:20

神戸校
開始日

曜日

10/10～ 水

20:30～21:20

14:30～13:20

19:30～18:20
14:30～15:20

10/20～ 土

12:30～13:20

携帯・スマホから
こちらの QR コード
から WEB へ

Curso

para niños

1レッスン：50分
［受講料］
3,680円 / 回
（月謝制）

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。

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

（10,800円）

お申し込み・お問い合わせ

15:30～16:20

10/12～ 金

入会金無料

［教材費］1,944円
各クラス定員6名

時間帯

10/11～ 木

子ども向けクラス

申込み
受付中

日程

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
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

神戸校

のみ開

お申し込み
お問い合わせ

神戸校

催

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。

入会不要、一般の方も参加できます。

大阪校＆神戸校
お問い合わせ

info@adelante.jp
大阪校

TEL:06-6346-5554
神戸校

TEL:078-230-2022
KA

第1回 10月17日（水）19:30〜20:20
第2回 10月24日（水）19:30〜20:20

［担当］
ミケル
［対象］A2以上
協

［料金］受講生 7,000円 / 一般 8,000円

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)

・各特別クラスの価格は全て税込です。
・ADELANTE の受講生（大阪校・神戸校）は、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。

Mikel

2018 年
時間：
場所：

"Conozco a María"
"Conozco una María"
"Para un día"
"Por el día"

↑それぞれ言葉の意
味の違いがわかりま
すか？ たかが冠詞、
されど冠詞。どの冠
詞をつけるかで、大
きく意味も変わってしまいます！
このクラスで徹底的に学びましょう。

11 月 18 日

日

11 時～16 時頃まで
クレオ大阪東 クラフト調理室

（大阪市立男女共同参画センター 東部館）

参加費： 5,500 円
持ち物： エプロン、三角巾、ふきん

第1回 10月26日（金）19:30〜21:20
第2回 11月16日（金）19:30〜21:20

［担当］アレハンドロ
［対象］B2以上

［料金］5,400円（各回）
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
策にもおすすめの
特別クラスです。

サッカーで学ぶ
スペイン語

大阪校：10月19日（金）18:30〜19:20
神戸校：11月2日（金）18:30〜19:20
※どちらも同じ内容です

［担当］アレハンドロ
［対象］A2以上

11 月 14 日（水）までに下記までご連絡、
参加費と併せてお申込ください。

※定員になり次第締め切りとなります。

有限会社 ADELANTE 06-6346-5554

¡Vamos a estudiar!

［料金］受講生 3,000円 / 一般 3,500円
スペインといえばやっぱりサッカー！
近年は日本人選手もラ・リーガで活躍し、
注目が集まっています。このクラスでは
レアル・マドリードの大ファン、アレハ
ンドロ先生がサッカーに関
連するスペイン語を教え
ま す。ス タ ジ ア ム や ル ー
ルの関連用語はもちろ
ん、憧れの選手を応援す
る言葉も覚えましょう！

MENÚ
Pollo al ajillo al estilo de la abuela de Mikel
ミケルのおばあちゃんのニンニク風チキン

Bacalao en salsa verde al estilo vasco
グリーンソースをかけたバスク風タラ

＜お申込み＞

化
文
KA
SA E
O OB
K

法

文

「AITANA WINE
HOUSE」の
ワイン1本贈呈

SA

O

ミケル先生の文法講座
冠詞の種類と使い分け
（全2回）

参加者に
抽選で当たる！

KA

らな
スペイン語がわか
くても大丈夫です。
語両
スペイン語と日本
す。
しま
いた
説
解
で
方

SA

10月13日（土）13:30〜15:20

［担当］
ミケル
［対象］誰でも
［料金］5,000円

スペイン語で
ディベート

話
会

KA

第6回 ADELANTE
ワインクラブ

スペイン語
特別クラス

O

化
文

SA

O

Club de Vinos ¡Vamos a beber!
de ADELANTE vol. 6

Patatas y mejillones bravos
ピリ辛ソースのポテトとムール貝

Manzanas asadas al cava
カヴァ風味の丸ごと焼きリンゴ

Consu
風車の町、コンスエグラ
マドリードからバスでおよそ2時間半南下すると見えてくる、広大なラ・マンチャの大地。
ここに、人口およそ1万人のコンスエグラという町があリます。この地域には、昔ながら
の風情をよく保存している小さな町や村が点在しており、まさに400年前の文学『ドン・
キホーテ』の舞台のよう。コンスエグラは丘に吹く風の下、風車の羽根の回転とともに、
どのような歴史を刻んできたのでしょうか。今号特集では、中世の趣を漂わせるこの
町の魅力をたっぷりとお伝えいたします。

MADRID
マドリード

TOLEDO

カスティーリャ・
ラ・マンチャ

トレド

CONSUEGRA
コンスエグラ
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CAMPO DE
CRIPTANA
カンポ・デ・
クリプターナ

TEXTO/FOTOS = Akio Morimoto

uegra,
pueblo de
molinos
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ラ・マンチャの象徴とも呼べる三角
帽子の白い風車。コンスエグラの
風車は19世紀に町人たちの要望に
よって建設が始まり、何十年と長い
時間をかけて、現在の12基が揃い
ました。最後まで産業用に活躍して
いたのは、1955 年まで運 転してい
た "Chispas"。現 在では観 光 用に
"Sancho"と"Rucio" の2つの風車
を運転しています。"Sancho" は10
月のサフラン祭りなど、町のお祭り
やイベントの時だけ運転されます。
"Rucio"は観光向けの風車で、冬季
以外は土日を含む週5日、羽根を回し
ているところを見ることができます。

風車

MOLINOS DE
VIENTO
風車へのアクセスは、コンスエグ
ラのバスターミナルから歩いて
登って15分ほど。中世祭りとサフ
ラン祭りの時のみ、バスターミナ
ルから風車の丘まで臨時シャトル
バスを運行している

通常、風車には最初の所有者か最初の風車番（小麦を挽く人）の名
前かあだ名が付けられる。コンスエグラの風車は『ドン・キホーテ』
にちなんで名付けられたものが多い
（"Mambrino" はマンブリーノ
の兜、
"Sancho" は従者サンチョ・パンサ、
"Rucio" はサンチョの乗っ
ていたロバの名）
。風車 "Chispas"（火花）の名前は、この風車の石
臼が回転している時に火花がよく飛んでいたことに由来している

Cardeño

Alcancía

Chispas

Caballero
del Verde Gabán

スペイン情報誌 acueducto

Rucio
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Espartero

Clavileño

"Rucio" は運転日の10〜14時と16〜18時に帆を張って、
小麦挽きを実演している

いくつかの風車は現在、店舗や施設として活用されて
います。たとえば "Rucio"と"Mambrino" の1階はお
土産屋、"Bolero" の1階はツーリストオフィスとなって
おり、それぞれ3階の風車内部の機械を見学できます。
"Caballero del Verde Gabán"は風車全体がカフェ
になっており、
１階が売店、
２階が厨房、
３階が座席。
天井から突き出た巨大な歯車を頭上に仰ぎ見ながら、
お茶を楽しめるユニークな空間です。

（上）"Caballero del Verde Gabán" の３階席。写真の料理は鹿肉のハン
バーガーとコンスエグラらしくサフラン・ティー
（下）"Rucio"1階のお土産屋。可愛らしい風車グッズがずらりと並んでいる

（上）
"Caballero del Verde Gabán" の3階
（下）
同風車の1階。ここでカフェメニューを注文できる

風車番の仕事と風車の仕組み
コンスエグラの風車の目的は、小麦を挽いて、

根とともに360度回転できるようになっていま

回転速度を変え、石臼を回し、小麦を挽きます。

す。風車の後ろに長い棒が付いていますが、こ

できあがった小麦粉は、
トイを伝わって下まで落

れは羽根との重さのバランスを取るものではなく、 ちていきます。

主食であるパンの材料である小麦粉を作ること

この棒を回すことによって、屋根全体を回して、

です。風車番のおじさんが朝一番にすることは、

羽根を風が吹いてくる方向に向けるという仕掛

仕事がなくなるので、怠け者でいつも呑んだくれ

風向きを調べることです。そのため３階にある

けになっています。

ていると評判が悪く、小麦を細かい小麦粉に挽

風車番のおじさんは、当然、風が吹かないと

小窓を全部開け、それぞれの窓の内側の棚に

最後に、骨組みのような４枚の羽根に帆船

くと容積がかなり減るため、小麦粉を少なく渡し

なっているところに小麦をちらばし、
２、
３分放っ

のように布製の帆をかけて、準備万端となります。

ている印象を受け、泥棒だと呼ばれていました。

ておきます。そうすると風によって小麦が吹き飛

風車番のおじさんは、小麦の詰まった40kg

一方、おかみさんの方は、周囲が畑で働く肌黒

ばされますので、一番きれいな棚のある窓の方

の袋を１階から３階まで担いて上っていきます。

の女性ばかりの中、小麦粉のせいで、おしろい

向が、風の吹いてくる方向ということになります。
次に、風車の羽根を風の吹いてくる方向に
向けます。実は三角帽子の風車の屋根は、羽

風車が回ると３階にある大きな歯車が回転し、 を塗ったように顔や腕が真っ白だったため、綺
これと小さな歯車とを組み合わせることによっ

麗だと評判でした。

て、垂直方向の力を水平方向に変えると共に、

羽根の回転に連動して、
3階の巨大な歯車が回り出す

連結している小さな歯車が石臼を
水平方向に回転させ、
小麦を挽く

挽かれた小麦粉はトイを伝わっ
て下階の袋へと落ちていく

Bolero

Mambrino

Sancho

Mochilas

Vista alegre

見えないけど
ここにもあるよ。

1

2

3

acueducto.jp
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コンスエグラはラ・マンチャを象徴する風車
と城の素晴らしい風景が望める町として有
名であり、スペイン観光には、欠かせないフォ
ト・スポットの１つです。その一方でコンス
エグラ城に関しては、日本語の説明書きが
ないということもあり、日本では、あまり詳し
くは知られていないというのが残念な現実。
そこで本誌でこの町を取り上げるのを機に、
この城についてもご紹介いたします。ヨー
ロッパにある城というと、高貴な方々の豪
華な大邸宅といったものが多い中、このコ
ンスエグラ城はまさしく軍事上の要塞であ
り、素朴にして機能的なつくりになってい
ます。

10

スペイン情報誌 acueducto

コンスエグラ城

支配の変遷を巡る歴史

スペインのあるイベリア半島は、711年から

兵器、兵力、戦術と全てに勝るムラービト朝の

長きに渡ってイスラム帝国の支配を受けていま

圧勝に終わりました。カスティーリャ王国に援

した。現存する文書によると、10世紀頃のコ

軍に来た英雄エル・シッドの一人息子、ディエ

ンスエグラ城はイスラム帝国の要塞の１つだっ

ゴ・ロドリゲスは戦死し、アルフォンソ6世自身

たと記されています。

もコンスエグラ城に8日間に渡って包囲され絶

もっともコンスエグラは、ローマ帝国の全盛期

（1世紀頃）
にその主要都市の1つであったた

体絶命となります。幸い、ムラービト朝軍が包
囲を解いて撤退したため事なきを得ました。

め、城の起源はローマ帝国の要塞まで遡るの

その後80年もの間、コンスエグラ城はキリス

ではないかという説もありますが、今のところそ

ト教国側の手からイスラム教国側へ、またイス

れを裏付けるものは何も見つかっていません。

ラム教国側の手からキリスト教国側へと行った

コンスエグラ城が最初に歴史のスポットライ

り来たりを何度も繰り返した後、1172年にキ

トを浴びるのは、1097年のコンスエグラの戦

リスト教国のカスティーリャ王国が奪還したの

いです。当時の背景を簡単に説明すると、3

を最後に、イスラム教国側に渡ることはありま

つに分裂したイスラム帝国の1つ、後ウマイア

せんでした。そして1183年、カスティーリャ王

朝が756年からイベリア半島を支配していまし

アルフォンソ8世は、外人部隊である聖ヨハネ

たが、1031年にはいくつかの小王国（タイフ

騎士団にコンスエグラ城を譲渡し、この地域

ァ）
に分裂し、互いに争い弱体化していきます。

の守備と行政を任せます。聖ヨハネ騎士団は

その中で立ち上がったキリスト教諸国による国

コンスエグラ城をその本部としました。この騎

土回復運動（レコンキスタ）
により、キリスト教

士団は、本来は聖地エルサレムで遠方からの

国の1つであるカスティーリャ王国の王アルフ

巡礼者のお世話をする病院騎士団でしたが、

ォンソ6世が、1085年にトレドをイスラム教徒

十字軍の遠征により軍事騎士団になったので

たちから奪還するとそこを首都に定め、タイフ

した。その後1212年のナバス・
トロサの戦い

ァ諸国に迫ります。

で、イスラム教国をラ・マンチャ地方から追い出

これに対し、タイファ諸国の1つのセビーリャ

すことで安定期を迎えます。

王国は、北アフリカにあるイスラム教国の新興

ところが、後年に起きた1813年のナポレオ

国ムラービト朝に助けを求めます。ところがこ

ン戦争により、コンスエグラ城は大部分を破壊

のムラービト朝がイベリア半島にやって来ると、 されてしまいます。その後1830年代における
助けるどころかセビーリャ王国を征服し始めます。

当時の首相メンディサバルの永代所有財産

セビーリャ王は、ムラービト朝との戦いで戦死し

解放令により、城は聖ヨハネ騎士団から取り

た息子の嫁ザイダ姫をアルフォンソ6世と再婚

上げられ、民間に払い下げられました。やがて

させ、コンスエグラ城を結納の引き出物に差し

1962年にコンスエグラ市役所が城、風車を

出すことで、逆にカスティーリャ王国に助けを

含めたカルデリコの丘全体を買い取り、修復し、

求め危機を乗り越えようとしますが、ついには

スペインの文化財として1980年半ばから内

ムラービト朝に滅ぼされてしまいます。

部の見学を可能にし、現在に至っています。

そして1097年8月、カスティーリャ王国とム
ラービト朝はコンスエグラで激突します。しかし、

中世祭り

中世祭りの参加者。コンスエグラ場で見張る
カステーリャ王国の兵士たちを演じている
毎年8月半ばの
週末に中世祭
り を 開 催 し、ム
ラービト朝との
戦いで破れた
デ ィ エ ゴ・ロ ド
リゲスの死を追
悼している

カスティーリャ
王国と激突した
イスラム教国
の衣装を身に
まとう人たち

POTERNA
この観光者用の出入口は、お城
の正門ではなく実は裏門で、ポ
テ ル ナ（Poterna）と 呼 ば れ ま
す。小さくて見つけづらい場所
にあり、城が落とされそうな時
に脱出するための非常口です。
また、不貞の目的で村へ脱け出
すのに利用することもあり、
「裏
切りの門」
とも呼ばれました。

