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友だちもできて楽しい

グループレッスン
1 回（50 分）、各クラス2～6名
レ ベ ル ：入門～上級
レッスン回数：月4～5回
曜日・時間帯：固定 / 週1回

受講料：15,000円 月4回の場合

自分のペースで効率よく学ぶ

プライベートレッスン
1回（50分）～受講可
目的やペースに合わせた
自由なカリキュラム
曜日・時間帯：自由（事前予約制）

受講料：6,950円〜

世界のスペイン語
人口は5億人以上！

ADELANTEは
スペイン語の専門校！

ネイティブ講師は
プロフェッショナル！

スペイン語は、スペインはもちろん
のこと、ラテンアメリカ諸国を中心
に20ヶ国以上の公用語。国際連合
の公用語の1つでもあり、国際政治
の場でも重要な言語です。

初心者の方でも楽しく安心して学
べるアットホームな雰囲気の教室。

「プチ留学♪」気分で、スペインや
ラテンアメリカ各国の文化、社会、
生活の知識も深められます。

講師は全員ネイティブで、スペイン
語の指導歴も豊富。1人1人の学習
進度をチェックしながら、正しいス
ペイン語の知識が身につくように
指導します。

Vamos a estudiar español

随時実施してい
ますので、好きな
時間帯でご予約
ください。

お気軽にお問い合わせください。

無料：15分
有料：50分

体験レッスンで
教室の雰囲気を実感！

マンツーマンの
体験レッスン

今日から
スペイン語
始めよう！

社会人も シニアも 学生も

全くのゼロからのスタートだった私が、宿題に頭を
抱えながらも楽しく学び、教科書は4冊目になりま
した。これも好奇心や向上心をくすぐってくれるア
デランテのおかげ。熱心に教え、褒めてヤル気を
起こさせてくれる先生方、質問にも快く答えてくれ
るスタッフ、豊富な特別レッスンやイベント。特に
ワイン講座や料理教室などは、語学だけでなくス
ペインへの興味をかきたててくれました。何よりも
そこで知り合った方々と交流する喜びが得られた
のは大きな収穫です。　（プライベート / 女性）

声生 のんさ徒

※価格は税込です。
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スペイン語の本＆雑貨

1. お名前（ペンネーム） ※匿名希望の場合は、その旨を明記ください
2. お住まい　　3. ご連絡先　　4. メッセージ（写真入りのお便り・メールも大歓迎です）

宛先：有限会社 ADELANTE
〒530-0001　大阪市北区梅田 2-5-8 千代田ビル西別館 2F　info@acueducto.jp

・お寄せいただいたメッセージは、これからの誌面制作の参考にさせていただきます。また、acueducto
誌面や弊社ホームページ、宣伝物に掲載させていただく場合がありますので、掲載を希望されない場合は、

「非公開希望」と明記ください。なお掲載にあたっては、文章の一部削除・変更させていただく場合が
ありますのでご了承ください。
・いただいた個人情報は上記以外の目的では使用いたしません。
・お便り・メールへの個別のお返事は差し上げておりません。
・お送りいただきましたお便り・写真は返却いたしません。あらかじめご了承ください。

acueducto 編集部では、皆さまからのメール・お便り
を募集しています。スペイン情報誌 acueducto へのご
意見・ご感想のほか、スペインにまつわるエピソード
もお寄せください。

読者の声

表紙写真：バルが軒を連ねるフェルミン・カルベトン通り（サン・セバスティアン）

サン・パウ病院へと続くガウディ通り（バルセロナ）





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。

会話スペイン語で
ディベート
神戸校　12月7日（土）14:30～16:20 

［担当］アレハンドロ
［対象］B1以上
［料金］5,500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。

OSAKA

文法

文化

スペインの歴史と芸術
第5回　 アル・アンダルス 

11月30日（土）17:30～18:20
第6回　 サルバドール・ダリ 

1月18日（土）17:30～18:20

［担当］アレックス
［対象］A2以上
［料金］受講生 3,750円 
　　　一般 4,400円（各回）

スペインの歴史をスペイン
語で学びましょう。今回
はイスラム時代「アル・
アンダルス」と、前
回好評だったサル
バドール・ダリをリ
ピート開講します。

OSAKA

OSAKA

¡Vamos a estudiar!

KOBE

・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。文法文法強化週間

OSAKA
¡Vamos a saber!第2・第4 月曜日 20:30～21:20

（11月11日, 25日, 12月9日, 23日,
 1月13日, 27日）

［担当］複数の先生
［対象］A1～A2
［料金］ 受講生 3,750円 

一般 4,400円（各回）

スペイン語のニガテを克服！毎月2回の
クラスで、よくある文法間違いの発見や、
時制の使い分けなどを学びましょう。

・現在形の活用
・過去形の活用と用法
・未来形の活用と用法
・再帰動詞の用法
・gustar, doler, picarで作る構文 
・定冠詞と不定冠詞　など

¡Vamos a estudiar!

スペインの
クリスマス

待ちに待ったクリスマス♪
スペイン人はどんなスタ
イルでお祝いするので
しょうか？伝統行事や
食事、音楽を知って楽
しみましょう！

12月21日（土）17:30～18:20
［担当］アレックス
［対象］誰でも
［料金］3,750円

¡Vamos a repasar!

¡Vamos a hablar!

こちらもスペイン語がわからな

くても大丈夫です！一般のご

参加も大歓迎！！

ミケルの文法講座
【初級編】過去形の使い分け
第1回　11月21日（木）17:30～18:20
第2回　 11月28日（木）17:30～18:20

［対象］A2以上
【中級編】接続法の用法
第1回　12月5日（木）17:30～18:20
第2回　 12月12日（木）17:30～18:20

［対象］B1以上

［料金］受講生 3,750円 
一般 4,400円（各回）

それぞれ全2回でテーマ別
文法講座を開講。皆さん
が苦手とするテーマを、
文法指導経験豊富なミ

ケル先生と克服しま
しょう。

スペインで話されている他言語も受講可 
（プライベートレッスン / 1回6,950円）
バスク語（担当：ミケル）
カタルーニャ語（担当：アレックス）

文化

お申込
ADELANTE各校にて
参加費と合わせてお申込ください
時　　間
11時〜16時頃まで
場　　所
�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）
 大阪市城東区鴫野(しぎの)西2-1-21
アクセス
○JR京橋駅  南口から南へ約600m
締め切り
11月6日（水）（お申込後のキャンセルはできません）

参加費：5,500円
持ち物：エプロン、三角巾、ふきん

Gambas al ajillo Deluxe　DX 海老のにんにくオイル煮

Sorbete de limón al cava　スパークリングワインとレモンアイスのお口直しドリンク

Marmitako　マルミタコ（バスクのカツオと野菜の煮込み）

Tarta de queso al estilo de Mikel　ミケル流バスクチーズケーキ

MENÚ

ミケルの
スペイン料理会 11月10日（日）

2019年





〜仕事は人生の中心じゃない？現地生活を謳歌する日本人6人に聞いてみました〜

 en España
"Querer es poder" 

スペイン在住の日本人6人。

スペインで為せば成る！

　駐在、留学、自由業など、日本人が長期で
スペインに渡る背景はさまざま。全体を展望
すると在スペイン邦人数は年々増加してい
る*。特に30歳以下の人にとっては、2017年
4月からワーキングホリデー制度が始まった
ことで門が大きく開かれ、このビザで近いう
ちにスペインへ出発しようと考える人もいる
だろう。スペインは豊かな食文化、多様性や
包容力があり外国人に優しい国民性、多数
の歴史文化遺産など、日本社会では体感で
きない魅力がいっぱいだ。現地で発見した人・
物・事をいつか自分の仕事に繋げたい、さら
に突き詰めるなら、スペインを拠点にして仕
事がしたいと思う人も中にはいることだろう。

　では、向こうで実際に仕事を見つけて（作
って）活躍するようになるまでは、どんな道を
辿るのか。特に駐在ではなく個人での挑戦
を考えた時、さまざまな困難も待ち受けてい
る（ビザの問題、言語の壁、仕事に対する価
値観の違いなど）。失業率の高いスペインで
は、外国人（特に EU 圏外）労働者の雇用に
対して未だに風当たりが強いのも事実である。
容易な道とは言い難いが、叶えたい夢に具
体性・計画性がしっかりとあるならば、いい
意味で他人との壁がないスペインは、助けて
くれる人を見つけやすい国だと言える（もち
ろん、最低限のスペイン語の能力は必要に
なってくる）。

　今回取材に応じてくれた6人は、各分野で、
個人でスペインに挑戦した人たちだ。うち5
人は、バリバリとスペイン、時には日本で仕
事をこなしている。そして最後に掲載してい
る平岡さんは、まさに今、仕事を実現させる
ためにサン・セバスティアンで挑戦中だ。
　日本だとありがちな柵や人目を気にするこ
となく、実直に夢を叶えたい、自分の才能を
発揮したいと考えるなら、この特集を読んだ
後で、あなたもぜひスペインへの挑戦を考え
てみて欲しい。

*外務省が毎年実施している「海外在留邦人実態調査」によると、2018年10月時点の在スペイン邦人数は8,192人（永住者3,006人、長
期滞在者5,186人）で、5年前の2013年10月（7,547人）から比べると8.5%増加している。中でも長期滞在者は7.4%増加。

6Japoneses

7acueducto.jp



スペインへ行くことになった
きっかけはなんですか？

大学受験の指定校推薦枠にイスパニア語
（スペイン語）学科があり「イスパニア」とい

う響きに惹かれ、京都外国語大学に入学。こ
こから、スペイン語に打ち込む人生がスター
トしました。大学時代には交換留学で1年間
バルセロナ自治大学へ。現地の生活スタイル
や娯楽と出会いながら、非常にのびのびとし
た留学生活を送ることができ、卒業後、もう
一度同じ大学へ2年間留学。1年目はスペイ
ン語のさらなるブラッシュアップが目的で、2
年目からは哲文の授業の聴講もスタートしま
した。スペイン語は、勉強していて楽しい言葉。
動詞の活用も勢いで覚えることができて、と
ても自分に合っている言語という点が大きか
ったですね。

仕事をどのように
実現させましたか？

学生時代にバルセロナ留学していた時に、
人づての紹介で漫画の翻訳や、声優の演技
指導などのアルバイトを始めました。当時か
らバルセロナは漫画文化が旺盛でした。漫
画はそれまで自分もよく読んでいましたが、
作品によってはかなりおかしなセリフやダジ
ャレを際限なく訳さなくてはいけなかったの
で、今はちょっと苦手かも……。プロの通訳・
翻訳者として仕事をスタートしたのは2回目
の留学から帰国直後。通訳・翻訳会社に登録
して仕事を受注し、それからしばらくしてメキ
シコに2年半滞在して通訳・翻訳をしました。
帰国後は日本で6年ほど、製造業、官公庁や
刑務所などの公的機関、語学学校で企業向
けのスペイン語の講師、NHK 取材の通訳な
ど……多岐にわたる業界で通訳・翻訳業務
をこなしました。後にフリーランスも始め、さ
らにさまざまな業界に関わるように。2012年
に渡西し、6ヶ月ほどマドリードで暮らした後、
夫の仕事の都合でスイスのチューリッヒに2
年滞在。スイス時代もネットで仕事を受注し、
スペインにも出張していたので、とても忙し
い時期でした。2014年にマドリードに戻って
3年間暮らし、2017年にバルセロナに引っ越
しして現在に至ります。

仕事のお客さんは、どんな人たちですか？
スペイン人：1%　日本人：99%
男性：55% 女性：45%
主な年齢層：40～50代

バケーションはどうしていますか？

フリーランスなので1日完全に休みという
日はありません。夏に帰国した時もがっつり
仕事し、7月は日本で大量の翻訳仕事をして
います。スペインで家族旅行に出かけている
時も、その合間に仕事のやり取りをしている
ので、旅行中は仕事と旅行の両方しなけれ
ばいけないのでかなり忙しいです。

スペイン暮らしを振り返って、
性格や考え方に変化はありますか？

大きな影響があったと思います。スペイン
に住んでいると、明るい人たちと楽しく交流
できるだけではなく、時には拒絶や怒りの感
情を示さなくてはいけないことがあります。
日本のように沈黙が尊重される国ではなく黙
っていると自分の意見がないとみなされるの
で、日本しか知らない頃の自分からすると随
分とはっきりとした強い性格になったと思い
ます。その一方で信頼できる人、家族や友人
に対してはこれまで以上に優しく、大事にで
きるようになったと思います。

CASO

Traductora e intérprete
BARCELONA

Minako

通訳・翻訳者／バルセロナ在住

ぶれずにスペイン語一本でやってきたが、
仕事は多く常に忙しい毎日。
そういう運命なのかな、と思っている。

スペインで幸せな瞬間

仕事でより多くの活躍のチャンスがあること。特にこの仕事をしていると、普段は関われない人との出会いや、入れない場所に行くこ
ともあるので視野が広がります。そして他人を咎める目が少ないです。日本だと、他人の常識の範囲から外れる行為は影で非難され
ることがありますが、スペインは、自分が自由に生きたいから他人の自由も束縛しない、という考え方が主流で、自己責任で自由に
活動できます。

Minakoさんが学生時代によく読んでいた
スペイン語の哲学、文学作品。

バルセロナ北部の海岸コスタ・ブラバは、お気に入りの場所。
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スペインへ行くことになった
きっかけはなんですか？

高校時代のアメリカ留学で中南米の人た
ちと交流したのが、スペイン語に興味を持っ
たきっかけ。短大時代の1997年に、スペイン
語を学ぶために1年ほどスペイン留学しました。
マドリード3ヶ月、マラガ1ヶ月、バルセロナ4
ヶ月など各地で暮らして、この国の食文化を
発見しました。現地料理は日本で知られてい
るスペイン料理とかなり味が異なっていたの
でとても驚きました。帰国して短大卒業後は
7年間メーカー職についていましたが、食の
分野に転職したいと思い野菜ソムリエ協会に
勤めた後、スペイン料理に特化して学ぶため
2007年に30歳で再びスペインに渡りました。

バケーションはどうしていますか？

スペインの一般的なバケーションや休日に
合わせて、家族で旅行します。私にとって旅
行はその土地ごとの食文化を知れる非常に
いい機会。車で2時間行くだけでも、食文化
はガラリと変わります。

スペイン暮らしを振り返って、
性格や考え方に変化はありますか？

今、私はいろいろな仕事を兼業しています。
マドリード在住日本人向けに各種現地での
生活を豊かにするイベントの開催、旅・グルメ
雑誌やガイドブック向けの記事執筆など……
昔、スペインで仕事を探して苦労した時代が
あったので、基本的に忙しくてもNO は言わ
ないようにしています。料理留学していた頃、
スペイン各地の食材について、インターネッ
トにも十分な情報がなく自力で探す必要が
あり、その過程で現地で話し合える在スペイ
ン日本人と出会えたらいいな、今の自分みた
いな（スペインに来た日本人を助ける）人が
いればいいなと思いました。だから今は、新
たにマドリードにやって来た人に積極的に必
要な情報を与えて、その先はその人自身でス
ペイン生活を楽しんでもらえたらいい、と思
ってサポートしています。

仕事をどのように
実現させましたか？

その頃はスペインのワーキングホリデービザ
がまだなかったので、まずドイツのワーホリビザ
を取って、ドイツの食文化も同時に学びながら
スペインに滞在しました。マドリード、サン・セバス
ティアン、バルセロナでスペイン料理を学び、ス
ペイン人の夫とは、この頃に出会いました。ワー
ホリ終了後はビザの関係で一旦帰国し、日本で
4ヶ月派遣で働き、2008年春に学生ビザでスペ
インへ再入国。学生ビザはその後も1・2回更新
しましたが2009年に結婚したので婚姻ビザに切
り替えました。実は再入国してすぐ、まずは一般
企業に働いて基盤を作ろうと思い履歴書を送り
続けて約半年間の就職活動をしたのですが、結
局、就労ビザがないと相手にしてもらえないこと
がわかり、心身ともに疲れ、それなら自分のやり
たい仕事を始めようと思い、2009年4月にスペ
イン人向けの和食教室を開校しました。その後、
日本人向けのスペイン料理教室を主宰しながら、
調理学校プロフェッショナルコースを修了しました。