TORRE
ESTE
裏門を入り、アーチをくぐ
り、石段を上ると、城塞の
中へ唯一アクセスできる
東の塔の入口に出ます。城
内に入るにはこの城の最
も堅固な塔、東の塔を通ら
な け れ ば な り ま せ ん。こ
の塔の壁の厚さは、なんと
5m もあります。

中世の時代を遺すコンスエグラ城、その内部へと。

ERMITA
資料室を通り抜け扉をくぐって石段を上がっていくと、お城の
礼拝堂に出ます。礼拝堂の広間は、1995年に当時のままに再建
されました。建物の一番高い所に位置します。鉄格子で礼拝堂
が分けられており、飾り壁がありました。1584年にこの飾り壁
が作られたことが判明しており、礼拝堂はそれより前に建てら
れたことになります。この広間の再建が城の最後の大改装で、
1229年に建設された古い礼拝堂の代わりとなりました。中世の
城、特に聖ヨハネ騎士団のような軍事騎士団に所属する城の中
に礼拝堂を設けるのはごく当たり前のことでした。

ESCUDO DEL PRIOR DE LA ORDEN JUAN JOSÉ DE
AUSTRIA Y ESCUDO DE LOS ÁLVAREZ DE TOLEDO
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塔を通る前に、
入口の上にある2つの盾の存
在に気が付くはずです。聖ヨハネ騎士団本
部の修道院長の紋章です。上の紋章は、
ドン・
ファン・デ・アウストリア修道院長の盾です。
上側に王冠、下側に貝で仕上げられたハプ
スブルグ家のエンブレムの下に8つの頂点
を持つ聖ヨハネの十字があしらわれていま
す。ドン・ファン・デ・アウストリア修道院長
（1629-1679）は、国王フェリペ４世と女優
のマリア・カルデロンとの子で、
1642年5月
に国王の息子として認知され、
1643年には
聖ヨハネ騎士団の騎士に叙任され、コンス
エグラにあった騎士団本部の修道院長にな
りました。下の紋章は、
ロス・アルバレス・デ・
トレド修道院長の盾です。イスラムの8つの
旗に囲まれています。旗の先端が下向きに
なっており、
降伏を意味しています。

TORRE ALBARRANA

礼拝堂を正面へ進んでいくと、
左手に扉があり、
これ
を出ると橋があり、
アルバラナの塔と結ばれています。
この塔は城全体の南に位置し、
高さが25m あります。
ヒスパニック＝イスラムの軍事建築に特有なもので、
当時（12世紀末〜13世紀初め）のキリスト教徒の要
塞に順応させたものです。城が陥落しそうな時に城
主が礼拝堂より橋を渡ってこの塔に避難し、橋を取
り壊すことで、
外からのアクセスを遮断し、
城主の安
全を確保するという狙いがありました。塔の内部は
直径4m の木造4階建てになっています。異なる階へ
は壁に面した螺旋階段で移動しました。下の階の壁
には、
敵に矢を放つための狭間、
銃眼が付いています。
これは縦に細い小さな開口部で、内側になるにつれ
て広くなっています。

SALA DE ARCHIVOS DE LA ORDEN
台所の跡より、後ろを振り向くと石段があり、それを上がって橋を渡ると東の塔の上階の入口になります。聖ヨハネ騎士団の資料室で、
そこには、それぞれ3つの鍵のついた2つの扉があり、これらの鍵は、聖ヨハネ騎士団の3人の重要な高官たちだけによって管理されてい
ました。資料室には、聖ヨハネ騎士団の規律に関する文書のほか、施された寄付の記録文書、恩賞地における特権、騎士たち、宗教関係者
たちによって提出された証書、そして教会・修道会の特権の写本がありましたが、残念なことに19世紀初めのフランス軍とのナポレオ
ン戦争の際、ほとんどが燃やされるか略奪されてしまいました。

東の塔に入り、右手の階段を上がってすぐ左
折すると、暗い廊下が続き、その終端に貯水
槽があります。乾燥したラ・マンチャ地方に
おいて飲料水、生活用水の確保は何よりも重
要なことです。したがって、この貯水槽は大
きく、床の大きさは8m×4.8m、高さは最も高
いところで5.4m あり、207.36ℓの容量を持
ちます。天井は半円形で、真ん中の正方形の
穴が水の入口と取口を兼ねています。そして
4つの小さな穴があり、換気のための通気口
になっています。壁は石灰、砂、酸化鉄、赤土
粘土、天然樹脂を成分とした赤い漆喰で覆わ
れていて、防水効果と、水が腐るのを防ぐ効
果があります。底に空っぽにするための排水
溝、また、余った水を排泄するための余水路
を備えています。貯水槽を地下に置くことで、
水の蒸発を防ぎ、水温を一定に保ちます。

COCINAS
長い廊下の入口に戻り、左手へと東の塔を出ながら、
階段を上っていくと突き当りが台所の跡です。おそ
らく鍋が置かれたであろう炉で構成されています。
網焼きのためのいくつかの小さな囲炉裏、調理道具
の置き場もありました。

コンスエグラ城の
麓に佇む中世祭
りの参加者たち

ALJIBE
acueducto.jp
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Escudo heráldico del apellido Cervantes
セルバンテス家の紋章

San Rafael

Palacio Prioral y Casa de la Tercia

サン・ラファエル教会

ベルテデーラ通り
の住宅地の一角に
あ る、16 世 紀 頃 コ
ンスエグラの名士
であったセルバン
テス家の鹿の家紋
入り石盾です。当時
この地にセルバン
テスの姓を持った
家族がいくつかあっ
たことが窺えます。

C/ Vertedera
baja, 2

大司教の邸宅・テルシアの家
カスティーリャ地
方でよく見られた
ムデハル様式の建
築 物 で、町 の 中 心
インパルシアル地
区 に 位 置 し ま す。
1891 年、町 を 襲 っ
た洪水により市街
地が破壊された後
で再建されました。

かつては、聖ヨハネ
騎士団の大修道院
長の邸宅となって
いた建物。古代ロー
マの浴場の上に建
てられています。ア
プス（教会の後陣）
、
住居、塔の3つの要
素で構成されてい
ます。

Plaza Madrid, 5

C/ Plus Ultra, 7

Madres de la Inmaculada Concepción

マドレス・デ・ラ・インマクラダ・コンセプシオン修道院

町のモニュメント

ゴシック様式とム
デハル様式が見事
に調和した希有な
建築です。

C/ Eulogio
Merchán, esquina
con C/ Santiago
Rusiñol

風車群と城が並ぶ丘を下り、コンスエグラの街中を覗いてみましょう。
中世の光景をそのまま残す旧市街には、歴史的にも重要な意味を持つモ
ニュメントが数多く保存されています。
地図：MTN25 1994-2017 CC-BY 4.0 ign.es

Corredores

Alfar

エル・アルファル
（製陶所）

1970年代まで実際に陶器の焼き場として使用されてい
た、伝統的な様式の製陶所。中には、ローマ時代のかまど
が2つ保存されています。

Plaza España

C/ Rosa del Azafran, 8

Edificio escolar "San Gumersindo"

Presa Romana

1670年建設。石塀の上のレンガ壁の真ん中に大きくは
め込まれた石が特徴的なトレドでよく見られる建設様式
です。丸いアーチと時計台は、
後から建てられたものです。

20世紀の初頭に建てられたカステリャーノ＝ムデハル
様式の歴史的建造物です。

コンスエグラから南西に約4km のところにある世界で
一番長い638m のローマ時代のダム遺跡です。ダムの中
心部は14の控壁に支えられ、
放水路も付いています。

Plaza España, 1

Plaza España

junto al Río Amarguillo

Ayuntamiento

14

回廊
（博物館）

木製のバルコニーと柱廊が目を引く17世紀の建造物。中
は博物館になっており、石器時代から19世紀までの考古
学的な発見物が展示されています。

市庁舎

スペイン情報誌 acueducto

サン・グメルシンド校舎

ローマ時代のダム

サフラン祭り
1963年より、毎年10月の最後の週末に、
サフランの収穫に合わせて開催しています。
コンスエグラおよびラ・マンチャ地方のサフラ
ン栽培は、中世の頃に中東から伝来しました。
花からサフランを採るにはまず、雌しべを採りま
す。そして、雌しべを火であぶって乾かすと香辛

雌しべ採り大会の様子。100本の花の雌しべを採る時間で競われる。採り方が汚いとペナルティ。
優勝者はおおよそ5分以内に100本の花の雌しべを採り終える。1本あたり3秒未満の計算だ

料サフランのできあがりです。スペイン名物パ
エーリャには欠かせません。サフラン１kg の値
段はなんと5,000〜7,000€。サフランが「赤
い金
（きん）
」とも呼ばれる所以です。サフラン１
kgを得るには、約250,000本ものサフランの
花が必要です。
催し物としては、サフランの雌しべ採り競争や、
郷土料理コンテスト、スペイン各地域の民俗舞
踊などを楽しむことができます。

GASTRONOMÍA

EVENTOS Y
COMIDAS

中世祭り！

町の人たちが大切にしている伝統行事、郷土料理

コンスエグラで気軽に楽しめるグルメをご紹介！
マサパン

ラマンチャ・チーズ

タパス料理

Mazapanes

Queso manchego

Tapas modernas

安価で高品質な名物マサパン

セサールチーズ工場での
ラマンチャ・チーズの試食

独創的なタパス料理を作る
地元でも評判のレストラン

トレドの銘菓といえば、
ココアとアーモンドをベー
スにしたマサパンが有名だが、コンスエグラ市も
トレド県に属しており、その銘菓は同じくマサパ
ンであることは、実はあまり知られていない。その
ため、トレドのマサパンと変わらない品質ながら
低価格で購入できる。中でも1915年から家族経営
で創業し、高品質の原材料を使ったマサパンを提
供している ”Los Peces” は評判の店。地元の人だ
けではなく、ここのマサパンを買うためにコンス
エグラを訪れるお客で賑わっている。

現場での豊富な経験を持つ職人によるプレゼンテー
ションを通じて、羊の乳を使った手作りチーズの
作り方、ケア、保存の仕方など、ラマンチャ・チーズ
の世界を堪能できる。試食時には、チーズだけでは
なく、ラマンチャ・ワインまたは地ビールなどの飲
料との相性も含めて、
食べ比べることができる。

外観はどこにでもあるバルだが、内部はワイン蔵
のような洞窟になっている。礼儀正しく、知識豊富
なスタッフたちが迎えてくれる。タパスを食べる
カウンターと、料理を食べるレストラン席とで分
かれているので、気軽につまみに行っても、ゆっく
りディナーを楽しんでもいい。創意工夫されたメ
ニューはすでにスペイン料理を食べ慣れた観光客
でも楽しめる。味もサービスも一流。

Los Peces

Quesos César

C/de San Juan Bautista de La Salle,
45700 Consuegra, Toledo
TEL : +34 925 480 059
WEB : www.mazapanespeces.com

Carretera Comarcal CM-4133 Km 1,
45700 Consuegra, Toledo
TEL : +34 925 480 387
WEB : www.quesoscesar.com

見学時間：２時間
見学料：18€ / 1人
（要事前予約）

（上）
レモンシャーベット、
タコ、
スイカ、赤ピーマン、
レ
タスのサラダ
（下）
オックステール
（牛のしっぽ）
。臭みがなく食べや
すい

森本晃生

Akio Morimoto

1993 年よりスペイン在 住。
2003年ラ・マンチャ地 方に
移る。2016年1月から11月
まで、
カンポ・デ・クリプター
ナ市観光局に勤務。2017年
10月から2018年4月まで、
コ
ンスエグラ市観光局に勤務。
主夫業の傍ら、現在住むラ・
マンチャの魅力を WEB など
を通して発信している
（www.
lamanchainfo.es）

コンスエグラ市観光局
Tapería Gaudy
C/ Plus Ultra 7, 45700 Consuegra, Toledo
TEL : +34 722 402 600

@consuegra.jp

acueducto.jp
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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

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

¡No
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スペイン生粋の舞台芸術
“ サルスエラ ” をご存知ですか？

Zarzuela
TEXTO = Yumi Sakurada

Ⓒ Antonio Castro ＿2018

サルスエラは、歌と芝居と舞踊で繰り広

スエラと呼ばれるようになりました。18世紀

ペラとの差別化を図るため、物語の舞台を

に入るとサルスエラは民間にも広まりますが、

スペインに限定、バリトンの声で始まり、ヒ

トです。スペインのオペラ、オペレッタといっ

外国オペラの人気が高まり、王様の興味は

ロインのソプラノはコケティッシュで軽い声、

ても間違いではありませんが、サルスエラ

イタリアオペラやドイツオペラに向いてしま

上演時間は１時間程度と短くし、曲は5曲、

という特別な名称になった由来は、今から

います。サルスエラの人気はガタ落ち！ な

ウィットに飛んだ若者向けのセリフを盛り込

360年程前に遡ります。

んと30年以上も上演されず、忘れられた芸

んで、人が死なない喜劇にしよう！ と、こう

げられるスペイン生粋のエンターテインメン

時は17世紀、1657年頃、ところはマド

術といわれてしまいます。ようやく19世紀の

して作られた１幕物のサルスエラを、ヘネ

リードの郊外、サルスエラ宮殿で上演され

中頃に、スペイン人の作曲家たちがサルス

ロ・チーコまたはサイネーテといい、これが

ていた演劇が元になったといわれています。

エラ協会となる組織を立ち上げ、復興活動

思いのほか大ヒット。1867年の上演を皮

国王フェリペ4世は、演劇に歌と舞踊を加え

に取り組みます。音楽学校の設立、サルス

切りに、崖っぷちからの見事な復活を遂げ

るよう命じ、祝いの席で上演し、これがサル

エラ劇場の建設、新しい演目の制作ではオ

たのです。

acueducto.jp
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Ⓒ Antonio Castro ＿2018

代表作の『パロマの前夜祭』
『人騒がせ
な娘』
『水、カルメラ、焼酎』は、マドリード
の夜祭りの日に起こる、てんやわんやの大
騒動。喋るように歌い、スペイン舞踊を舞
い、寄席のような笑いを巻き起こすセリフの
応酬は、まるでスペイン版の吉本新喜劇か、
はたまた江戸落語かというくらい！ 後に
バルセロナやバスクなど、その土地の言葉
で書かれたサルスエラも創られ、20世紀に
はトーキー映画の登場でサルスエラも映像
化、単純コメディの時代は終わります。ここ
からはドラマティックな3幕物の新しいサル
スエラ・グランデが、洗練されたセンセーショ
ナルな音楽で諸外国を驚かせ、国内の大
衆娯楽から、世界に誇るスペイン芸術の域
に達します。かのプラシド・ドミンゴの両親
もサルスエラ歌手でした。

La Verbena de
la Paloma

日本サルスエラ協会の発足
さぁ！ 21世紀に突入し、このサルスエ

れないので、思い切ってセリフも歌も日本

ラを日本に紹介するため2001年に発足し

語に訳して上演したところ、多くの方に親し

たのが、日本サルスエラ協会です。

み楽しんでいただく結果へと繋がりました。

顧問に濱田滋郎先生、名誉顧問にイン

こうした地道な活動を続けてきた協会は、

スティトゥト・セルバンテス東京のビクトル・

2017年にスペイン国王フェリペ6世の奨励

ウガルテ館長を迎え、代表兼会長を務める

に賜る大変光栄な機会に恵まれました。

筆者桜田ゆみの企画構成、脚本、演出で

国王陛下に戴いたお言葉を胸に、サル

日本初演の『ルイサ・フェルナンダ』
『ラバピ

スエラを通して行う知的文化交流と日西友

エスの理髪師』
『エル・カセリオ』
『ラ・グラン

好親善に全力を尽すと共に、お力添えくだ

ビア』
『パロマの前夜祭』
『人騒がせな娘』

さるゴンサロ・デ・ベニート駐日スペイン大使、

の全曲上演を行いました。

吉川元偉前国連大使、故・林屋永吉元駐

発足当初、日本でサルスエラは全く知ら

スペイン日本大使のご指導に感謝し、芸術

れておらず、劇中のロマンサ（アリア）や重

で世界を繋ぎ、平和構築を行う文化外交

唱を歌うだけでは、本来の面白さを伝えき

を発信しております。

2018

10/14（日）

サルスエラ講座・
ランチセミナー開催
場所：銀座スペインクラブ

来年

2019

9/21（土）

サルスエラ公演

『水、
カルメラ、焼酎』
日本初演
（原題 Agua, azucarillos y aguardiente）

場所：代々木上原MUSICASA

Webサイト、ブログ、facebookにて活動およ

び公演情報を配信中。

講座・公演などのお問い合わせは下記まで。

日本サルスエラ協会
〒189-0002 東京都東村山市青葉町2-9-95
TEL:042-306-0723
Ⓒ Asociación de la Zarzuela de Japón ＿2018

www.zarzuelajp.com
長い歴史の中で栄枯盛衰を繰り返し、

歴史、文化、暮らしが一目瞭然！

形態を変えながら、今も本国で上演されて

太陽と情熱の国スペインが大好きな方な

いるサルスエラですが、このところサルスエ

らば、明るくポジティブなスペイン人のよう

ラ劇場の民営化問題や、観に行く人は60

に、一緒に笑い歌い踊りたくなると思います。

歳以上で50年後には無くなるのでは……

協会は創立20周年に向け、5歳から70歳

と心配の声があがっています。その一方で、 まで全世代の舞台人が揃い、スペイン語
お祭りや音楽祭では必ずサルスエラ・ガラ

上演や講座も開催しておりますので、これを

が催され、広場も劇場も超満員になります。

機にサルスエラに興味を持っていただける

決して失ってはならないスペイン人の故郷

ことを願っております。

の歌、サルスエラを観ればスペイン気質、

¡Viva España! ¡Viva la Zarzuela!

桜田 ゆみ
Yumi Sakurada

サルスエラ歌手、放送作家、脚本
家、演出家、日本サルスエラ協会
代表。武蔵野音楽大学声楽科卒
業後、92年スペインへ。Escuela
Superior de Canto de Madrid
にてサルスエラを研究し、2001年
日本サルスエラ協会を設立。2005
年 国際ロータリー財団100周年
記念専門職務奉仕賞受賞。日本
テレビ「エンタの神様」
で漫才師デ
ビュー。NHK
「オペラ寄席すぱげっ
亭」
「ものまねオペラ座ばらえ亭」
脚本・構成作家で NHK 編成局長
賞特賞受賞。2017年 スペイン国
王フェリペ６世の奨励に賜る。

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

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

お問い合わせは

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

D.E.L.E.試験準備コース4週間
インターナショナル・ハウス提携校

lacunza.ihsansebastian
lacunzaih
lacunzaihss

Visita a
dos bodegas
en Valencia
バレンシアのワイナリー巡り
TEXTO/FOTOS = Yuji Shinoda

前回に引き続いて、バレンシア州のワイナリーを訪ねる。
2つ目のワイナリーはセイェル・デル・ロウラ（Celler del Roure）だ。
セイェルとはバレンシア語でワイナリーを意味している。

篠田有史 / Yuji Shinoda

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

acueducto.jp
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1
2

バレンシアの 中 心 から南 南 西 へ およそ
100km のところに、なだらかな丘陵に囲まれ

Alcusses（バスティーダ・デ・レス・アルクセス）

た、ブドウ畑や農地が広がる大地がある。

の遺跡である。見学者たちを前に、当時のワ

2006年、パブロ・カラタユーさんは、父親と、
20世紀初頭に造られ、すでに使われなくなっ
1新しいワイナリーのそばには、古いワイナ
リーの空気取りが見える2古い時代のワイ
ン作りの過程を説明するパブロ・カラタユー
さん3見学者たちにバレンシアワインの特
徴を説明するパブロ・カラタユーさん

ていた古いワイナリーを買取り、跡地を利用
してワイン造りを始めた。
実は、紀元前4世紀からこの周辺では、ワイ
ンが造られていた。それを証明しているのが、

02

ここから２km ほど東にあるBastida de Les

インの造り方や飲み方を、図を使って熱く語る
パブロさんは、まるで学者のようだ。
新しいワイナリーの建物のそばに、地下へ
の階段があり、その先のトンネルには、300
年以上前に造られ、1930年頃まで使われて
いたワイナリー（Bodega Fonda）が保存され

Celler del Roure
La Bodega Fonda

3

Celler del Roure
バレンシア
Valencia

22
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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。

ワイナリーのそばではロバが草を食んでいた

【右上】古いワイナリー跡には通路に沿って
tinaja が埋められている。ここは
「ボデガ・フォ
ンダ（Bodega Fonda）
」と呼ばれ、Celler del
Roure の敷地内で発掘された
【右下】
地下洞窟に置かれた tinaja。人間の身長
をゆうに超える、
非常に巨大な壺だ
【左】広々とした地下洞窟内部。イベントで使
うこともあるという。ここに置かれた tinaja
が現在、
発酵・熟成に使われている

ている。tinaja（ティナハ）と呼ばれる素焼き

tinaja は、すぐとなりに掘られた巨大な地下

壷が、トンネルのカーブに沿っていくつも地中

洞窟に置かれている。熟成には、この地下室

に埋められ、その口だけを見せている。この

に置かれているオーク樽と、地上の建物にあ

壺の中でワインの発酵・熟成が行なわれてい

るスチールタンクも使われている。セイェル・

た。当時使われていた鉄製の機械も置かれ

デル・ロウラでは、赤・白ワインのほか、発泡ロ

ている。地上に見える、奇妙な先の丸い屋根

ゼワインも造られている。

を持つ小さな構造物は、この古いワイナリー
の天井に作られた空気取りだった。

下洞窟に置かれたオーク樽と
熟成用のスチールタンク

日本に輸出されているのはこの4種類。左から
［Cullerot］
日本で人気のトロピカルな白
［Vermell］ガルナチャ50% の濃厚な赤
［Safrà］地葡萄マンドー主体の深い味わいの赤
［Parotet］マンドーとモナストレルのブレンド
※ガルナチャ
（Garnacha）
、
マンドー
（Mando）
、
モナストレル
（Monastrell）
は葡萄の品種

日本へは、tinajaで熟成させた、より軽やか
でフレッシュな味わいのものが輸出されている。

Información
Celler del Roure

現在、実際に発酵・熟成に使われている

ワイナリー見学後に行われる試飲会

Carretera de Les
Alcusses km 11,1(CV652),46640 Moixent,
Valencia
☎ :+34 96 229 50 20

www.facebook.com/
Cellerdelroure
2回にわたって紹介した2つのワイナリーを含む、
バレンシアのワイナリーツアーに関心のある方は、
こちらへお問い合わせください。
Salvador Pérez（英語・スペイン語・フランス語）
sperez@excellence-group.com
廣田裕之（日本語・スペイン語）
hirota@excellence-group.com

acueducto.jp
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Impartiendo clases en Toledo

学校からトレドの町並みが見え、
中世スペインを感じることができる

トレドの授業風景

スペインに来てからはや28年半、そして

して“ 赤ずきん ” や“ジャックと豆の木 ”など、

ガ・イ・ガセット研究所）
トレド校で働き始

誰もが知っている名作を使用し、スペイン

地域社会の現場から、
留学生たちに
伝えること

めてから24年の月日が経った。そもそもの

語のナレーション、会話は英語を交互させ

きっかけは神戸市外国語大学との提携先

た劇を作りあげ、ボランティアの学生と汗の

TEXTO/FOTOS = Yukiko Okazaki

であったその場所で二度ほど秋期コースに

にじむ練習を重ねた結果を州立図書館で

参加したこと。語学だけではなく、歴史、文

子どもたちのために披露したこともある。“ 浦

トレド大聖堂

学、芸術などスペイン語のみでの授業はと

島太郎 ” を日本語でもしたし、地元の小学

ても厳しく、今のようにインターネットなども

校を回ってアメリカや日本、プエルトリコな

存在しなかったので簡単に資料が調べら

ど学生が自国の紹介もした。本番うまくい

れるわけではなく、あまりにも辛くて涙がこ

くかと不安に押しつぶされそうになる学生

み上げることもあったが、今ではいい思い

たちは、劇やプレゼンが終了するや否や、

出として心に残っている。やがてひょんなこ

無事に終わったという達成感と、やり遂げ

とから学生コーディネーターとして雇われ、

たという高揚感が混じった、誇らしげな表

副校長を経て今年の2月から校長となった。

情をみせる一方、目をキラキラさせて拍手を

2009年からはスペイン移民史の授業も担

し続ける子どもたち、そしてその親。私はこ

当し、学生には授業の一環として移民を援

の瞬間がとてつもなく好きだ。学生はこうい

助する地域 NPO や現地の小学校で実習を

う経験を通して自信をつけ、また地域の子

してもらっている。

どもたちにとっては異文化に触れる最高の

私は留学する際、ただ単に授業を受け、
週末には旅行するだけではもったいないと

24

ティア活動に力をいれてきた。その一環と

Fundación Ortega-Marañón（旧オル テ

スペイン情報誌 acueducto

機会でもあるし、案外将来の道を決める一
因となる可能性もある。

思っている。地域社会に参加し、そこに溶

私が教える授業は、こういったギブ・アン

け込むこともスペイン語習得のためには必

ド・テイクに基づいていて、スペインの移民

要なことで、さらには自分を成長させる大切

史について授業を学ぶ傍ら、実際に移民と

な要素である。だから今まで学生のボラン

直接、もしくは間接的に接触し、自分ができ

私たちが簡単に取得できるパスポートは

た。その後、もしかしたら彼らは私がスペイ

所変われば取得不可能、もしくはそれを持

ン語をしゃべらないと思うからわざとちょっ

つことが自分にとって仇となる場合もあるし、

かいをかけているのかしらという考えが脳

時間や衛生というしっかりとした生活に必

裏をよぎり、それ以来、いくら何を言われよ

要な観念が全く存在しない国もある。そのよ

うと、何をされようと、おもいっきりの笑顔で

うな環境で生まれ育った人たちに対してど

¿Quieres hablar conmigo? と一言かける

う対処したらいいかと思考錯誤する学生た

と、びっくりして黙ってしまう人もいれば、話

ち。自国に帰っても、自分なりに移民の人々

に花が咲く人もいた。それ以来友人となっ

の支えになろうと、ボランティア活動に参加

た人もいる。時には、通りを歩けば子どもた

する学生も多々いる。小さなレベルであるか

ちに、アチョー、アチョーと空手の真似をさ

もしれないけれど、そういう意識から世界は

れるので、私もつい調子にのって真似をす

変わっていくと私は信じている。

ると、子どもたちが怖がって逃げていったこ

今まで当たり前のことがそうでないと書

ともあった。マジョリティがマイノリティにな

いたが、もうひとつ学生たちがショックを受

ると生じる様々なこと。こういう経験を生か

けることはスペイン人からジロジロ凝視され、

して、学期の始め、中間、そして終わりにカ

時には指をさされ、あるいは学生たちにとっ

ルチャーショックや逆カルチャーショックに

て衝撃的なコメントを言われること。私も初

ついてのセミナーも受け持っている。

めて渡西した時、そうされるのがショックで、

子どもたちに見せるストーリーテリング
（Cuentacuentos）
は
2008年6月に開始した。上の写真は、
2011年春の神戸市外国
語大学の学生たちによるもの。ここでは " 桃太郎 " を披露した

ることをしつつ、奉仕しながら学び、そして

まだ、たった28年の滞在だが、少しでも

外に出るのが怖く、家に3週間ぐらい閉じこ

私の経験が学生に役立つのであれば私に

もった経験がある。ある日、これではいか

とってそれほど幸せなことはない。今の私

ぬと一生懸命作戦を練ったあげく考えつい

がここにいれるのも、今まで私を支えてくれ

た。
「日本で誰が私を見てくれる？ 誰もい

た人々がいるからであり、その恩返しとして、

ないでしょ。ここではそうやって見てくれるん

私も将来の世代のささやかながらの支えと

だから、私を有名な女優だと思うようにしよ

なればと切実に思う。

う！」ビッグチャレンジではあったが、うまくいっ

自立精神を養うことが目的だ。この授業を
取る学生のほとんどがアメリカ人で、将来
移民のための弁護士、医者、看護婦あるい
は教師になりたいという学生もいれば、こ
のテーマについて今まで知らず、そういう
目的を持たずに授業を選択する学生もい
る。両方について共通する点は、コース期
間中、自分そして自分の環境についてそれ

▲ウェルカムパーティー
会話の授業

▲

ぞれ再認識すること。例えば、小学校の先
生になりたいと思っていた学生が、この学
期中トレドの小学校で働いた結果、どれだ
け自分が先生に向いていないかとわかっ
たり、全く教育とは関係のない学生が小学
校で働いた結果、教育に目覚め、アメリカ
変えたり、スペインとアメリカでの教育の仕
方の違いを目の当たりにした結果、自分が
先生になったら両方のいい所を使った教
育法を使おうと決心する学生もいる。また、
自分にとって今まで当たり前のことがそうで
はないんだと認識する絶好のチャンスでも
ある。

Fundación Ortega-Marañón
学校から見える景色

の大学での学科を宗教学から教育学部に

1978年にスペインの哲学者オルテガ・イ・ガセット(1883-1955)
の娘によって設立。
トレド校は1983年に設立。
アメリカ、
プエルトリ
コそして日本の提携大学
（神戸市外国語大学 / 年1〜4人）
の学
生が単位交換を通じて、
美術、
歴史、
文学、
映画、
経済、
哲学、
宗教、
インターンシップ、
コミュニティーエンゲージメント、
スペイン語関係
の授業を全てスペイン語で受ける。
また、
プリンストン大学など夏
期ショートプログラムもある。ホームステイ、
もしくは寮制で、
カフェ
テリア、
体育館、
WiFiアクセス、
ランドリーが設けられている。
www.ortegaygasset.edu