仕事のお客さんは、どんな人たちですか？
スペイン人：10%　日本人：85%　その他：5%
男性：40% 女性：60%
主な年齢層：30～40代

開校当初は、スペイン人向けにお寿司を
含めた一般的な和食レシピを用意しました。
スペインもちょうど2009年頃から和食ブーム
があって、当初から熱心に通ってくれる人も
いました。現在は、比率8：2くらいで、日本人
にはスペイン料理を、スペイン人には和食を
教えています。日本人の生徒さんは9割5分
が女性で、さまざまな理由でスペインに長期
滞在で暮らしている人。スペイン人は男女比
は半々で、クリスマスシーズンに仲間と作り
たいなど、イベントに応じて学びに来ます。リ
ピーターもいて、中には魚を捌きたい、とい
うスペイン人もいるので、そういう場合はよ
り詳しい日本人シェフに依頼して捌き方講座
を開いたこともあります。現在、自分自身で
もスペイン料理をさらに学ぶため、スペイン
人の一般家庭にお邪魔して勉強中。同じ料
理でも家庭ごとにかなり味が異なるので面
白いですよ。

CASO

Profesora de cocina
MADRID

Miyuki Miura

料理研究家／マドリード在住

スペイン人は堅苦しくないけれど、
特にマドリードの住民は強くそう感じる。
この街は日本人を含めてオープンな人が多い。

スペインで幸せな瞬間

日本に比べるとスペインは、マドリードやバルセロナなどの都会
でもゆっくりと時間が流れているように感じます。日曜日に子供
とのんびりと公園を散歩したり、街路樹を丁寧に手入れしたり
……誰かが道で転んでもワッと周りの人たちが駆け寄って助け
ているのを見ると、仕事や約束事があっても目の前の人を助ける、
そういう時間の使い方が許される国なんだな、と感じました。

三浦さんの日
本人向けスペ
イン料理教室
では、本場の味
を教えている。

三浦深雪
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中井さんのクリニック内の個室は、
和風テイストの温かなインテリア。

中井経賀

バケーションはどうしていますか？

昔は夏に1ヶ月間休んでいましたが、最近
はあえて2週間に短縮（1ヶ月も休むと仕事の
やり方を忘れてしまいます！）。スペイン人は1
ヶ月まるまる休む人も多いですが、皆バケー
ション明けは仕事のペースをすっかり忘れて
いて、9月ボケがひどい。スペイン人の仕事の
生産性が元に戻るのは10月くらいからでは？　
ただ、中には「バケーション中にしっかり休む
からこそ、自由な発想、クリエイティビティが
出てきて、休み明けの大きなビジネスチャン
スになる」という意見もあります。休みをたっ
ぷり取る国だからこその仕事への考え方で、
面白いですよね。

スペインへ行くことになった
きっかけはなんですか？

もともと私はプロサッカー選手になりたく
て、1998年に19歳でスペイン留学しました。
バルセロナ現地の語学学校や大学でスペイ
ン語とサッカーを学びながら、いろいろなチ
ームのテストも受けてみましたが結果は及ば
ず、2年後に帰国。けれどもこの時スペインの
ライフスタイルが気に入り、今度はプロの選
手を支える裏方になって戻ろうと考えました。
留学前には早稲田大学でスポーツ医学を専
攻していたのですが、帰国後に復学してから
手の技術で病気を治す指圧や整体と出会い、
大学卒業後、整体師の経験を積んでから26
歳で再びスペインに来ました。

スペイン暮らしを振り返って、
性格や考え方に変化はありますか？

仕事ありきの人生ではなく、人生を楽しむた
めの仕事に変わりました。ここではやりたいこ
とを選択して自己実現している人が多いので
す。たとえば道端で自由に芸術活動をしてい
る人たちに対して、皆が寛容。そんなことをし
たって稼げないのに……と批判的な目で見る
のではなく、それぞれが選んだ進路を尊重する。
だからこそ、この国ではレベルの高いサッカー
選手や芸術家が育つのではないでしょうか。

仕事をどのように
実現させましたか？

マドリードとバルセロナに全部で2週間滞
在し、就職活動を始めました。現在のような
Google 検索もない時代。イエローページの

「Fisio（物理療法）」や「Spa（メディカルスパ）」
という単語を追いながら、市内の整体院を調
べて、地図を片手に足を運びながらの地道な
職探しでした。とにかく、根性ですよ。訪問先
では履歴書と、少しでも自分を印象付けよう
と、折り鶴を置いて帰りました。おおよそ30
件くらい回った頃、とうとう雇用してくれる整
体院が見つかり、スペインに来てから1年後
に就労ビザが下りました。そこでしばらく働
いてから自営業ビザに切り替えて、28歳でマ
ドリードに自分のクリニックを開業。けれど
も日本に溢れている整体院やマッサージ店は、
スペインではその存在はほとんど知られてお
らず、治療マッサージの概念を知らない人が
大半です。だから患者さんにその概念を教育
するのには苦労します。そこで少しでも治療
をイメージしやすいように、仕事中は白衣を
着るようになりました。

仕事のお客さんは、どんな人たちですか？
スペイン人：98%　日本人：1% その他：1%
男性：45% 女性：55%
主な年齢層：40～60代

初 めて来 院するお客さんのほとんどは
「Yoshi のクリニックに来たら治る、よくなる

と言われた」という、人からの紹介で訪れま
す。彼らはどんな名前のマッサージ技術でサ
ービスを提供しているか深くは理解していな
いにも関わらず、友人や親戚が言ったことだ
けで来院するのは、凄い口コミの力だなと感
じました。またある日、日本車を所有してい
る患者さんが「日本の車は壊れないし安全だ
しとても信頼している。だから、君のことは
わからないけれど、きっと日本人の物はいい
から信頼するよ！」と言ってくれ、それをきっか
けに、急に日本車を買える層からの評判がよ
くなったのを覚えています。つまり、私のよう
な来た当初は何も持っていなかった青年が、
今こうやって外国で生活できているのは、も
ちろん自分自身の技術もあるだろうけれど、
先人の日本人の努力のおかげ。日本人とい
うだけで、すでに信頼という下駄を履かせて
もらっているのです。だから私自身も、そのバ
トンをまた次の人に渡せるように努力しない
といけないと思っています。

CASO

Masajista
MADRID

Tsuneyoshi Nakai

整体師／マドリード在住

私自身も
「好きなことを好きな場所で」
という考えを持っているが、
スペインはそれが
実現できる国だと思う。

スペインで幸せな瞬間

生活全般。自分の選んだ道でスペインにやって来て、やりたくないことはしない選択をしてきた結果、気が付けば自分の好きなことし
て生きる楽しい人生になっていました。

中井さんから『acueducto』読者へ特別に
「自宅で簡単にできるペアマッサージ」の
動画（スペイン語解説付き）公開中！！
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スペインへ行くことになった
きっかけはなんですか？

私は幼少期にクラシックバレエ、大学卒業
後に中国武術を習い、1990年頃の20代後半
にフラメンコを始めました。本場でフラメンコ
修行をしたいと思ったのでガイドブックの留
学情報も参考にして学生ビザを取り、1999年
11月にアンダルシアの州都セビーリャへ行き
ました。まずは1年間と考えていましたが、以
降、現地に滞在して今年で20年目になります。

バケーションはどうしていますか？

個人として仕事をしているので、特に休暇期
間はありません。不定期に1ヶ月ほど帰国して
家族に会いに行き、日本でも仕事（バイレのパ
フォーマンス、ワークショップ、クルシージョ、指圧、
日本語オンラインクラスなど）を続けています。