岡崎由紀子 / Yukiko Okazaki
島根県松江市出身。セサミストリートの影響で幼
い頃から英語にあこがれ、
16歳の時 EIL を通して
アメリカ、
スポーケンの高校に約1年留学。神戸市
外国語大学イスパニア学科時代にスペインに留学。1994年から
Fundación Ortega y Gasset で学生コーディネーターとして
働いたのち、
副校長、
そして2018年2月からトレド校の校長として
就任。2016年にはミネソタ大学からBalkcum 賞を受賞。

acueducto.jp
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Diferencias
en hábitos
習慣の違い

¡Hola! 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です。
前回の「留学の心構え編」に続き、今回はスペインと日本の習慣の違いを
スペイン留学 .jpネイティブスタッフが伝授します。

スペイ ン 語 圏 特 有 の 挨 拶 の キ スの 際 、
顔と顔をはげしくぶつけ合わないよう
にやさしく交わすのがスマートです。

日本ではこういった挨拶をしないので、恥ずか
しがったり驚いたりされる方もいますが、

スペインでは
日本人が
正座できるのと
同じくらい
当たり前な
ことなのです。

Alejandro

sobremesa と
いう言葉があるように

家族や友人とパーティや週末など、

食後のテーブルはそのままで、
憩いの時間を長く楽しむのは
スペイン人の特徴です。
昼食から夕食へ引き続くケースも
大いにあるのです。

26
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スペインでは挨拶
の際のキスとハグ
は普通です。

初めてキスやハグ
をされた時は驚か
ず、親しみを込め
た挨拶と理解して
くださいね。

Elena

スペイン人は
テーマが何で
あ れ 、自分 の
意見をはっき
り主張します。
例えば計画を立て
る時や身近な内容
の話題など。

特に、授業中に自分の意
見を述べる事はとても大
切で、そうすることにより
授業の内容や環境がよく
なると考えられます。

もし、学生たちが黙ったままで意見を言
わないと学習も進歩しません。

現 地 で 良い 店 を 選
ぶコツは、

なるべく観光地
や人ごみから
離れてゆっくり
散歩しながら
入る店を見極
めることです。

特に地 方 都 市 など
では、

街の住 人 が一番の
観 光 案 内 人 とい
えるでしょう。

入 店 前にメニューの
値段をよく確認し
ましょう。

Jesús

パエリアは、

スペイン人の声の大きさに
驚かないでください。

PRECOCINADAと
いう半分出来合いの
パエリアではなく、

よく、喧嘩をしているとか、怒っているようだと思わ
れがちですが、そうではありません。

きちんと一から作るお店
かどうかもチェックして
から入りましょう。

大声で話す国民性なのです。

レストランでは、他のお客さん
の迷惑にならないよう、スタッフ
を大きな声で呼びません。

指の合図と目くばせで
知らせるのがスマート
だといわれます。

スペイ ン で は 会 話 を す る
と き 話 し 相 手 と しっか り
目を見合って話します。

日本人が思っているよりもはるかに、
日本のように物事が前もって計画立
てて進まないことが頻繁にあるので、
臨機応変に対応することが多いです。

視線を合わせて話すことは大変重要なこととさ
れています。日本より もスペインのほうが様々な
場面、
例えば道を歩いていても他人と目が合うこ
とが多いですが、
知らない人と目が合ってもそれは
一瞬の反射にすぎず、
失礼にはあたりません。

スペイン人は
急な予定の変更にも
物怖じしません。

Marta

知り合った人からお茶や
遊びに誘われることがあ
りますが、行きたくない時
ははっきり「No」と断りま
しょう。曖昧な態度を取る
と、向こうもこちらの意図
がわからず困惑します。

スペインではスタッフの人た
ちから親しみを込めてTúで話
しかけられることも多いです。
フレンドリーな人が多いので、
スペインでは、お客とウェイ
ターはほぼ対等な関係である
と捉えます。

もっと現地生活のことを詳しく知りたい！

他にも気になることがある！

スペインでは
「Sí」か「No」か、
明確に示します。
大切なことです。

Mikel

友人や知り合いと別れる際、一度さような
らの挨拶をしても、またそこから20～30
分話が続くのはスペインではよくあります。

ご存知かもしれませんが、
スペイン人は
お喋り好きなのです。

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

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

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91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

太陽と青い空がのスペイン南部、
アンダル

7 バルセロナ

8 パルマ・デ・
マジョルカ

9 バレンシア

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。

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

ムルシア

11 グラナダ

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

5 カディス

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。

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

高級ビーチリゾート。
美しい公園や庭園、
世

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

界トップクラスのゴルフコース、
絵のように

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

素晴らしい景色が広がる旧市街があります。

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

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。
28
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1

情報収集・
カウンセリング

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

2

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

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。

❶ メキシコ

❷ キューバ

México

首都はメキシコシティ、北アメリカ南部に

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

② キューバ

最も人口の多い国で、
マヤやアステカの遺

① メキシコ

跡など歴史的な見所がたくさんあります。

ンの敗北を機に、
1902年に独立を達成しました。

④ ドミニカ共和国

❸ グアテマラ

Guatemala

❹ ドミニカ共和国
República Dominicana

③ グアテマラ

グアテマラは古代マヤ文明発祥の地であり、紀

ドミニカ共和国は1492年コロンブスの第1回航

⑤ コスタリカ

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

⑥ コロンビア

ンスの影響を強く受けているのに対して、
ドミニ

⑦ エクアドル

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。

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
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。

⑧ ペルー

❺ コスタリカ

⑨ ボリビア

Costa Rica

イ。気候は温暖で年間を通して過ごしやすいで

に面しており、
北方でニカラグア、
東方でパナマと

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
区に指定しており、
環境保護に力を入れています。

⑪ チリ

❽ ペルー

Colombia

南アメリカ大陸の太平洋沿岸中部に位置するペ

ダ。南アメリカ北西部に位置する共和制国家で

ルー共和国。
かつてはインカ帝国繁栄の地であり、

す。
ブラジル、
メキシコに続き、
コロンビアは中南

植民地時代にも南アメリカの政治や経済、
文化の

米で第3位に人口が多い国です。
主要産業はコー

中心として栄えた歴史を持ちます。ペルーには世

ヒー、
バナナ、
さとうきび、
じゃがいも、米、熱帯果

界的に有名なマチュピチュ、
ナスカ、
モチェ、
インカ

実、
石油、
石炭、
エメラルドなど。

文明の魅惑的な遺跡が多く残っています。

❼ エクアドル

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

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。

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！

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

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。

5

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

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

6

留学費用の
お支払い

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

発

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

4

⓫ チリ

出

コース・滞在方法
を決める

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。

なり差があります。

エクアドルとはスペイン語で赤道を意味し、
その

3

⑩ ウルグアイ

⑫ アルゼンチン

Perú

コロンビア共和国、通称コロンビア、首都はボゴ

Ecuador

Uruguay

国土面積が日本の半分ほどの小さな国ウルグア

コスタリカは南西部で太平洋、
北東部でカリブ海

❻ コロンビア

❿ ウルグアイ

acueducto.jp
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イン語圏に
！
いつかスペ
うあなたへ
いな〜とい
た
み
て
し
留学
♪
参加下さい
お気軽にご

スペイン・中南米

留学セミナー
Estudiar en el extranjero

ント
レゼ
プ
.jp
加者
参 イン留学 ッズ
スペ ナルグ
ジ
オリ

日時

場所

日時

場所

留学先の都市、費用、学校・コース、滞在方法、学生ビザ準備方法、
また、ワーキングホリデーなどの詳しいご説明をいたします。

10月21日（日）
10：30～│14：30～

東京

日時

NPO法人留学協会 会議室

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-6-10
MOビル201

10月27日（土）
12：30～│16：30～

場所

大阪

日時

スペイン語教室 ADELANTE 大阪校

場所

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-8
千代田ビル西別館 2F

セミナー所要時間

40
分

大阪 神戸

別日で
カウンセリング
のみもOK

入学手続き
無料で代行！

個別カウンセリング

（希望者・要事前予約）

現地語学学校の情報コーナー設置予定♪

お申し込み・お問い合わせ

10月23日（火）
12：50～

制

完全事前予約

京都

京都外国語大学 R432（4号館3階）

〒615-8558 京都府京都市右京区西院笠目町6

10月28日（日）
16：30～

神戸

スペイン語教室 ADELANTE 神戸校

〒651-0084 神戸市中央区磯辺通1-1-18
カサベラ国際プラザビル9F

11/9（金）19：30 │12/14（金）19：30
11/30（金）19：30 │1/26（土）12：30
11/17（土）14：30 │12/1（土）14：30

11月以降の日程
ADELANTE
大阪校
ADELANTE
神戸校

スペイン留学 .jpのスタッフは全員留学経験者です。

有限会社 ADELANTE（スペイン留学. jp）

www.spainryugaku.jp

06-6346-5554 東 京 ☎ 03-6869-6435 福 岡 ☎ 092-517-9535
神 戸 ☎ 078-230-2022 名古屋 ☎ 052-766-6406 受付時間：月〜土 8:30〜21:30（祝日含む）
大

スペイン留学.jp

info@spainryugaku.jp

阪 ☎

¡Vamos a hablar español!

スペイン語で話そう

Lección 17
〜しなければならない。

Tengo que ... / Debo ...
Hay que ...

Hay que
estudiar más
en casa.

Tengo que llamar
a mis amigos a las
tres.

Tengo que
comprar un
diccionario.

Tenemos que estar
más callados en
clase.

¿Debemos hacer
los deberes para
mañana?

義務の表現：「〜しなければならない / 〜する必要がある」

¡Hola! みなさん、こんにちは。今回は義務や必要の表現を学びましょう。ここでは 3 種類を紹介します。
1 つ目は、tener + que + 不定詞。2 つ目は、deber + 不定詞。

tener や deber は動詞なので主語によって形が変わります。活用も復習＆勉強しましょう。
3 つ目は、hay + que + 不定詞。hay の形は不変です。
① tener + que + 不定詞 / ② deber + 不定詞

② hay + que + 不定詞

主語

①動詞 tener

②動詞 deber

Yo

tengo

debo

Tú

tienes

debes

Él, Ella, Usted

tiene

Nosotros

tenemos

Vosotros

tenéis

debéis

Ellos, Ellas, Ustedes

tienen

deben

+ que

debe
debemos

hay que + 不定詞

+ 不定詞

無主語文です。活用の変化はありません。
「概して〜しなければいけ
ない」という誰にでも当てはまる普遍的な義務のニュアンスがつきま
す。
「私が〜しなければならない（＝他の人はやらなくてよい）
」とい
う限定的な場合には使いません。

例1）

Hay que comer bien y dormir bien para estar sano.

健康でいるためには、
良く食べて良く眠らなければならない。
例2）

Hay que estar callado en el hospital.

例）

Tengo que ir al hospital mañana.

Debes hacer los deberes ahora mismo.
Tenemos que ver a José.		
Debéis levantaros a las siete.

僕は明日病院に行かなければいけない。

病院では静かにしなくてはならない。

君は今すぐに宿題をやらなければいけない。

例3）

君たちは7時に起きなければいけない。

踏切を渡る前には注意しないといけない。

私たちはホセに会う必要がある。

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

無料体験レッスン
教室見学など
随時受付中！

Hay que tener cuidado antes de pasar el cruce de ferrocarril.

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

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

生きたスペイン語を学べるコースと
充実したアクティビティ・プログラム

選べる滞在スタイル

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

info@idnerja.com ~ www.idnerja.com

を学 ぼう
ペイン語
使えるス

Españáocltico
pr

vol.11

旅行や留学で使える実践的なスペイン語を学ぶコーナー。

第 11 回では、カフェのコーヒーメニューを学びましょう。
¡ Un descanso

¡

実は飲み方がたくさんあるんです！

コーヒーメニュー
スペインでも中南米でも、コーヒーはとてもよく飲まれます！だから飲み方も実に豊富。旅先、留学先でカフェに立ち寄ったら、
どれを選べばいいか迷ってしまうかもしれません。そこで今回は現地でのメジャーな飲み方をご紹介します♪

1

gua

+a

2

EXPRESO
エスプレッソ

AMERICANO
アメリカン

CON LECHE
カフェオレ

7

taza

MANCHADO

コーヒー ２杯分の量

8

ホットミルク

leche templada

常温ミルク

leche fría

アイスミルク

会話練習

l酒

ho
lco

+a

leche caliente

少しだけコーヒー入り

da

nsa

de
con

orujo

例文で練習してみましょう！

¿Quiere una taza de café?

蒸留酒

ブランデー

ウィスキー
など

コーヒーを 1 杯いかがですか？
¿Me pone un café americano?
アメリカンコーヒーをいただけますか。

CARAJILLO

¿Quiere otra taza de café?

リキュール入り

コーヒーのおかわりはいかがですか？

カフェでよく使う単語を学習しましょう！

カップ

azúcar

una taza de café 1 杯のコーヒー sacarina
vaso

コーヒー 1 杯分の量

café doble

ミルクはホット・常温・アイスと温度を指定できます。

ron ラム

vocabulario

café sólo

自分の好みの割合を選んで注文しましょう。

whisky

練乳入り

その単語も押さえておきましょう。

※「café solo」を頼むとエスプレッソ 1 杯が出てきます。

6

brandy

BOMBÓN

通常、注文時に 1 杯の量を選べます。

4 ～ 6 はコーヒーとミルクの分量で呼び方が変わります。

5

少しだけミルク入り

e
+l 乳
練

氷

CON HIELO
氷入り

CORTADO

che

ielo

+h

3

乳

e牛

ech

+l

4

水

グラス

un vaso de agua 1 杯の水

砂糖

una cucharada de azúcar

スプーン 1 杯の砂糖

サッカリン

descafeinado

ノンカフェインの

cucharada スプーン

descafeinado de máquina 機械で挽いたノンカフェインコーヒー

cafeína

descafeinado de sobre

カフェイン

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♪

インスタントノンカフェインコーヒー

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

acueducto.jp
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ス ペ イ ン 語
講 座

Lección 35

今回のテーマ

前号までの10回
（
『acueducto』第25号～第34号）
では等位接続の複文と

従属接続の複文を扱いましたが，最後に残った構文があります。
「結果構文」
（estructura consecutiva）
と呼ばれるものです。ただ，この構文は一般向

けの文法書でも専門的な研究書でもあまり扱われていません。またその記
述についても必ずしも意見の一致がありません。本連載は中級の読者を想
定してるので以下のように2つに分類して話を進めます。
①「相関の結果構文」
（estructura consecutiva correlativa）

② それ以外の結果構文

結果構文≪tanto～que≫等の表現について
Sobre la estructura consecutiva tanto…que y otras expresiones

María tenía tanta vergüenza que no pudo hablar con Miguel.
マリアはとても恥ずかしかったのでミゲルと話すことができなかった。

Antonio es tan alto que llega al techo.
アントニオはとても背が高いので天井に届く。

最後の例では tanto が形容詞の alto に係るため語尾の -to が脱落して
tan になっています。
さて，≪ tanto ～ que ≫の構文は英語では何に相当するのでしょうか。答

まずは①の「相関の結果構文」ですが，これが本来の結果構文です。以
前に
（第 10 号）比較構文（estructura comparativa）
を扱いましたが，両

者には共通点があります。同等の比較構文で≪ tanto ～ como ≫「～と同じ

くらい」がありましたが，代表的な結果構文は como の代わりに que を使っ
た≪ tanto ～ que ≫で構成します。例文で見てみましょう。

Este verano hace tanto calor que no podemos salir de casa.
この夏はとても暑いので家から出ることができない。

「とても暑い」
の結果として
「家から出れない」
と言っています。
「暑さの程度」
とその結果「家から出れない」
ことに相関関係があります。
これが単なる結果
を表す構文と異なる点です。相関構文でない形式では単なる結果を表しま
す。次の文と比べてみましょう。

Este verano hace mucho calor, así que no podemos salir de casa.
この夏はとても暑いので家から出ることができない。

こちらの例文でも，
「暑い」→「外出できない」
という「原因→結果」を言っ
ていますが，暑さの「程度」はとても暑いと言っているだけで直接の相関関

えは，≪ so ～ that ≫「とても～なので…」の構文に相当します。英語では他

に≪ such ～ that ≫「そんなに～なので…」という類似構文がありますが，こ

ちらはスペイン語では≪ tal ～ que ≫に相当します。

La belleza del paisaje era tal que me quedé maravillado.
その景色の美しさはたいへんなものだったので私はとても驚いた。

さて後半は，②の「相関構文以外」の結果構文を見ていきましょう。代表
的な例文は既に出した así que のものです。以下取り上げる表現は，第27

号の推断文で既に扱ったものです
（一部の例文を再掲します）
。実は「推断文」

は場合によっては「結果文」や「引継ぎ構文」等とも呼ばれるわけです。

No entiendes nada de mi trabajo, ¡conque cállate!
お前は俺の仕事のことは何もわかっちゃいない，ならば黙っとけよ！

この接続詞 conque は conとque からできたののですが，必ず1語にくっ

つけてください
（離した場合は，前置詞 con ＋関係代名詞の que か名詞節

を作るqueとなります）
。

Pienso, luego existo.

係はありません。一方≪ tanto ～ que ≫では，単にとても暑いのではなく，
「外

われ思うゆえにわれあり。

相関の結果構文は≪ tanto ～ que ≫と2つの相関要素が必要です。一方，

これは有名なデカルトの言葉です。ラテン語の "Cogito ergo sum"
（コギ

出ができないほどの暑さ」であると言っているわけです。文法的に言えば，
後者の例文では前半の文と後半の文の間に así queという接続詞句がある
構造になっています。

比較構文と結果構文の関係をもう少し整理しておきましょう。

Este verano hace tanto calor como otros años.
この夏は他の年と同じくらい暑い。→比較構文

Este verano hace tanto calor que no podemos salir de casa.
この夏はとても暑いので家から出ることができない。→結果構文

比較構文の場合には後半部に通常，省略がありますが，結果構文にはあ
りません。いずれにせよ，両構文は文法的に言えば，比較構文と結果構文は
非常に近いものなのです。形式の対応関係を以下のように整理することが
できます。

ト・エルゴ・スム）
のスペイン語訳ですが，
「われ思う，ゆえに存在する」
となっ
ています。
さて次は de modo queという慣用句です。この句にはバリエーションが

あって modo の代わりに manera，forma 等が使われることもあります。

Ayer me caí por la escalera, de modo que me rompí un brazo.
昨日階段で転倒したので腕を骨折してしまった。

最後に結果を表す副詞句の例を見て終わりにしましょう。por eso, por
lo tanto, en consecuencia, consiguientemente 等です。

En Galicia ha llovido muy poco este año, en consecuencia ha habido
muchos incendios.
ガリシアでは今年ごく僅かしか雨が降らなかった。結果的に多くの山火事があった。

比較構文

結果構文

tan(to)…como

tan(to)…que

tal…como

tal…que

así…como

así…que

複文の中でもっとも複雑なものは比較構文と
（本来の）結果構文です。し
かしどちらもスペイン語では頻繁に使われる構文です。これらの表現を理
解するとスペイン語の読解力と表現力が各段にアップするのではないかと
思います。

言うまでもないことですが，tanto が名詞に係る場合はその性数に一致し

ます。いくつかの例文を挙げます。

Cada día recibo tantos correos que no puedo contestar a todos.
私は毎日たくさんのメールを受け取るのですべてに返事ができない。
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仲井 邦佳 / Kuniyoshi Nakai

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

Vol.16

ビジネス

今回は目先を変えて最近頻繁に見聞きするIoTやAIに関連して、
生産
現場を想定しながら専門用語を学んでみましょう。生産や技術に関する
用語は、
専門家以外の人たちには普段あまり接する機会が少ないだけに
ちょっと難解かも知れません。

スペイン語
NIVEL

中級（B2）以上

□反
 復練習してひとつでも多く頭に入れましょう。
ejemplo 1

伊藤 嘉太郎先生
Yoshitaro Ito

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

ejemplo 1

1 la robótica : ロボット
（工学）
。“robótica médica”, “robótica industrial”

La robótica es una tecnología que diseña y construye máquinas
capaces de desempeñar tareas realizadas hasta la fecha por el
hombre o sustituibles por el uso de inteligencia artificial.
ロボット工学は、これまで人が行なってきた仕事、あるいは人工知能の活用により代
替可能な作業を遂行できる機械を設計し製作する技術である。

はそれぞれ
「医療用ロボット」
「
、産業用ロボット」
のこと
2 máquinas capaces de desempeñar : ～を遂行できる能力をもつ機械。
余談だが、
“Él es capaz de todo” は
「彼は何をしでかすか分からない」
とい
う意味になる
3 tareas : 仕事、
作業、
業務、用事。同義語で“quehaceres”がある
4 sustituibles por : ～により代替できる
5 inteligencia artificial : 人工知能。因みに、
「人工頭脳」
という言葉は50年
以上も前からあった

ejemplo 2

Se teme que la inteligencia aritificial eliminará gradualmente
tantos trabajos rutinarios que las tareas de oficina en la planta se
despacharán prácticamente por muy poca gente.
懸念（されるの）は、人工知能が次第に多くの日常業務を省力化し、工場での事
務作業はほぼ極少人数の従業員で済んでしまうということだ。

ejemplo 2

1 se teme que : ～が懸念される
2 eliminar : 省く、
省力化する
3 tantos trabajos rutinarios que : こ こ は “tanto...que...” の 構 文。
“trabajos rutinarios”はルーティーンワーク
（日常業務）
のこと
4 la planta: 工場、
プラント、
“fábrica”と同義

ejemplo 3

5p
 rácticamente : 実質的に、
ほぼ

Desde hace mucho tiempo los autómatas ya se usaban para
manejar grandes cargas y llevar a cabo tareas que implican
peligros para los trabajadores o que requieren una alta precisión.
ずいぶん前からロボットは、大きな荷物の取り扱いや作業者に危険な仕事あるいは
高い精度を要求する作業にすでに使われていた。

ejemplo 3

1 los autómatas : ロボット、
自動機械
2 manejar grandes cargas : 大きな荷物を取り扱う
3 tareas que implican peligros : 危険をはらむ仕事、
作業
4 una alta precisión : 高い正確性、
精度。“máquina de precisión”は精

ejemplo 4

Los robots industriales en la línea de producción agarran
componentes y atornillan piezas siguiendo las instrucciones que
los operarios les dan mediante una pantalla táctil.
製造ラインの産業用ロボットは、作業員がタッチパネルで出す指示に従い部材をつま
み、部品をネジ止めする。

密機械のこと

ejemplo 4

1 los robots industriales : 産業用ロボット
2 línea de producción : 生産・製造ライン
3 agarran componentes : 部材
（部品）
をつまむ
4 atornillan piezas : 部品をネジ止めする
5 los operarios : 作業員
6 mediante una pantalla táctil : タッチパネルによって

ejemplo 5

1 c on la maquinaria conectada a : ～と繋がった機械（類）
を持つ。

ejemplo 5

“maquinaria”は単数形使用のみ

Las fábricas con la maquinaria conectada a Internet de las cosas
ayudarán aun más a reducir los costos de producción y aumentar
la productividad, logrando una mayor rentabilidad en su
operación.
モノのインターネットと繋がった機械類を有する工場は、生産コストの削減、生産
性の向上になお一層役立ち、稼働面でより高い収益性をあげる。

2 Internet de las cosas : モノのインターネット、
IoT(Internet of Things)＝
あらゆるモノがインターネットに接続されている状態
3 reducir los costos de producción : 生産コストを削減する。削減の同
義語には、
“disminuir”,“bajar”,“rebajar”などがある
4 aumentar la productividad : 生産性をアップする、
向上する
5 una mayor rentabilidad : より高い収益性
6 en su operación :（工場の）
稼動面で

こうした生産・技術分野の用語や表現方法は予め知識として身に付けておかないと、とっさには
まず頭に浮かんでこないのが難儀です。次回も引き続き、製造現場のいろいろな表現を紹介し
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

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

【講座内容】

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

【講座概要】

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

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
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vol.6
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！
今回取り上げる職業は「Periodista（記者）
」です。
どんな表現があるのか、イラストと一緒に覚えましょう。

Hacer prensa amarilla

Hacerse eco de la realidad

Hacerse eco de la realidad
現実をありのままに伝える

ecoはこだま。hacerse eco de ...は～を広めるの意味。報道の対象となる出

来事や事物について故意に誇張したり矮小化したりせず、
ありのままを正確に
描写すること。

Sus artículos periodísticos son muy fiables porque siempre se hace
eco de la realidad.

VS

常にありのままの事実を伝えているから、彼が書いた新聞記事はとても信頼できる。

Hacer prensa amarilla
扇情的な報道をする

prensa amarillaは
「大衆紙」
のこと。
発行部数を増やすために、
わざと大げさ

な書き方をして読者を煽ること。

Las ventas de esta revista se han disparado desde que hace prensa
amarilla.
扇情的な報道をするようになってから、
この雑誌の売上は急激に伸びた。

No dar cuartel

Escribir al dictado

No dar cuartel

息つく暇を与えない→質問攻めにする
cuartelはここでは休戦、敵に与える容赦の意味。
No dar cuartelで
「容赦し

ない」。
立て続けに質問したり盲点を鋭く突いたりして、
徹底的に追及すること。

Para las noticias de la seccion de política, el director busca un
periodista que no dé cuartel.

VS

政治部の報道のため、部長は相手を徹底的に追及できる記者を探している。

Escribir al dictado

口述筆記をする→言われたことをそのまま書く
発言者の主義主張をそのまま書くだけで、
内容の考察や批評を放棄すること。

Es un periodista ideal para el Gobierno porque escribe al dictado de
los ministros.

大臣たちの主張を無批判にそのまま書くだけだから、
彼は政府にとっては理想的な記者だ。

Estar siempre al loro

No saber de la misa la mitad

Estar siempre al loro

常に事情に通じている、
日々の報道の確認を怠らない
loroは
「オウム」。噂を繰り返すオウムの声を聞くことからこの熟語ができたと
されている。世情に詳しい情報通、事情通の人間のこと。

Cuando el jefe de redacción se jubiló, me dijo que un periodista ha de
estar siempre al loro.
編集長は退職する時「記者たる者、常に情報通でなければならない」
と私に言った。

VS

No saber de la misa la mitad

全く知らない、
内容を全く理解できない
ミサのやり方を知らない司祭（ラテン語が読めない、作法を知らない）
を揶揄
する言葉として生まれたとされる。無知ゆえに議題が全く理解できない様。

Tras leer este artículo, mi conclusión es que, quien lo ha escrito, no
sabe de la misa la mitad.

この記事を読んだ後の僕の結論としては、
これを書いた記者は全く無知だってことだ。

No dejarse nada en el tintero

Morderse la lengua

No dejarse nada en el tintero

インク瓶に何も残さない→最初から最後まで漏れなく書く
漏れや省略もなく、事情を洗いざらい書き上げること。

Desde su fudación, el lema de nuestro periódico sigue siendo el
mismo: “No dejarse nada en el tintero”.

VS

創業当初から、私たちの新聞は変わらぬスローガンを掲げ続けている。
「略すことな
く、全て書け」

Morderse la lengua

舌を噛む→言うべきことを言わずに黙秘する
世間に公表するとスキャンダルになる事情などを、知っているのに報道せず
隠してしまうこと。

Prefirió morderse la lengua y destruyó los documentos que
implicaban al primer ministro en un caso de corrupción.