スペイン暮らしを振り返って、
性格や考え方に変化はありますか？

性格は多少は変わってきているでしょうね。
日本流の気遣いから外れてきたというか、気
になったことや疑問点はすぐに口にするよう
になりました。日本人が気を遣って「そんなこ
とできない」とやる前から諦めてしまう時、「ど
うして？」「遠慮せずに聞いたらいいのに」と
突っ込んで、スペイン人の理屈で言ってしまう
ことがあります。他地方からセビーリャに移
り住んだスペイン人も言うことですが、セビ
ーリャ人は「アビエルタに見えるけれどセラ
ーダ」。内輪のサイクルからなかなか出てき
ませんし、有名な Feria de Abril（春祭り）も
セビーリャ人のための社交場です。他人の中
まで入ってこないので、いい意味で放ってお
いてもらえますが、逆に干渉して欲しかった
ら自分からグイグイいかないとだめなんです。

CASO

Bailaora de flamenco
SEVILLA

Riko Katsube

フラメンコダンサー／セビーリャ在住

仕事をどのように
実現させましたか？

私の場合、フラメンコ生活を続けるために
新たな仕事を探しました。まずはあん摩マッ
サージをやってみたもののすぐに勉強の必
要性を感じ、セビーリャの指圧専門学校に入
学。スペイン語の不自由はあったものの、ク
ラスメートの助けと自身の努力で無事に修了。
2004年から指圧マッサージ師の仕事をスタ
ート。また、かつて日本で日本語教師を7～8
年間勤めていたので、その経験を生かして現
在も日本語を教えています。現地学校の集
中講座を担当することもあれば、オンライン
レッスンで教えることもあります。フラメンコ
ダンサー、指圧マッサージ師、日本語教師の3
本柱で生活し、それぞれの仕事量のバランス
は月によって大きく変わります。たとえば、夏
は指圧のお客さんが減るのを見越して他の2
つの予定を多めに入れています。パズルを入
れ替えるようにして、3つの仕事をうまく成立
させています。

仕事のお客さんは、どんな人たちですか？
スペイン人：75%　日本人：20%　その他：5%
男性：25% 女性：75%
主な年齢層：50代

フラメンコを観に来てくれる人は、日本ほ
どの義理立てがありません。行くよ、行くよと
口約束しても気が乗らない、体調が悪い、飲
みに行く、などの理由で来ないことも当たり
前。逆に来ない予定だったのに来ることも
あります。彼らは刹那的な判断を大事にし、
何をするのが今の自分にとって最良かを考
えています。指圧マッサージの集客は、信用

（confianza）が要。だからこそ、まずは人と
なりを知ってもらう必要がありました。始め
た頃は予約をドタキャンされたり、前日にリ
マインドの連絡を入れないと思い出してくれ
なかったり、といったことが多かったのですが、
何年か続けているうちにお客さんとの間に信
頼関係ができて、向こうから予約を忘れない
ようになりました。

地元のバル、ライブハウスでの小規模なフラメンコショーは、
事前に宣伝はするが基本的に前売券は販売しない。
前売券を買わない（＝先の予定の約束をしない）のは

セビーリャでは珍しくない。

スペインで幸せな瞬間

¡No pasa nada!（気にするな）の精神に助けられます。自分で
は深刻だと思っている問題でも、それを言われると楽天的に
なり、ホッとします。他には、日が長くて朝晩涼しいセビーリャ
の風土は気に入っています。仕事の後に赤ワインを美味しい
なあ、と思って飲む瞬間も好き。

2017年、トリノの
レジオ小劇場で開
催されたフラメン
コ国際コンクール

「Flamenco Puro」
部門別の決勝の舞
台にて。

勝部理子

勝部さんのフラメンコ活動は、地元の新聞『Diario de 
Sevilla』（2018年7月5日付）にも紹介された。
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スペインへ行くことになった
きっかけはなんですか？

大学生時代にはプロサッカー選手を目指
していましたが、それがダメで「クラブを持ち
たい」と思ったのが出発点。当時は日本国内
で作ろうと思い、その資金を貯めるため大学
院を卒業後 IT 会社で4年半勤務しました。仕
事の傍らで情報収集のためにいろいろな指
導者や関係者に会いに行き、その過程でスペ
イン在住の方々との出会いが多くあったこと
から、スペイン行きを決意。2011年10月、28
歳の時に学生ビザで入国、地中海の街バレン
シアを生活の拠点に決めました。

バケーションはどうしていますか？

スペインの休暇のたびに日本に帰国して仕
事をし、スペインに戻ったらリーグ戦がまた始
まる……という日々なので、まとまった休み
はほとんど取っていません。ただ、自分の自
由に時間が使えますし、拠点にしているバレ
ンシアは大きな公園やおしゃれな場所も多く
子育てもしやすい環境なので、楽しいことは
日常的に経験できていると思います。

スペイン暮らしを振り返って、
性格や考え方に変化はありますか？

日本にいた時は競争していた記憶がありま
す。何かに迫られているような圧力を感じて
いましたが、スペインに来てそれはなくなりま
した。いろんな人種の方がいるので、僕らは
僕ら、彼らは彼らでいいんだ、あるいはできな
いことはできないから、次に行こう、と思える
だけでかなり気は楽になりました。

仕事をどのように
実現させましたか？

まずは、バレンシアに着いて3日目から地
元クラブでアシスタントコーチとして活動を
始めました。その1年後に指導者学校に入学
して2年間通い、サッカー指導者ライセンスII
まで取得しました。この間も所属クラブでの
試合観戦やアシスタントコーチとしての経験
を積みながら勉強させていただき、実際に自
分が初めて第一監督としてチームを任され
たのはスペインに来て3年目で、契約先はバ
レンシアの街クラブのジュニアチーム。以来、
2019年現在まで３つのクラブを渡り歩き、コ
ーチを続けています。

学生ビザから個人事業主ビザに切り替え
る時は、その変換の情報がなく非常に苦労し
ました。失業率の高いスペインでは外国人が
就労ビザを取ろうとすると「雇用を奪う」と思
われがちで、たとえばスペイン人の雇用を確
保した上で申請しないと通りにくいなどの暗
黙の条件があり、これらの書類の準備、切替
の条件を揃えるために弁護士を頼らざるを
得ませんでした。1年かけて個人事業主ビザ
を取得して現地で出会ったスペイン人のビジ
ネスパートナーとバレンシアで起業し、現在
まで二人三脚で仕事を続けています。

仕事のお客さんは、どんな人たちですか？
スペイン人：50%　日本人：50%
男性：50% 女性：50%
主な年齢層：20～50代

バレンシアのジュニアチームのコーチのほ
か、貿易、留学・遠征コーディネーター、日本ク
ラブのアドバイザーも兼業しています。毎年夏
や年末年始は日本に帰国して、高校生へのサ
ッカー指導や全国大会まで出場したらそのチ
ームの監督、指導者向け講習会、さらに現在
はバレンシアのレバンテUDとも契約している
のでそのプロモーション活動も行なっています。
サッカー指導については、スペインの子供たち
と日本の子供たちを教える時、接し方は大きく
異なります。スペインでは、私がスペイン語で
説明したことに対してさらに質問を重ねてくる
ので、どんどん喋らなければいけない。くだら
ないことでもグイグイきます。距離感がとても
近く、彼らとの関係は一緒に物を作っていくひ
とつの家族のようなもの。私自身も指導中に、
家族なんだから、何かあったらお互いにすぐに
助け合おう、気を使おう、という言い方をよくし
ます。日本の子供たちは教えられ慣れている
ので、学びに対して受け身の態度。だから別
の意味で、私が喋り続けなければいけません。
彼らとの関係は「指導者と生徒」という立場で
はっきり線引きされているように感じます。

CASO

Entrenador de fútbol
VALENCIA

Tsuyoshi Osaki

サッカーコーチ／バレンシア在住

サッカー指導者の99%はスペイン人。
だから、私のようなアジア人指導者は
かなり目立っていると思う。

スペインで幸せな瞬間

家族との時間を十分に取れるところ。ここは子供と高齢者をとて
も優遇してくれる国です。電車内でタトゥーのたくさん入ったお兄
さんがおじいちゃんに席を譲るのが日常風景。外国人の子供に
対しても優しいです。見ず知らずの他人でも、赤ちゃんを見かけ
たら話しかけてくれたりあやしてくれたりします。いい意味で他
人との垣根がなく、街や地域全体で子育てをしていると感じます。

尾崎剛士

レバンテUD
クリニック大
阪での指導の
様子。

スペイン・バレンシアにて自チーム（トレン
テCFのU-19）の指導をしている尾崎さん。

スペインサッカーカンファレンスin横浜での講演の様子。
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スペインへ行くことになった
きっかけはなんですか？

初スペインは、2002年のガウディ・イヤー
でバルセロナに2～3週間滞在した時。当時
26歳、貧乏旅行で食事はパンとサラミばかり
で、まだスペインのご飯の本当の美味しさを
知りませんでした。この時は、地中海の空の
青さと太陽の高さがとても印象に残っていま
した。その後、スペインとはしばらく縁がなか
ったのですが、ある日、徳島の阿波踊りイベ
ントで、ちょうど日本を一周中のケルト人と知
り合い、彼にエル・カミーノを歩くことを強く
勧められ、さらに、たまたま好きな映画監督
が撮ったカミーノの映画『星の旅人たち』が
公開され……いろいろな偶然が重なり、これ
はぜひ歩かなければ、という想いに駆られて
40歳になる年にカミーノを歩きました。

巡礼者として旅していると、現地の人たち
はとても優しくしてくれて、そこでスペインに
また新しい印象を抱きました。ログローニョ
で初めてピンチョスに出会い、とても小さな
この食べ物へかけられた情熱にものすごい
感動を覚えました。その後も、いろいろな土
地の料理を食べましたが、巡礼中にバスク料
理の評判を聞いてぜひと思い、巡礼後にサン・
セバスティアンを訪れて毎日食べ歩き＆食い
倒れ。この街は、綺麗な海もあり、山もあり、
非常に暮らしやすくてすっかり気に入ってしま
いました。その後、移住を決めるまでサン・セ
バスティアンを数回再訪し、やはり住むなら
ここがいいな、と判断して長期滞在へ。そこ
そこ発展している観光地なのでここなら仕事
もあると思いました。2019年秋現在は、ちょ
うど長期滞在を始めて1年ほど経ったところ
です。

本業として実現させようと
しているものはなんですか？

2018年1月に移住者歓迎国のオランダに
いて、最初はこの国に住んでスペインで働く
という方法も検討していました。けれども、
冬のオランダは人柄も気候も冷たくご飯もそ
んなに美味しくないという印象で……同じ月
にたまたまサン・セバスティアンのシドレリア
に行ったら、そこのご飯は非常に美味しい、
雰囲気もまた楽しい、体験型アトラクション
みたいなところも面白い、隣の人が普通に話
しかけてくれる、オランダとは180度違うと感
じました。

シードルはアルコール度数も低いし、その
リンゴの甘みと酸味の効いた味自体も好き

になりました。さらに今は日本で法律が変わ
ってアルコールが製造しやすくなり、クラフト
ビールもヒットしていますよね。日本にりんご
農園はたくさんあるから、シードル製造のポ
テンシャルも高いはずなので、サン・セバステ
ィアンで修行をして、日本に普及させるシド
レリアコンサルタントを目指しています。まだ
同じものを目指している人がいないので、こ
の分野のパイオニアになれたらいいなと思い
ます。そこで現在、修行のため雇用してくれ
るシドレリアを探して就職活動中です。何件
か問い合わせていたら、スーパーでも目にす
る老舗シドレリアが興味を持ってくれました。
もし雇用が決まって就労ビザが下りたら、こ
こでこれからも長く生活して、シドレリアの知
識やノウハウを身につけていきたいと思います。

どんな仕事を
しようと思いますか？

サン・セバスティアンでどんなニーズがある
か考え、いろいろなバルやレストランを食べ
歩いているうち、日本の包丁を使っているお
店が結構あることに気付きました。ただ彼ら
は正しい扱い方を知らないので包丁の刃が
ボロボロになっていました。それを見て、日
本人の私がここで切れ味の悪くなった包丁を
生き返らせたいと思い、研ぎ師になろうと考え、
研ぎ方を習いました。でも本当は研ぎ師にな
るよりも、包丁を彼らに販売したい。私の好
きな言葉で「金鉱でスコップを売れ」というも
のがあります。つまり、これだけ食文化の発
展している場所だから、調理道具を売る商売
がいいんじゃないか、と思っています。将来
的には、本業で目指しているものと別に、包
丁ビジネスにも力を入れたいと思っています。

シードルを日本に普及させたい。
食文化の発達しているスペインで
調理道具を売ることも考えている。

たとえば、日本の包丁。

CASO

Sidrero
SAN SEBASTIÁN 

Masanori Hiraoka

シドレリアコンサルタントを目指して就職活動中／サン・セバスティアン在住

スペインで幸せな瞬間

バル文化を楽しめること。ニューヨークやパリなどの他国の都会
なら、それなりにお金を払えば美味しいものが食べられます。そ
れに比べるとスペインは、気軽に安く、とても美味しい料理を食
べることができるという点で異なります。サン・セバスティアンの
街が安全で日が長いということもあり、老若男女問わず住民が
バルで楽しんでいて、夜遅くまで子供たちだけでサッカーを見に
来ていたり、おばあちゃんたちだけで出歩いてバルに来ていたり、
そんな自由で温かい文化にも魅了されました。

平岡正徳

Día de San Sebastián（1月20日）にとあるソシエダで撮影。

平岡さんが通う現地のシドレリアの内部。レストラン
が併設されていて、シードルと地元の料理をたっぷり
堪能できる。
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お気に入りの場所

カタルーニャのコスタ・ブラバ地方：フランス国境近くの海岸地。
アテンドでお客さんをここに連れて行くこともあります。
バルセロナ旧市街：バルセロナ自体、開放感があって独特の
オーラがあります。旧市街の雰囲気や新市街の街並みも好き。
ここは地中海の開かれた文化とカタルーニャの中世的、閉ざ
された内陸の文化が共存していて、とても面白い街です。

スペイン語の学習歴

［日本］
京都外国語大学スペイン語学科

［スペイン］
バルセロナ自治大学
大学受験時代からすでにスペイン語の勉強の仕方を自分で
確立していました。留学の派遣試験を受ける時は、オーディ
オルームで毎日スペイン国営放送 Telediario のリスニング、
ウィスパリングを続けました。資格は、スペインに行くまでに
西検3級を取って、大学卒業後にすぐスペイン語検定2級（2003
年）を取り、2回目の留学から帰国してから1～2年後にDELE 
C2を取得しました。スペインでは『El Mundo』などのスペイ
ン語の新聞全面に毎日目を通しました。単語帳を作るという
より、とにかくインプットの量をこなしていき、何度も出てくる
単語や表現を覚えるようにしていました。現在、辞書は学生
時代から持っている和西辞書やRAE を使っています。

スペイン語習得のブレイクスルー

大学生の頃から今まで何度もブレイクスルーしたと感じた瞬
間はあったと思います。ただ語学は生き物で、日々努力しな
いと忘れるので、ブレイクスルーしたと思っても、またレベル
が落ちたり上がったりの繰り返しです。

スペイン人の横顔

──スペイン人も非を認めたら謝る──
「スペイン人は謝らない」と思い込んでいる人がいたら、それ

は違います。仕事のできる人、賢い人ほど自分の悪い点を理
解してしっかり謝ります。逆に「日本人は謝りすぎ」という話
は周りで聞いたことがないので、そう思うのは日本人の自虐
かもしれません。

仕事スタイル、ココが違う！

日本人は仕事上で持続的な質の向上を目指しますが、スペ
インでは、人によると思いますが、その場で仕事が終わったら
それで完結して、その後の売上アップや質の向上を考えない
ことが多いです。先輩・後輩など日本のような上下関係はなく、
仕事仲間なら友達口調で接し、フラットな関係を築くことがで
きます。

お気に入りの場所

バルセロナ：サッカー観戦や家族旅行で訪れます。マドリード
やバルセロナでは、世界最高級のサッカー選手たちの生試合
が観れます！
サン・セバスティアン：豊かな食文化や気候が快適。
メノルカ島：2019年夏に初めて家族旅行で訪れました。海が
綺麗で天候もよく、手つかずの自然が残されている美しい島。