彼は口を閉ざす方を選び、総理大臣が汚職に関与していたことを示す書類を処分し
てしまった。
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［土］

［火］

2018

開催期間
場所

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

集中特別講座

11/27 12/1

スペイン語教室 ADELANTE 神戸校

参加費：99,360円（税込）

スペイン語圏で就職！

スペイン語圏で働く前のウォーミングアップとして！
まずはスペイン語で仕事について学び、準備をはじめよう！
スケジュール

27日（火）

Buscar trabajo, Entorno laboral

内

容

この講座では、ビジネスクラスで
の指導経験や海外での就業経験
が豊富なネイティブ講師が、現地
状況、仕事の探し方や履歴書・自
己紹介書の書き方、応募、面接、
採用まで、各段階で必要なスキ
ル・知識を伝え、実用的なスペイ
ン語とともに、「スペイン語圏で
働くこと」とはどういうことかを
学びます。

ぜひ、自分の将来について、海外
で働くことについて、具体的に私
たちと一緒に考えてみませんか。
本講座のメリット
▶講座中は個人面談実施
▶講座の後にネイティブ講師からの
フィードバックあり
▶同じ目的を持った仲間に出会える
▶現地の最新情報をレクチャー

お申込
お問合せ

日本とスペイン・中南米の
働き方の違い、仕事の探し方

28日（水）

Carta de presentación, Curriculum Vitae
自己紹介書、履歴書の書き方

29日（木）
Entrevista

面接、グループワーク

30日（金）

Contrato de trabajo, Contrato de alquiler de
piso, Contrato de teléfono

契約書の読み方・書き方
（雇用契約、携帯、賃貸契約書、銀行口
座開設時など）

1日（土）

Reuniones de trabajo

会議での討論や議論、発言方法、
プレゼン、スピーチ、修了式
1日のスケジュール

13：30〜14：20／14：30〜15：20
休憩
16：30〜17：20／17：30〜18：20

計20時間

☎ 078-230-2022 スペイン語教室 ADELANTE 神戸校
info@adelante.jp

（JR 三ノ宮駅から徒歩 8 分）
〒651-0084

兵庫県神戸市中央区磯部通 1-1-18
カサベラ国際プラザビル 9F

Vol.1
日本の素材でスペイン料理

オリーブオイル
１本あれば！
Salsa Romesco
ロメスコ・ソース

あなたが、外国で暮らしていたら。
そして日本食を食べたいけれ

しかも粉末のピメントンだけでなく、
ピミエント・セコ
（乾燥させた

ど、
日本の食材を売っていない、
あるいは売っていても高価で買

赤ピーマン）
もよく使います。スペインの地方に行くとよく見かけ

いたくない。
そんな時、
醤油が1本あったら、
なんとか日本風のもの

る、軒先に藁でつないだ赤ピーマンが干してある光景。あれはそ

を作って食べるのではないでしょうか？
醤油1本あれば、
日本風の味の料理が作れる。それはあなた
が生まれてからずっと日本の料理を食べてきて、味をよく知って

カタルーニャ地方の万能ソース
「ロメスコ」
も、実はニョーラス

いるからです。同じようにスペインの人が日本で暮らしていたら、

が大切な味のポイント。でもニョーラスは日本で入手できないの

材料がすべて揃わなくても、
スペインの味が作れるはず。
その時、

で、
それがなくても美味しくできるロメスコをご紹介します。

醤油に代わる味の決め手になるのが、
オリーブオイルなのです。

近くのスーパーで入手できる素材だけで、
美味しいロメスコので

オリーブオイル1本だけ用意して、
あとは日本で手軽に手に入

きあがり。炭火で焼いたネギに添えるのが有名ですが、
それ以外

る材料でスペインらしい味を楽しむ。
しかも、
できるだけ簡単に。
そ

の野菜を焼いたものにもぴったり。魚介類も焼いた肉も、
これだけ

んなシリーズの始まりです！

でカタルーニャの味に……本当に万能ソースです。

スペイン料 理 の 味 付けは、ピメントン（ 調 味 料 のパプリ
カ）に始まりピメントンに終わります。だから、料 理が 赤い。
日本 の 家 庭 の お 惣 菜 や お 弁 当を「 茶 色 い 」と表 現 する
ことがありますが 、スペインのお 惣 菜 は「 赤 い 」のです 。
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の乾燥赤ピーマンを作っているのです。バスクではピミエント・チョ
リセーロ。
カタルーニャではニョーラスという品種を使います。

スペイン情報誌acueducto

あ、
にんにくを丸ごと調理するので、
びっくりしないでくださいね。
これは1個丸ごと、
1片の間違いではありません。
では、早速作ってみてください。美味しく作れたというご報告を、
待ってます！

レシピ

Salsa Romesco
ロメスコ・ソース
○材料

完熟トマト

大2個

赤ピーマン
（パプリカ）

1個

にんにく

アーモンド

（スライスでもホールでも）

バゲットパン

80g
1〜2枚

オリーブオイル

1カップ

粉末パプリカ

大さじ3

ビネガー

たかのつめ
○作り方

丸ごと1個

塩

1/4カップ
1本

適量

1 トマト、にんにく、赤ピーマンを、ホイルに載せて、
オーブントースターで焦げるまで焼く。

2 焼き上がった野菜の皮を剥き、ミキサーに入れる。

3 アーモンドとパンは、フライパンで、やや高温のオイルで揚げる。
4 すべての材料をミキサーにかけて、滑らかにする。
塩味を調整して仕上げる。

野菜、魚介類、肉などに添えて出す。

＊冷蔵庫で密閉容器に入れて1週間程度保存できます。

渡辺万里
Mari Watanabe

大学時代にスペインと出会い、
その後スペインで食文化の研
究に取り組む。1989年、
東京
に
『スペイン料理文化アカデ
ミー』
を開設しスペイン料理、
スペインワインなどを指導す
ると同時に、
テレビ出演、
講演、
雑誌への執筆などを通して、
ス
ペイン食文化を日本に紹介してきた。
「エル・ブジ」
の
フェランを筆頭に、
スペインのトップクラスのシェフた
ちとのつきあいも長い。著書は
『エル・ブジ究極のレ
シピ集』
（日本文芸社）
『修道院のうずら料理』
、
（現代
書館）
『スペインの竈から
、
・改訂版』
（現代書館）
など。

academia-spain.com

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 3

第33号からお贈りしている「ハバネラ」をめぐる物語。今回は、新大陸での広がりをみていこう。
19世紀前半にキューバで生まれ、当時の宗主国スペインを通じてヨーロッパに広く知られるようになっ
たハバネラ
（スペイン語ではアバネラ）
。メキシコやアメリカでも流行をみて、もちろん南米大陸へも伝わっていっ
た。スペインやポルトガルと植民地を行き来した人・物・そして文化は、船が発着する港を経由する形が主
流だったから、港を擁するブエノスアイレス
（アルゼンチン）やモンテビデオ
（ウルグアイ）周辺にハバネラが
上陸したのも自然なことであろう。ラプラタ川流域のこのエリアにもたらされたハバネラが独自の発展を遂
げたものといわれるのが、
「ミロンガ」である。パンパ
（大草原）
に伝わったものはガウチョたちがギターで弾
き語る叙情的な歌謡となり、都市部の下町あたりでは速いテンポと力強いリズムをもつ舞曲となった。
「ガウチョ」という言葉は、ここ数年ファッションの世界でガウチョ・パンツなどが流行っているので、耳
にしたことがある方も多いと思う。「カウボーイ」と訳されていることもあるが、西部劇的なカウボーイをイ
メージするとちょっと様子が違ってしまう。とはいえ、北米のカウボーイも、先人はメキシコを拠点として
いたスペイン人。南米のガウチョと同じルーツではある。アルゼンチンのガウチョは、開拓にやってきた、
または社会からはぐれた入植スペイン人がパンパに住み着いたところから始まっている（やがて先住の人々
と混血していく）。馬を巧みに乗りこなして牛追いをする彼らは、スペインから持ちこまれたギターを自分
たちのスタイルで演奏するようになる。そのなかで生まれたミロンガには、厳しい自然の中で生きるガウチョ
の心情を歌うものが多いが、そのリズムには確かにハバネラの痕跡が感じられる。
一方、都市型のミロンガは、ラプラタ川両岸におけるタンゴの誕生に大いにかかわることになる。1880年
に首都になったばかりのブエノスアイレスの下町、港に面したボカ地区で育まれた初期のタンゴには、ハバ
ネラ-ミロンガのほか、かつてはこのあたりに多く居住していた黒人系住民の行列音楽カンドンベ、ヨーロッ
パから輸入されたポルカなど、複数の要素が入っているといわれている。さらに、このエリアに急増したイタ
リア系移民の音楽性も影響を与えたと考えられる。ちなみにダンス面に関して言えば、男女が密着して踊る
スタイルは、ワルツからきた要素である可能性も指摘されている。
当初は売春婦と客が場末のカフェや酒場で踊るいかがわしいダンスというイメージが強かったタンゴも、
次第に形が整い、音楽のレベルも上がって受け入れられていく。タンゴが「ポルテーニョ
（ブエノスアイレスっ子）
の誇り」として市民権を得るに至ったのは、タンゴ界永遠のアイドル、カルロス・ガルデルの国際的な活躍に
よるところが大きいのだが、ここから先はまた、別のお話──
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キューバ

⃝ハバネラ発祥の地
⃝19世紀末に
「ダンソン」
に発展
⃝20世紀にダンス音楽「チャチャ
チャ」
の誕生

では、アルゼンチン、ウルグアイとも国境
を接しているブラジルではどうだったのだ
ろうか。実はブラジルでのタンゴ誕生はア
ルゼンチンよりも早かった、
という説がある。
ブラジルのタンゴは、やはりハバネラをルー

ブラジル

ツに持ちながら、
「マシシェ」というリズム

⃝19世紀に
「マンシェ」誕生
（ポルカ、
マズルカと黒人音
楽リズムが融合したもの）
⃝マンシェの影響の入ったハ
バネラから、
ブラジルのタン
ゴが誕生

の影響を受けている。マシシェとは、19世
紀にリオ・デ・ジャネイロで生まれた速いテ
ンポの2拍子系舞曲で、ヨーロッパからの
ポルカやマズルカと、アフリカ系黒人のリ

アルゼンチン
ウルグアイ

ズムが融合したもの。こうなると、ポルカが

⃝19世紀にハバネラから
「ミロ
ンガ」誕生、
さらにパンパ
（大
草原）
とブエノスアイレスやモ
ンテビデオ
（都市）
でそれぞれ
スタイルが分岐
⃝パンパのミロンガはガウチョ
がギターで叙情的に弾き語る
⃝都市型のミロンガは他の黒人
音楽など複数の要素と合わ
さってタンゴへ発展

各地でいかに流行っていたかということも

ラプラタ川

わかって興味深いが、ブラジル産のこのマ
シシェも、第一次大戦前には世界各地で
流行したダンスだったという。
「会議は踊る」
ではないけれど、上流階級から庶民まで、
ダンス熱は階層を問わないようだ。

そんな風に様々な地域の音楽に入り込んだハバネラは、故郷キューバにも逆輸入のような形で舞い戻る。
そして19世紀末頃に「ダンソン」という舞踊音楽に変化することになる。danzón は、danzaに拡大辞がつ
いた語だが、ここでいうダンサ
（danza）
は「コントラダンサ・アバネラ」が省略された呼び名。要するに、ダ
ンサ
（＝ハバネラ）
に比べてより庶民的でダイナミックだったことから、拡大辞つきで「ダンソン」と呼ばれた
わけである。しかしその流行は1910年代までで、やがて「チャチャチャ」の誕生につながっていく。歯切れ
の良いリズムを持ち踊りやすいチャチャチャは、1950年代に世界的な流行をみるのだった。
そして我が国では？ というと、ハバネラのリズムは例えば《枯れすすき》
（1921年、野口雨情による民謡。
のちに歌謡曲《船頭小唄》
となる）
にみられるし、終戦から3年後に近江俊郎が歌いヒットした
《湯の町エレ
ジー》
もハバネラ調。そして演歌の源流ともいわれる
《別れの一本杉》(1955年 )は、船村徹が歌劇《カルメン》
のハバネラをヒントに書いたものである。演歌にハバネラ、なるほどとても相性が良い。
と、カルメンのハバネラに話が戻ったところで、世界を駆けたハバネラの旅はこのへんで一区切りとしよう。
次回はどんな舞踊音楽が登場するのか、どうぞお楽しみに。

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。
www.facebook.com/shizukapianista17

裸足のピアニスト・下山静香のブログ ameblo.jp/shizukamusica
★ニューアルバム
《Alma errante ～ さすらいの魂》
中南米ピアノ名
曲コレクションⅡ・アルゼンチン10/4演奏会にて先行販売、11月正
式リリース！

Información
★ 10月20日
（土）
13時半～ レクチャーコンサート
「ラテンアメリカ音楽紀行Ⅲ」
（朝日カルチャーセンター湘南）
★ 10月23日
（火）

バンドネオン仁詩＆ピアノ下山静香 コンサート
（静岡県島田市）

★ 11月２日
（金）
18時～	JSSPM出演・レクチャー＆ピアノコンサート
「魅惑のスペイン」
（インスティトゥト・セルバンテス東京）
★ 11月8日
（木）
19時～

「下山静香のおんがく×ブンガク」
vol.2シェイクスピア編
（渋谷・ラトリエ）

★ 11月11日
（日）
13時半～ 「秋の日に響く♪ピアノ＆バンドネオン 下山静香・仁詩」
（所沢・並木まちづくりセンター）

acueducto.jp
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インタビュー・文＝中村美和
（プロフィールはp.47）

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四弾。
今回は、マドリードに店舗を構える高知発の懐石料理店「IZARIYA座屋」の
オーナーシェフの岡添将人さんにお話を伺った。
高知、神戸、銀座に懐石料理店を持つ岡添将人

Masahito Okazoe
岡添将人

懐石レストラン
「IZARIYA座屋」
オーナーショフ

IZARIYA座屋
www.izariya.com

伝ってみる？』というようなコミュニケーションが生まれ

リードだった。
「世界に出るならどこでやりたいかと考

るのも、スペインに住んでこそ」。和食に日本酒をペ

えた時に、
『自分が食べに行きたいと思えるレストラ

アリングするだけでなく、より美味しくなるのであれば、

ンが多くあるのは？』と考えて、当時はヨーロッパに

ワインやシェリーも積極的に合わせるようになったそう

興味があった」というが、
さらにその中からスペインを

で、その経験は日本の店舗へフィードバックされている。

選んだのは、自分と味覚が合うこと以外にも、スペイ
ン語という言語も大きな要因だったという。
「スペイン語を習得すれば、スペイン語圏の20数ヶ

いたら、
もちろんと言われたので。そしたら、船に乗せ
られて。釣れなかったらどうすんだ、
と……」ということ

査を進めれば進めるほど、気に入った」と、マドリード

もあったそう。幸いにも、無事に魚は釣れ、活き締め

での開業を決意した。

のレクチャーができたそうだが、日本の料理の高い技

毎年多くのレストランが新しくオープンしては、消え

スペインの食材は豊富ではあるが、和食の食材と

月のオープン以来、日本で味わうそのままの懐石料

して考えた場合に、日本のクオリティーに達していな

理が味わえるレストランとして、スペインのメディアや

いものも多い。特に魚については「血抜きや神経抜

食通たちから高い評価を得続けている「IZARIYA

きをするかどうかで、その後の熟成や旨みに変化があ

MADRID」だが、それでも軌道に乗るまでは多くの

るので、とても重要」とのことだが、これだけ魚介が
豊富なスペインでも、活き締めは一般には適用され

「予定通りいかない。スムーズにいかない。もしかした

ていない。近年では「サシミ」や「タタキ」がレストラ

ら僕の語学力のせいかもしれないけど。日本と圧倒

ンでも一般化したスペインでこれが普及すれば、料
理界全体にとって大きな価値を生むに違いない。
「魚に限らず、こういう例は結構ある。こんな十分に

スや電気などの設備も不十分な状態で営業初日を

発達した先進国の首都マドリードで、もっと言えばニ

迎えることになったが、それでもマドリードで2店舗目と

ューヨークでも、日本ではごく普通のサービスがない、

なる焼き鳥店「Torikey」のオープンも経て、
「確実

ということもある。例えば日本のクオリティーのコンビ

に1軒目より2軒目の方が、段取りが良くなっている。

ニ」。日本の外に出てみれば、海外で高い価値を生

今回の店舗の改装工事もかなりスムーズだった。こ

み出せる日本の技術やサービスがまだまだあることに

れは、いい人に出会えたというのが大きい」。スペイ

気づく、
と岡添さんは語る。

ンで今の成功に至るまでには、
「あまりにもスムーズ

スペイン情報誌 acueducto

術は、スペインでも注目を集めていることがうかがえる。

ていく、淘汰の激しい首都マドリードで、2014年10

そのため開店に向けた工事は思うように進まず、ガ

42

きました。教えた後、その魚を僕たちも買える？ と聞

て、
「スペイン人の人の好さや、気候など、実際に調

的に違います」。

インタビューの
動画を配信中

また「最近、ある有名シェフが『魚の活き締めを教
えてほしい』と持ちかけてきて、バレンシアまで行って

国、南米も視野に入れることができると思った」。そし

苦難があったという。

（上）
高知名物の鰹のタタキは、
マドリード座屋でも象徴的な一皿
（下）職人の手仕事で魅せるカウンター席

このワインが飲みたいと思うし、
『じゃ今度、収穫を手

さんが、4店目の出店地に選んだのはスペインのマド

「皆、海外進出に興味がないわけじゃないと思うんで

にいかないことのストレスを乗り越えられるか、それに

すよ。ただ、結局一歩の勇気があるかないか。意外

耐えうる資本があるか、あとはどういう人と出会えるか」

と出てしまえば、成功する可能性もある。やれると思

がとても重要だったと語った。

えば行くべきだと思います」。

苦闘の日々の一方で、スペインのワイン醸造家や

実際にその「一歩」を踏み出し、苦労を糧に、経

料理人たちとの交流などから、得たこともある。スペ

験を重ねながら前進してきた岡添さんは、それでもチ

インワインもその1つだ。
「こっちに来て、ワインを飲

ャレンジする価値があったと断言する。

む機会が圧倒的に増えた。近くにワイナリーもある
ので、日本だったら蔵を訪ねて蔵元と話すのと一緒で、
ワイナリーへ行って話をすると、距離感も縮まって、そ

高知からスペインへ、
さらに次のステージも視野に、
彼の挑戦は続く。

おススメ

絵本

フェデリコ・ガルシア・ロルカ
子どもの心をもった詩人
文：イアン・ギブソン

絵：ハビエル・サバラ

20世紀スペインが生んだ不世出の詩人で

■2018年6月刊

■定価 2,200円+税

月19日払暁に逮捕され、グラナダ郊外ビスナ （日西対訳）
した、実にユニークな絵本である。
ル村の「大いなる泉」のそばで、バルデス知

本書に収録されている「日本の子どもたちへ」

年〜1936年）について、もう一度おさらいを

事が雇った暗殺集団「黒部隊」によって銃殺

というエッセイでは、ロルカが20歳くらいの時

したい。今からちょうど82年前の1936年7月

された。彼の遺体は近くのオリーブ畑の脇に

の作品で、われわれ日本人にとっても懐かし

17日、北アフリカのモロッコでクーデターが

放置された。彼は、なんと37歳という若さで

い水田やサギが出てくる「神道（SINTO）」と

勃発した。翌日、それを合図に、スペイン本

あった。

いう不思議な詩を紹介している。

叛乱が起こった。このような場合、丸腰の民

まるで流れ弾による不慮の事故死のようで
ある。

神道

衆は武装した軍隊に跪くより方法がない。と

内戦の勝利者フランコ将軍は、ロルカの肉

ころが、数日中に、マドリード、バルセロナ、そ

体とその分身である作品すべてを地上から消

チリン、チリン、 水田の上を。

してバレンシアの3大都市の軍駐屯地の軍事

し去ろうとしたのだった。果せるかなというべ

太古の泉。

叛乱は、命懸けの民衆の武力抵抗によって

きか、現在に至っても彼の遺骨は見つからな

遠くに、 バラ色のサギが数羽

鎮圧されてしまう。クーデターの失敗で内戦

いのである。

そして

が始まったのだった。この時点で、市井の民

本書は、長年ロルカを研究し、彼の生涯を

衆側は、叛乱軍に対して、屈辱的な隷属より

再現した評伝『ロルカ』
（邦訳、中央公論社、

金の鈴鐘。

龍の仏塔。
真理の泉。

静まりかえった火山。
（本書 p.47 より）

も果敢な抵抗による「内戦」を、さらにはより

1997年）を出版したアイルランドの詩人、イ

また本書巻末の、イアン・ギブソンによる評

良き社会を建設しようとする「革命」を選んだ

アン・ギブソンがロルカの生涯をスペインの子

伝を活用した「ロルカミニ事典」では、詩人の

のだった。ここに、2年9ヶ月におよぶスペイン

どもたちでもわかるように、やさしい言葉で書き、

暗殺を含む社会的背景、さらに詩人の全体

内戦の「原風景」があったと言えよう。

そのテキストに見合うように画家のハビエル・

像を詳らかにしている。これからロルカを学

サラバが絵を描き、詩人の平井うららが翻訳

ぶ者の入門書としては、最適である。

さてロルカは、内戦勃発のほぼ1ヶ月後の8

歴史

訳：平井うらら

劇作家、フェデリコ・ガルシア・ロルカ
（1898

土の約50ヶ所の陸軍駐屯地で一斉に軍事

■影書房

LIBROS

スペイン内戦（一九三六～三九）
と現在
著者：川成洋・渡辺雅哉・久保隆 編

自著を語る
スペイン内戦は、82年前の事件である。内

や世界観に基づく政治参加である。こうした

戦期あるいは内戦直後から1975年まで続い

状況に置かれながらも、彼らが内戦期に体験

考は17本。本書の編集に関して、決して自慢

たフランコ独裁政権期に、フランコ側に拉致・

せざるをえなかった、社会主義国ソ連による

するわけではないが、我が国で出版されいる

惨殺された夥しい犠牲者の遺骨の発掘・収

同盟国であるスペイン共和国への軍事援助と 「外国史」あるいは「外国文学」関係書では、

集などが未完のままである点を除けば、内戦

醜悪な政治的支配権の確立、それも非人間

自体はすでに風化していると言えよう。

的で残酷な政治的粛清をも含む恐怖政治社

集しているのが通例である。つまり、本書にあ

会に対して、こうした作家たちは厳しい姿勢で

るようなその当該国の研究者の「生の見解」

それにしても、内戦の中で闘われた争点は、
われわれの記憶にいまだ鮮明である。とりわ
け内戦をテーマにした文学作品にそれらを求
■ぱる出版
■2018年6月刊
■定価 5,800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。

めることができよう。

批判し、その事実を毅然と公表したのだった。
余談になるが、かつてアメリカの雑誌に、
「日
本の思想的状況は、日本人がスペインの内戦

研究者や作家、あるいは活動家・実践家の論

日本人だけの執筆陣で原稿をかき集めて編

が残念ながら皆無なのである。こうした状況
について、これでいいのだろうか、という印象
を持っていることを表明しておきたい。

ちなみに、我が国で翻訳出版されている作

を知らなかったことから大きな影響を受けて

本書は、
Ⅰ．スペイン内戦への道、Ⅱ．スペ

品を挙げると、ヘミングウェイの『誰がために

いる。つまり、これこそ、戦後民主主義がきわ

イン内戦の諸相、Ⅲ．スペイン内戦と世界、

鐘が鳴る』
（1940）、アンドレ・マルローの『希

めて脆弱となっている要因なのだ」というある

Ⅳ．スペイン人たちのスペイン内戦、Ⅴ．アナ

望』
（1937）、ジョージ・オーウェルの『カタ

評論家の意見を読んだことがあったが、彼は

キズムとスペイン内戦、の５章立てである。特

ロニア讃歌』
（1938）、アーサー・ケストラー

日本の知識人が、スペイン内戦への参加から

徴を挙げるなら、よく見かける無味乾燥な「ス

の『スペインの遺書』
（1937）、ジョン・ドス・

得られたような複雑な体験を得ずして、ただ

ペイン内戦」歴史書と異なり、文学、映画、美
術、音楽、食生活、絵画、写真など、あらゆる

パソスの『ある青年の冒険』
（1939）、ジョル

進歩的、左翼的な視座から甘い評価や意味

ジュ・ベルナノスの『月下の大墓地』
（1937）、

付けをしてすましている点を指摘していたの

分野における人間生活を詳らかにしている点

それに『星の王子さま』を書いたサン＝テグ

かもしれない。こうした日本人の知識人の甘

であろう。また我が国ではほぼ等閑視されて

ジュペリの『人生に意味を』
（1956）
『人間の

さが、ともすれば、彼らの社会参加、政治参

きた、軍部のクーデターを粉砕し、内戦へと

土地』
（1939）
『城砦』
（1948）
などであろうか。

加に関して不決断の核心に通底していると言

展開していくプロセスに重大な役割を果たし

こうした作家たちは、共和国軍の戦列で戦う

いたかったのだろうか。

た果敢なる失敗と惨憺たる成功というべきア

義勇兵、あるいは本国にニュースを送る戦場

本書は、スペイン内戦勃発80周年を記念

ナキストの活動や生きざまについて、最後の

ジャーナリストとして参加していたのであり、 して、もう一度この内戦を記録しておこうと、

章でまとめているが、これこそ本書の白眉とい

おしなべて「文学と政治」という二元論的対

うべきであろう。

あらゆる分野からの論考を記録したものであ

立の超克への驚くべき実践的努力がうかが

る。全体で64本、うち、スペイン人はもちろん、

われる。それは別言すれば、個人的な倫理観

フランス人、カナダ人、ドイツ人、アメリカ人
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Las fiestas tradicionales
en Pedro Muñoz, buena
ocasión para visitarlo
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Cámara de Comercio Hispano Japonesa
(Cámara de Comercio Hispano Japonesa)
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www.camarajaponesa.com/ja/?page_id=13610

Cámara de Comercio Hispano Japonesa
www.camarajaponesa.com/ja
camara@camarajaponesa.es ℡ (+34) 91 851 12 11
 Apartado 10124 – 28080 MADRID - SPAIN

acueducto.jp

45

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

インスティトゥト・セルバンテス東京では

ビデオアート展覧会「空間88」
ました。

1

スト優勝作品をはじめとする全5作品が展

日本の皆様にスペイン語圏諸国の文化を伝

今回優勝者として選ばれたのは、メキシ

示され、地中海沿岸のバレンシア州に暮ら

えるため、多岐にわたるジャンルの文化イ

コ出身、スペイン在住のアントニオ・チャコ

すアントニオ・チャコンさんが「日本の皆さ

ベントを開催しています。

ンさんと東京在住のマツモト ノリヒトさん。 んに地中海を見せたい」という思いから制

今号のイベントレポートは、インスティトゥ

その後2週間にわたり2人が取り組んだ共同

作した地中海の映像作品や、バレンシアの

ト・セルバンテス東京がトーキョーアーツア

制作の成果が、インスティトゥト・セルバン

伝統的な火祭り「ファジャス」に着想を得た

ンドスペース
（TOKAS）
の協力を得て開催し

テス東京2階のギャラリーにて7月24日から

作品が見られました。また、2台のコンピュー

た、ビデオアート展覧会「空間88」について

1ヵ月間展示されました。展覧会初日の24

ターが通信し、互いの存在を認識すると映

ご紹介します。この展覧会の注目すべきポ

日には同ギャラリーにて、メキシコ大使館

像が流れる仕組みを取り入れた作品は、共

イントは、何よりもメキシコ人アーティスト

と共同でオープニングパーティーを開催し

同制作をきっかけに「会話」や「交流」につ

と日本人アーティストの2人が、文化や言葉

ました。
「スペイン在住のアーティストに募

いて両者が抱いた思いを表現した作品との

の壁を乗り越えて共同制作を行ったという

集をかけ、メキシコ人アーティストが優勝

ことでした。

ことです。

したのは非常に光栄です」と語ったのは、大

今後も、インスティトゥト・セルバンテス

使館から参加した文化参事官のエマヌエル・

東京では多くの人々に関心をもっていただ

ロジェクトは本年度春にスタート、
「通過」 トリニダッド氏。また、パーティーで提供さ

けるよう、さまざまなイベントを企画してい

れた飲食物の中でも特に注目を集めた、メ

きます。特に「文化の秋」とも呼ばれるこれ

京の各アーティストを対象に募集しました。 キシコ料理のグアカモレと和食のいなり寿

からの季節は、さらにイベントが盛りだくさ

5月末には優勝者が発表され、スペインの受

司を融合させた「グアカモレいなり」は、今

んです。ぜひイベント情報をチェックして

賞者が日本に来日して TOKAS のレジデンス

回の展覧会の主旨を表すような一皿でした。 お越しください！

このビデオアートコンテスト「空間88」プ
をテーマにしたビデオ作品をスペインと東

に滞在し、日本人受賞者と共同制作を行い

ギャラリーには、各アーティストのコンテ

文 = ヴィルジーリオ麗奈

1アントニオ・チャコンさん
（左）
とマ
ツモト ノリヒトさん
（右）展示ス
ペース入り口にて
2インスティトゥト・セルバンテス東
京 2Fギャラリーにて展示
3在日メキシコ大使館より、文化参
事官のエマヌエル・
トリニダッド氏
も参加
4和食とメキシコ料理のフュージョ
ンを実現した
「グアカモレいなり」

2
3

4
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スペインのお勧め

バール • レストラン

Asador Real

アサドール・レアル

Bares y restaurantes recomendables

（Madrid / マドリード）

1

スペインの食文化は海の幸、山の幸、実にバ

強い。そして常温で脂がとろけるのも最高級ハ

リエーションに富んでいるが、カスティーリャや

ムの特徴だ。スペインで本場の生ハムが食べた

マドリードなどの内陸部は伝統的に肉料理が有

い、という人は、まずここの生ハムを楽しんでほ

2

名だ。そこで今回はマドリードでがっつり肉食を しい。
楽しみたい方向けに、お気に入りのアサドール

もう一品、メインの前につまみを楽しむなら、モ

を紹介しよう。アサドールとは一般的に、子豚

ジェハス・デ・コルデーロ・レチャル・ア・ラ・

や子羊、その他の肉を薪オーブンで焼いて食べ

プランチャは欠かせない。カリっと鉄板焼きにした

させてくれるレストランを指す。

柔らかくクセの少ない子羊の胸腺にワインが進む。

マドリードでアサドールといえば、本連載の第

メインには子豚や子羊も捨てがたいが、テー

15 回で紹介したボティンが世界的に知られてい

ブル上の鉄板で個々の好みの加減で焼きながら

るが、王立劇場に隣接するアサドール・レアルは、 楽しめるチュレトン・デ・ブエイ ( 去勢牛の牛肉
観光客の多いオペラ付近にありながらも、納得

) を推したい。日本の最高級和牛は霜降りだが、

のいく価格で、しかも料理もサービスも質が十分

スペインの高級牛といえばサシの入らないがつん

で安心して楽しめるため、
「今日は肉を食べよう！」 とした赤身と相場が決まっている。シンプルな岩
という日に仲間と集まる、定番のレストランだ。
まずは前菜に試したいのは、イベリコ豚の生