スペイン語の学習歴

［日本］
早稲田大学の第2外国語クラス

［スペイン］
バルセロナの私立の語学学校、バルセロナ大学（サッカー留
学時代）。
スペインに来てまもない頃はアレハンドロ・サンツの音楽を
繰り返し聴きました。映画館にもよく通いました。今は、新聞
をたまに買って読むくらいです。

スペイン語習得のブレイクスルー

まだしていないと思います。患者さんとの意思疎通は5年くら
い経ってからかなりできるようになってきたと感じていますが、
ネイティブなみの言語センスを習得するのはやはり難しいです。

スペイン人の横顔

──スペイン人も疲れている──
日本にいるとスペイン人はフィエスタやバル飲みを楽しんで
いるので疲れ知らず、というイメージを持つかもしれませんが、
実際にはマッサージをした方がいいくらい疲れている人は多
いです。彼らもよく動き、働いているので、肩こりや腰痛など
日本人の患者さんと同様に疲れを溜めています。

仕事スタイル、ココが違う！

顧客対応にムラがあります。否定的な意味ではなく、無理して
笑顔を作らずに、素直にその時の感情を見せています。もちろ
ん仕事ではプロフェッショナルとしてサービスすることも大切
です。けれども労働者側も同じ家族がいる人間。店員の顔色
が悪そうであれば、お客さんの方から「大丈夫？」と声をかけ
てあげるなど、スペインでは両者間で対等な関係が築けてい
ると思います。お互いに相手を尊重するのは商売の基本です。

お気に入りの場所

レティーロ公園：緑の中の大きな公園は、子供のいる身とし
てありがたいです。
Lavapie 地区：アフリカや中東の人たちの多い地域です。さ
まざまな人種が集まっているので、外国に来たような雰囲気
があります。

スペイン語の学習歴

［日本］
独学

［スペイン］
大学（バルセロナ外国人コース、コンプルテンセ外国人コース）、
私立の語学学校
短大時代は少し文法書を読んだ程度で、ほぼ何も知らない
状態でスペインへ。最初はスペイン人が何を話しているのか
わからず、とにかく辞書を読み漁りました。最初に通った大
学付属コースは日本で情報収集して見つけ、その後、現地で
紹介してもらった私立の語学学校へ。2007年に再び来た時
は、学生ビザの関係で語学学校に行く必要があったのでビザ
の取りやすかった別の学校で勉強しました。
スペインの TV 番組は、1ch 20:30の「Aqui la Tierra」を家族
で毎日見ています。ニュース番組ですがスペイン各地の食文
化を紹介しているのでまさに自分にぴったり。

スペイン語習得のブレイクスルー

結婚してからますます必然的に使わなければいけない言語
になって、始めは親戚の人でも言っていることがわからなくて、
その場にいるのも嫌になることもありましたがヒアリング力
はこの時に鍛えられました。そしてまた壁にぶつかっての繰
り返し。話す時に優しい単語を選んでくれる人、ネイティブの
感覚で話しかけてくる人、後者だとやはり難しいな、と感じます。

スペイン人の横顔

──食への飽くなき探究心──
スペインでは街中のおじさん同士でも、何を熱心に話してい
るんだろうと耳を傾けると、だいたい皆食べることの話ばか
りしています。スペインは国内自給率90％以上と云われ、安
くて良質な国産の野菜、魚介やお肉を入手できます。

仕事スタイル、ココが違う！

私自身がスペインの一般企業に勤めていないので、他人（夫
や友人）からの情報ですが、スペインの企業では、目標を共有
して足並みを揃えることがありません。男性も女性も自分の
ポジションを守るために個人主義です。日本と違って仕事の
引き継ぎもほぼありません。

MADRIDMADRIDBARCELONA

Minako Miyuki
Miura

Tsuneyoshi
Nakai

6人にもっと聞いてみたMás información sobre ellos

料理研究家歴11年
2009年～スペインで働く
マドリード在住

通訳・翻訳歴15年以上
2012年～スペインで働く
バルセロナ在住

整体師歴18年
2005年～スペインで働く
マドリード在住

【プロフィール】
マドリード、サン・セバスティアン、フィレンツェにて料理を
学ぶ。休暇があればスペイン・ポルトガル各地に旅行し現地の
味を探求している。スペイングルメの記事の執筆、きき酒師。
マドリードにてスペイン料理教室主宰。
ameblo.jp/spainfoodmarket

【プロフィール】
 「一流サッカー選手をマッサージしたい」そんな思いを抱き渡
西。空き時間にはスペイン人やサッカー留学生と好きなサッ
カーをしたり観戦したりしながら、整体院を経営する。当初の
夢を叶えた今、「安心とリラックスをあなたの生活に」という
理念を持ち、今後新たに事業展開を考えて
いる。
www.shiatsuyoshi.com
youtube チャンネルにて
健康情報発信中
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お気に入りの場所

サッカーグラウンド：自分のクラブ、お世話になったクラブ、プ
ロ・街を問わず、スペイン各地のさまざまな試合を観ています。
サン・セバスティアン：仕事柄よく行く場所。
マヨルカ島：2～3回行ってとても楽しかった場所。ゆっくり過
ごせます。

スペイン語の学習歴

［日本］
一切なし

［スペイン］
私立の語学学校
5年間通って、A1クラスからC2クラスまでレベルアップ。学校
の外では NHK のスペイン語ポッドキャストを毎日聴いていま
した。またアシスタントコーチとしてグラウンドに立って、他
の指導者の話を聞きながら出てきた表現をメモして後で意味
を聞くなど、現場でもスペイン語力を鍛えていきました。

スペイン語習得のブレイクスルー

滞在3年目で初めて第一監督になって指導するタイミングの時。
自分が指示を出さないとチームが壊れてしまうので、とにか
くずっと喋っていました。あまり自分で言葉が間違っているか
とか気にする暇もなく、その場で伝えなければいけないこと
をひたすら言い、チームの皆も意図を汲み取ってくれていた
と思います。

スペイン人の横顔

──相手の心の機微を察するのがうまい──
そう感じる場面がよくあります。たとえば試合で負けた時、仕
事がうまくいっていない時、辛いことがあった時にハグをして
くれて、大丈夫だよと励ましてくれます。指導しているクラブ
の子供たちでさえ、こちらが落ち込んでいると「何かあったの」
と声をかけてくれます。

仕事スタイル、ココが違う！

日本人に仕事を依頼するのと同じ感覚でスペイン人にすると
〆切を守らなかったり、書類に不備があったりといったことが
頻繁に起こります。だから明日が〆切の書類は「今日中に」
1週間後は「明日までに」と前倒しで依頼します。署名や住所
の間違いも日常茶飯事なので提出された書類には必ず目を
通さないといけません。逆に、日本人の時間や書類作成の正
確性は素晴らしいです。

お気に入りの場所

ウリア山：ハイキング、トレッキングにうってつけ。ロングコー
スを3時間歩くと隣町まで行くことができます。
ウルバサ：自然豊かな森の公園で、まるでもののけ姫の森の
ような景色。犬を飼っている友達と一緒に散歩に行くと、犬
がとても野性的になって生き生きと走り回ります。

スペイン語の学習歴

［日本］
新宿の語学教室

［スペイン］
私立の語学学校
現在通っている語学学校では B1のクラスで勉強中。日本人
の留学生が増えていて彼らと出かけることもあります。日本
人コミュニティはちょうど私が住み始めた2018年頃から広が
ってきているなという印象です。

スペイン語習得のブレイクスルー

久しぶりに会う地元の友人にだいぶ会話が上達したと言わ
れた時や、会話をする際、頭の中で作文せず、何も考えずに
言葉が出てくる時にそう感じました。

スペイン人の横顔

──即席討論会──
初めてスペインに来た時、1人のおばちゃんにどこのバス停で
降りたら近いか尋ねたところ、おばちゃんが隣のおばちゃん
に相談し、そのおばちゃんは隣のおじちゃんに相談し、あっと
いう間にバス中全員での討論会みたいになったのが印象的
でした。