塩だけの味付けが、熟成した牛の旨みを引き立
てる。人数が多い場合は、チュレトンを少なめ

ハム。質の高い生ハムは、少ない塩で脱水し長

に注文して、子豚や子羊を 1/4 サイズで頼むの

期間熟成させるため、塩味がマイルドで旨みが

もお勧め。
Información

中村 美和 / Miwa Nakamura

Asador Real（アサドール・レアル）

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

水彩画だより

3
1店内入ってすぐにあ
る焼き場。
大きなオーブ
ンで子豚や子羊を焼く
2新鮮な食材は目にも
鮮やか 3生ハムとモ
ジェハス。
口直しにはス
4 ペインの太陽を浴びて
育ったトマト 4チュレ
トンは卓上で焼きたて
をいただこう 5マネ
ージャーのバレリアーノ
はソムリエの資格を持
つ。料理にあわせたお
勧めスペインワインも
5 楽しもう

住所：Plaza de Isabel II, 1, 28013 Madrid
電話：+34 915 471 111 / +34 915 598 585
WEB： www.asadorreal.com

※上記情報は、2018 年 10 月時点のもので変更する可能性があります。

スペインの風景に魅せられて vol.6

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。

Parador de Cardona
歴代領主の威厳を今に残す城塞

訪れたのは夏も過ぎ、秋晴れの9月だった。カルドナの町はバルセ
ロナから西北へ約100km にあり、標高507ｍの丘の上に石を積み
重ねた城塞を展開し、その威容さに圧倒される。頑丈な門をくぐると
別世界、フロントで渡される鍵を持って自分の部屋まで行くのに建
物の見取図が必要なほど、内部が込み入っていて分かりにくい。さて
この城塞の景色をスケッチしようと思ったが大きすぎて手に負えず、
数 km 離れたブドウ畑の高台を発見してほっとしたことを思い出す。
歴史的には、天然の要塞であるため、この地を巡った争いは数知
れない。8世紀ごろイベリア半島の大半を手中に収めていたイスラム
軍に対する先端基地として築城され、その戦いは1世紀にもおよんだ
と云われる。
パラドールの名の由来は、カルドナ公爵が1375年以降この地方
一帯を領した由緒ある家柄であることから。ピレネーやカタルーニャ
への長旅で疲れた身体を癒すにはこのパラドールがおすすめ。
Parador de Cardona
パラドール・デ・カルドナ

住所：Castell de Cardona, s/n,
08261 Cardona Barcelona
電話：+34 938 69 12 75
WEB：www.parador.es

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。

acueducto.jp
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宮城県の女川町に、スペインタイル教室が開かれて数年

スペイン粘土で作るアクセサリー
去る8月6日、宮城県女川町のみなとまちセラミカ工房
（スペインタイルアー
ト工房女川教室）
にて、スペインタイル作家の船戸あやこ氏を招き、陶製
アクセサリーを作る特別講習会を行いました。
開催場所である女川町は、東日本大震災で被害を受けた宮城県東部

粘土からアクセサリーを作っていく

の田舎町。
どうしてそこでスペインタイル？ と思われる方も多いと思いますが、ガ
リシア地方のリアス式海岸と女川町の海岸線が似ていることや、津波の

駅前の商店街
「シーパルピア」
にある工房

被害から復興したという経験も似ていることで、この町の復興にスペイン
タイルを取り入れようというプロジェクトが立ち上がった、という次第です。
とはいえ今までは町民達も“スペインと言われても馴染がない ”というイ
メージが強かったのですが、今回、船戸氏からスペインでの暮らしに関
しての楽しい話を聞き、親近感がわいた方も多くいたようです。
講習会ではスペインのマジョリカ土を使って好きな形に作り、色を塗り、
模様を彫ってその後焼き上げ。参加者からは「彫る作業が難しかったけ

思い思いの模様が刻まれた完成品

ど楽しかった」、
「可愛くできて孫に自慢したい」という声が上がり、スペ
イン文化を身近に感じられる一日となりました。

（女川教室 阿部由妃乃）

スペインタイルアート工房とは？
バレンシア陶芸学校を卒業したスペイン陶芸作家、船戸あやこが、1998 年
現地バレンシアに工房を構えたのが始まり。現在は東京、大阪、宮城（女川）
の 3 校があります。どんなものかやってみようと 1 回体験でちょこっと作る
方もいれば、キッチンのリフォームに自作のスペインタイルを取り入れる方
も。また、オリジナルのタイルを制作してネット販売したり、絵付け講師の
資格を取って教室を開く生徒さんもいらっしゃいます。

スペインタイル作家
船戸あやこ

復興が進む女川町

町にはスペインタイルがたくさん

会
特別講演

www.ne.jp/asahi/funatoayako/spain

スペインタイルアート工房
東京教室・大阪教室・女川教室
spaintile.art.coocan.jp

El Camino de Santiago

サンティアゴ巡礼

ガリシア州のカミーノ・デ・サンティアゴは、1000 年以上の歴史を誇る巡礼路。ルートは複数あって好きな場所から出発することができ、歩く
距離も自由に決めることができます。毎年、世界中の旅人がこのカミーノ巡礼に惹かれてスペインを訪れます。今回は 70 歳から巡礼をはじめ、
以降、
毎年欠かさず巡礼路を歩いている杉本嘉孝さんをお招きし、巡礼に関するさまざまなお話を語っていただきます。いつか巡礼に挑戦したい方、
ぜひ杉本さんの経験談、アドバイスを聞きに神戸へお越しください。お話の後には Q&A コーナーも設けます。

日時
場所

12 月1日（土）11:00～13:00
スペイン語教室 ADELANTE 神戸校
（神戸市中央区磯部通 1-1-18 カサベラ国際プラザビル 9F）

参加費

500 円

杉本嘉孝 / Yoshitaka Sugimoto
大阪府出身。1937 年生まれ。2007 年
初めて巡礼路を歩く。acueducto 第 22
号特集「70 歳からのサンティアゴ巡礼」
でも杉本さんの巡礼エピソードを詳しく
掲載。

お申込み・お問合せ先：info@adelante.jp / 078-230-2022

西宮市国際交流協会

"Fiestas Navideñas de España"
（スペインのクリスマス行事）

2018 年 12月 16日（日）14:00 ～ 15:30
ゲスト：Juan José Muñoz （バレンシア出身）
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 / 11月28日（水）より
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PALABRAS DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA

日スペイン外交関係樹立150周年を記念して、
スペイン大使からのメッセージ

Este año 2018 celebramos el 150 Aniversario del

今年2018年は日スペイン外交関係樹立150周年

そこで記 念 行 事の一 環として冊 子「 M i r a d a s

establecimiento de relaciones diplomáticas entre

にあたります。
これを機に、
スペイン大使館では広範

をご紹介した
desde Japón（日本からのまなざし）」

España y Japón. Con este motivo, la Embajada está
desarrollando un amplio programa de actividades
culturales e institucionales, con un total de 44
eventos programados en 14 ciudades de Japón.
En todo momento tenemos presente la importancia
de la dimensión humana de esta relación: los más
de 3.000 españoles residentes en Japón realizan

な文化プログラムを実施しており、
日本の14都市に

いと思います。
この冊子には、
日本に住む25人のスペ

おいて合計44の記念行事が開催されます。

イン人が自らについて各々、一人称で語った話が収

いかなる時でも、両国の関係における人道的側面

録されています。

の重要性を心に留めておくべきでしょう。
日本で暮ら

友である日本人に、スペインの最高のイメージを

す3000人以上の在日スペイン人は、両国の関係が

伝えようと日々献身、努力する、
そんなすべてのスペイ
1

円滑に発展していくための基本的な貢献を成してい

ン人にとって、
この冊子がひとつの記念品となること

るのです。

を願っています。
ゴンザロ・デ・ベニート 駐日スペイン大使

una contribución fundamental a la buena marcha
de las relaciones entre los dos países.

スペイン大使館発行

MIRADAS DESDE JAPÓN

Por ello, hemos querido incluir entre los eventos

2

programados, la presentación de este libro
“Miradas desde Japón”, con una selección de
relatos contados en primera persona por sus
protagonistas, 25 ciudadanos españoles residentes
en este país.
Este libro quiere ser un homenaje a todos los
españoles que día a día, con su dedicación y su
esfuerzo, ofrecen la mejor imagen de España a
nuestros amigos japoneses.

WEBで読む場合は
こちらから

Gonzalo de Benito
Embajador de España

スペイン大使宅で Miradas desde Japón のためのストーリーを語った在日スペイン人たち（中央列、左から5
人目がスペイン大使）
。
『acueducto』発行人のアレハンドロ・コントレラスも招かれ、彼のストーリーも本冊子に
掲載されている
（右から5人目）

京都スペイン料理

確かな技術と音楽する心を育てる

吉川二郎ギター教室

京都市左京区北白川久保田町
52番地 AMUZA26 1F

初心者歓迎！

TEL 075-72-3440

コンサートフラメンコギター
クラシックギター & ギタルパ

京都 ティオペペ カサ エスパーニャ

Kioto Tio Pepe Casa España

花屋敷教室（宝塚市）
東京教室（月１回）
静岡教室（月１回）
ギター・ギタルパサークル富士（富士市）

スペイン各地方のビール・
ワインを取り扱っております

お問合せ・入会のお申込みは

TEL&FAX.072-793-8684
京都市左京区北白川久保田町
52番地 AMUZA26 101

詳しくはホームページで

吉川二郎

スペイ

検索

TEL 090-1912-1263

ン 語の本＆雑貨

オンラインショップ アデランテ

ADELANTE

www.adelanteshop.jp

スペイン情報誌

11月1日～12月31日
オンラインショップでセール開催！

30％OFFクーポン
プレゼント！

学習テキスト、文法問題集、
レベル別副読本、DELE試験対策本、絵本など各種取り扱っています。

acueducto

定期配送のご案内

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

（1年間：4号分）

1～7冊 ￥1,600
8～14冊 ￥3,200

※冊子のお届けは申込書提出・
ご入金後となります。

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

acueducto.jp
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『acueducto』
を制作しているのは、
有限会社 ADELANTE。
その一部のメンバーたちの日常をお伝えします♪

Alex Colominas

Kaname Ikemoto
8月、
「ドゥルセ・ミーナ」の藤本さんと大阪オフィ
スで約6年ぶりに再会！ とっても楽しいひと
ときでした。そして、季節はすっかり秋。私の大
好きなロスコンの季節ももうすぐ。藤本さんの
おかげで、毎年クリスマスには伝統的なスペイ

大阪の阪急うめだ本店で9月に開催されてい
た、
ラテンバザール2018に行ってきました！ ス
ペインと中南米のそれぞれの郷土料理を堪能
できましたよ〜。特にスペインの名物patatas
bravasがとても美味しかったです。¡Muy ricas!

ン菓子と共にお祝いしています♪ ¡Muchas
gracias!

Marta Soler

Alejandro Contreras
長年、
日本で暮らしていますが母国スペインで

この馬はSabbaという名前で、純血のアラブ種

もっとも恋しいのは生ハムです。スペインに帰る

のメスです。小さい時から彼女と一緒に育ちまし

ときはいつも生ハムをたくさん食べます！ ¡Viva

た。4歳の時から私は乗馬を始め、障害物の飛

el jamón!

でもスペインで過ごしていると、

今度はだんだんと日本食が恋しくなってきます
……。

び越えや、volteo
（さまざまなポーズを取る馬上
アクロバット）
などを覚えました。日本に来てから
はSabbaが恋しくて仕方ありません。
また馬術が
したいなあ！

Mayu Tsuji

Maho Takemura
私が初めてスペインに留学したのは1996年。

シルク・
ドゥ・ソレイユのキュリオス大阪公演を見

ちょうどロス・デル・リオの「マカレナ」
が流行った

に行ってきました〜♪2011年は留学中にアレ

年でした。覚えやすい振り付けが日本にまで到

グリアをスペインで鑑賞！ 以来7年ぶりのシル

達したニュースは友人からの手紙で知りました。

ク・
ドゥ・ソレイユはドキドキ・ハラハラ、手に汗握

今は情報も手に入れやすくスペインがより身近

る楽しい時間でした〜(´▽ ` )

に感じられる時代になりました！ 皆さんもぜひ
実際にスペインへ行ってくださいね！

Elena Martín

Mikel Berradre
アサリは僕の大好物。スペイン風アサリご飯も

日本のアニメはスペインでも大人気で、若い人

大好きです。実はこれ、数少ないバスクの伝統

たちは小さい頃から親しんでいます。アニメから

的な米料理。作るのも簡単。材料は新鮮なアサ

日本を知って、
日本に行きたいスペイン人も多

リ、少量の玉ねぎ、
ニンニク、
魚のブイヨン、
米、

いんですよ。私は特にデジモンとクレヨンしん

白ワインを少し。よく冷えたチャコリとの相性も

ちゃんが大好きです。写真は梅田でゲットしたデ

抜群です。
この写真は、
ADELANTEの料理教

ジモンキャラ♡

室で作ったもの。11月もやるので参加してね！

Jesús Ángel Martín
僕の故郷はアビラ県のPiedrahítaです。夏の
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Nagisa Miyata
今年は関西で故・堀越千秋の展覧会に行く機

終わりには他のスペイン各地の町や村と同様、

会が2回もありました！ 7月は大阪の「ドン・キ

巨人と大頭の張り子が現れるお祭りがありま

ホーテ・デ・千秋」原画展、9月は京都の版画遺

す。巨人たちは木管楽器と小太鼓のリズムに合

作展へ。前者はスペイン、後者は和！ で趣が

わせて踊ります。大頭たちは、
町ゆく人たち、
特に

まったく異なっていて、画家の多彩な才能を感

子どもたちの後を追いかけてきます。小さい頃は

じることができました。
ギャラリーの方たちから貴

怖かったですが、
今はすごく好きなお祭りです。

重なお話も聞いて、楽しめました！

最高のスペイン留学がかなう場所
格率
DELE合
上
90%以

バレンシア

が
スタッフ
日本人
サポート
現地で

およそ80万人が住む国際色豊かな都市
旧市街カルメン地区の中心地
11世紀のイスラム時代の遺跡の残る歴史的な校舎をリニューアル
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
教師は大学卒のネイティブスピーカー
74カ国からの学生たち
様々なニーズに合わせたスペイン語コース

新！
ロゴ一
2の
2200m
へ移転
新校舎

C/ Caballeros, 36
46001 Valencia, Spain
+34 96 353 04 04
sayaka@ihvalencia.com (日本語でお問い合わせ可)
www.espanole.es/jp (日本語サイト)
www.ihvalencia.com

レベル別
少人数クラス

講師は
ネイティブ

「私のスペ
イン
語、
通じ
た♪」
を実感

月謝払い

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
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
資料請求／お問い合わせ

www.spainryugaku.jp
info@spainryugaku.jp

5都市にご相談窓口

スペイン語圏
留学専門

代行手数料
0円

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。

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