仕事スタイル、ココが違う！

プライベートとは反して、労働スタイルにはサービス精神が
ないと感じることがあります。スペインのバルでは店にもよるが、
注文したものをメモを取らず記憶していたり、お客側からの
申告制だったりして、驚きました。バスクでは正直が美徳だ
と聞いたことがあり、納得しました。

お気に入りの場所

Alameda de Hércules：バル系が集まっているセビーリャ市
内の地区。

スペイン語の学習歴

［日本］
個人の先生（ネイティブ）

［スペイン］
私立の語学学校、セビーリャ大学付属インスティトゥト・デ・イ
ディオマス
スペインではトータルで3年ほど習いました。シェアアパート
で外国人やスペイン人と同居して、そこでも語学力を鍛えま
した。
最 近 買った「ANAYA ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA」練
習問題シリーズを現在愛用中。

スペイン語習得のブレイクスルー

その瞬間は覚えていませんが、友人同士との日常会話は問
題なし。ただ数年前に指圧を教えて欲しいと言われた時、実
技と一緒にスペイン語で理論を教えなければならず、すごく
気を遣いました。定冠詞や動詞の変化を誤魔化さず、ちゃん
とした言葉で伝えようとすると、今でもやはり大変だなと思
います。

スペイン人の横顔

──陰と陽の二面性──
実はセビーリャにはうつ病が多いです。社会不安などのさま
ざまな要因で精神的に考え込んでしまう人もいます。一方で
は No pasa nadaというひとつの答えを導き出して、彼らはう
まくバランスを取っているのかもしれません。「スペイン人は
いつでも陽気」ではなく、その内面はもっと複雑です。

仕事スタイル、ココが違う！

仕事の力量に個人差があります。現場では仕事を非常に熱
心にしている人としていない人が一緒にいます。知り合いで
レストランに勤め始めた人に、研修はあるの？　と聞いたら
ない、初日から自己流にやらないといけない、と言います。ど
うすれば、何をすればいいの、と聞いても「¡Buscáte la vida!

（自分で探せ！）」と言われてしまいます。当然、仕事の質も
ばらつきが出てくるのに、それで回っているのがすごいです。

SAN SEBASTIÁN VALENCIASEVILLA

Riko
Katsube

Tsuyoshi
Osaki Masanori

Hiraoka
シドレリアコンサルタントを
目指し就職活動中
サン・セバスティアン在住

フラメンコダンサー歴15年
2004年～スペインで働く
セビーリャ在住

サッカーコーチ歴4年
2016年～スペインで働く
バレンシア在住

【プロフィール】
サッカー選手、指導者の留学、チーム、グループ遠征、現地の指
導者だからできるコーディネイトがあります。スペインと日
本を同時に指導しているから、プロクラブで仕事をしている
からわかること、お互いのよさを引き出す方法を余すことな
くお伝えします。日本での講演会、クリニックも随時募集して
おります。
お問い合わせ：
info@pulsense.esまで。

【プロフィール】
不定期の短期帰国時には、フラメンコラ
イブ、ワークショップ（クルシージョ）を
中心に活動。昨年好評だった舞台 "Sin 
hij@s"の改訂バージョンやフラメンコを
通して日本文化あるいは自分を表現する
舞台作品の制作を計画中。フラメンコを
初めて見る人たちも楽しめるスペイン文
化レクチャーも取り入れたパフォーマン
スの展開も視野に入れている。
お問い合わせ：
rikokatsube@gmail.comまで。

 en España
"Querer es poder" 

6Japoneses
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　今回取材に応じてくれた6人は、日本とスペ
インの住環境、労働に対する考え方の違い、そ
して、スペイン国内でも州によって風土性が大
きく異なることを教えてくれた。一概に「スペイン」
と述べても、そこは多様な人種・宗教・思想の人
たちが共存している国際的に開かれた社会だ。
仕事の選択も方法もマニュアル主義ではなく個
人主義で多様性を受け入れる国がスペインだ。

そしてもちろん、スペインで暮らす、働く、という
ことはいい面ばかりでもない。自分で創意工夫
をして仕事を生み出していくという気概は必要
だろう。取材した皆さんも、スペインの高い失
業率、外国人労働者のビザの問題、日本社会の
常識（遅刻しない、物を丁寧に扱う……）がこち
らでは通用しないなど、さまざまな社会不安や
苦労話を語ってくれた。

　異国の地で働くことに困難はつきものだが、
そこで何より大切なのは、たとえ言葉が拙くても、
自分の意思をはっきりと相手に示すことだ。感
情でも、疑問でも、スペインでは思ったことをち
ゃんと口にすることが、自分の人となりを相手
に知ってもらい、信頼関係を築くカギとなる。
　最後に、共通して回答を得られたスペイン人
の主な3つの国民性をまとめておこう。

「スペイン人と日本人は対照的で、お互いのいいところを足して2で割ったら最高なのに」という声も聞いた。
励まし上手・褒め上手・盛り上げ上手なスペイン人、彼らの魅力に肌で触れながら、自由な風土で自己
研鑽していく……新天地を目指しスペインで次に輝くのはあなたかもしれない。

スペインでも「知人・友人からの紹介」効果が強
烈に働く。1人がサービスを気に入ってくれたら、
その人の口を通して一気に顧客が増えるという
ことも十分あり得る。今回ご紹介した人たちも、
スペイン人の顧客は友人の紹介で増えていった、
と答えてくれた。これから仕事を見つける場合
でも、現地で頼れる知人・友人を見つけて、彼ら
の紹介で積極的にたくさんの人に会って顔を広
げていくことでチャンスは増えていくだろう。

スペイン人の呪文は "Poco a poco"（少しずつや
っていこう）、"No pasa nada"（大丈夫だよ、気
にしなくていいよ）。仕事がうまくいかなかった
時に落ち込んだり、ナーバスだったりするとスペ
イン人たちはそう言ってリラックスさせてくれる。
自分では深刻だと思っている問題でも、彼らの
励ましで気持ちが楽になる。失敗した人を責め
すぎない、当事者の心の安らぎを大切にするのが、
懐の深いスペイン人たちなのだ。

スペイン人はとにかく家族と過ごす時間を大切
にする。それゆえに、他人の家族への気遣いの
精神も生まれてくる。家族のことで何かあったら
男性でも仕事よりもそちらを優先できるケース
が多く、不安ごとがあると知ると、むしろお客さ
んから「仕事を休んで家族のそばにいてあげな
さい、私たちは待っているから」と言われること
もある。週末は家族と過ごして、会社や仕事を
優先することはあまりないのが一般的だ。

口コミの力 寛容精神 家族愛

スペイン在住の日本人6人。 スペインで為せば成る！ en España
"Querer es poder" 

6Japoneses
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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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「外国の料理を作る時は、
材料にこだわらなくては
いけない」という人には
睨まれそうだけど、私が
前からやってみたかった
ことがあります。それは、

「餃子の皮で、エンパナ
ディージャを作る」とい
う実験です。
　ガリシアの郷土料理
エンパナーダといえば、
肉や魚を入れたパイの

ような料理ですが、これには小さく作
るエンパナディージャというバージョンがあり、手軽なこともあって他の
地方でも普及していたり、それどころか南米では、その国の代表的な家
庭料理になっていたりします。特に南米での変化の仕方は、中身もいろ
いろ、味付けもいろいろ。辛い味のものもあるところが、いかにも南米と
いう感じです。スペイン人は一般的に辛いものは苦手ですから。

　このエンパナディー ジャの 皮 は、エンパナーダと同じように小
麦 粉 やオリーブオイルで生 地 を用 意してしばらく冷 蔵 庫 で寝 か
してから丸く伸 ばして 作るわ けです が、そうなると、手 軽 に 作 ろ
うというイメー ジで は ありません。で も、この エンパ ナ ディー ジ
ャ、餃 子 に似ていませんか？　 もし餃 子 の 皮 を買ってきて作って
もいいの なら、とても気 軽 においしいタパスが 楽しめるのでは？ 
　というわけで試してみたら……なかなかの出来栄えです！　特に焼き
たては十分おいしいので、ご紹介します。
　スペインのエンパナディージャの中身は、基本的にはエンパナーダと
ほぼ共通で、肉でも魚でもなんでもかまいません。ただ、入れられる量
が少ないので、小さく刻んだものを入れること。今回は、一番人気のツナ
とひき肉で。味付けはもちろん、パプリカ味です。
　この時、具に加えたいのがサルサ・デ・トマテ（トマトソース）。この基本の
トマトソースはとても簡単で冷蔵庫で1週間くらい保存できますから、ぜ
ひ常備して、いろいろな料理に活用してくださいね。
　それから、今回のようにオーブンで焼くバージョンのほうがヘルシーで
最近は人気ですが、もともとは油で揚げる料理です。オリーブオイルでカ
リッと揚げるのも、ぜひ試してみてください。白ワインにぴったりですよ。

オリーブオイル
１本あれば！

日本の素材でスペイン料理

エンパナディージャ

Vol.4
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餃子の皮
（できれば大きめのもの） ・・・・・・・・1袋

卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個

A ＜共通の具＞

　　オリーブオイル ・・・・・・・・・・大さじ4

　　玉ねぎ（粗みじん） ・・・・・・・・・半個

*トマトソース ・・・・・・・・・・・・・大さじ4

ツナ缶 ・・・・・・・・・・・・・・・・1缶

塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

パプリカパウダー ・・・・・・・・・・・小さじ2

ゆで卵 ・・・・・・・・・・・・・・・・1個

B ＜ツナの具＞ C ＜ひき肉の具＞

*トマトソース（以下の材料を混ぜて作る）

 トマト水煮缶 ・・・・・・・・・・・1缶

 オリーブオイル ・・・・・・・・・・大さじ4

 砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1

 塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/4

 パプリカパウダー ・・・・・・・・・小さじ1

○作り方

1  Aのオリーブオイルと玉ねぎでソフリートを作る。
2  それぞれの具ごとに1に残りの材料を加えていく。B の

ゆで卵だけは火からおろしてから加えること。
3 2をバットに移して冷ます。
4  餃子の皮の中央に具を軽く大さじ1杯程度のせ、具の

周りの皮に溶き卵を塗ってから閉じる。フォークで周り
を押さえる。

5  表面にも溶き卵を塗ってから、200℃に予熱したオー
ブンで3分から5分焼く。少しこんがりしたらできあがり。

Empanadilla
エンパナディージャ
○材料

レシピ

2 B ＜ツナの具＞

1 A ＜共通の具＞

C ＜ひき肉の具＞

ピーマン（粗みじん） ・・・・・・・・・・1個

豚ひき肉 ・・・・・・・・・・・・・・・200g

*トマトソース ・・・・・・・・・・・・・大さじ4

塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

パプリカパウダー ・・・・・・・・・・・小さじ2

ほうれん草
（塩ゆでしてから2cm 程度に切る） ・・・・1束

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『毎
日つくるスペインごはん』

（現代書館）、『スペインの竈
から・改訂版』（現代書館）、

『修道院のうずら料理』（現
代書館）、など。
academia-spain.com
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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

京都 ティオペペ カサ エスパーニャ

Kioto Tio Pepe Casa España

京都市左京区北白川久保田町
52番地 AMUZA26 101
TEL 090-1912-1263

スペイン各地方のビール・
ワインを取り扱っております

 

確かな技術と音楽する心を育てる 

吉川二郎ギター教室 
初心者歓迎！ 

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 

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） 

お問合せ・入会のお申込みは 
TEL&FAX.072-793-8684 

詳しくはホームページで 

 吉川二郎  検索  

京都スペイン料理

京都市左京区北白川久保田町
52番地 AMUZA26 1F
TEL 075-72-3440

〒650-0004　神戸市中央区中山手通 2-4-8
078-391-8841

紅茶専門店
紅茶教室

https://lakshimi.jp



ありがとうスペインのパパとママ！

留学先で皆さんが出会う、現地の心温かいファミリーと頼もしい語学仲間。今
回は、ホームステイ先のご家族と現地スペイン人との交流を深めた留学経験者
3名に、cariñoな想い出話を聞きました。

知ってる？　食事の後に話をするこ
とを『sobre mesa』っていうのよ
と教えてくれた70代のホストマザー。私が滞在し
ていた時、家にはビルバオ出身の男の子もいて、
食卓では3人で、お互いの母語を教え合いました。

緊 張していた時「通 学 バスの 中で深 呼
吸しなさい」、テスト前に根詰めている時にも

「¡Tranquila！」、とホストマザーは励ましてくれま
した。柔軟で穏やかなその生き方はとても素敵
で、私も彼女のようになりたいと思うようになりまし
た。ある日「La experiencia es la madre de 
ciencia」と言われ、「ciencia＝科学」と認識し
ていたから、初めはどういう意味かわかりませんで
した。でも、話していくうちに「知恵という意味？」
と聞いてみると、「そう！」と。「経験は知恵の母」
という意味でした。それがわかった時、感動で涙
が出ました。今回の留学の目的も、その言葉通り、
人生の経験を増やしたかったから。この話を彼女
とすることも必然だったんだ、と感じました。

「とにかくしゃべりなさい」といつも
言われていました（笑）。

夫婦2人の家にステイ。できるだけ話すように
していたのですが、口数が少ないと思われていた
様子。夕食の時、学校の授業や日本のこと、家
族のことなどを聞いてくれました。他にも日本の
昔話、ニュース、育てている野菜など……話題は
幅広かったです。ホストマザーとはほぼ毎日、夕
食前に1時間ほど一緒に散歩して、サラマンカの
町のいろいろなところを見ながら説明してもらったり、
おすすめのお店を教えてもらったり、思いつくまま
に話していました。とても楽しかったし、いい運動
になりました。学校の宿題でわからないことを質
問すると、夫婦で一生懸命説明してくれて本当
にありがたかったです。ホストファザーは冗談が
好きで、よく面白い話をしてくれていましたが、わか
らない時もあって、「それはどういう意味？」とよく
質問していました。テレビを一緒に見ることもあり
ました。本当の家族のように接してくれていました。

日本から持ってきた自分の家族の
写真をママに見せました。

両親や子供の話をすると盛り上がりました。ス
テイ中は一緒にママの故郷の町に行き、そこに
住んでいるママのお姉さんにも会えて、地元の美
味しい店や町の由来などの話も聞けて有意義で
した。また別の機会にはママのお友達も一緒に
バルに出かけることもありました。

日本から持ってきた寿司海苔とすし酢、現地
調達した米、わさびなどを使ってママやその時一
緒にホームステイしていたドイツ人のお別れ会に
手巻き寿司パーティをしました。皆で一緒に買い
物して、一緒に作ったので、国ごとの野菜の種類
や切り方を知ることができて面白かったです。

私はホームステイ３週間の後、学生アパートに
５週間滞在しました。引っ越してからもママに会
いに行き、お花を持っていくと喜んでくれました。

帰国後、日本らしいうちわに手紙を書き、スマ
ホで撮った写真も一緒に送りました。

はげましてくれたアミーゴたち！
留学中、インテルカンビオ（言語交換）があり、

日本語を学んでいる現地の人との交流の機会
がありました。ここで知り合った人たちと、お祭り
に行くことも。授業中は、自分のスペイン語に自
信を失くすことも多くありました。でも、インテルカ
ンビオで知り合ったスペイン人たちに

「¡Hablas muy bien!」と褒 め ら
れたことで、少しずつ自信をつける
ことができました。
お酒の力を借りるのも、私にとっては緊張を解く、
良い方法のように思います(笑)。バルに1人で
いる時も隣の人が話しかけてくれたり、バスの中
でも自然に会話が生まれたりすることもありました。

私はもともと言語交換・学習アプリを利用して
いて、そこで知り合った人に日本語を勉強をして
いる学生がいたので、実際にカフェで会って言
語交換をしました。彼が日本語の教科書や動画
などでわからないところを私が説明して、私は学
校の授業やテレビなどでわからないところを質問
していました。

わかっているはずの日本語をスペ
イン語で説明するのはなかなか大
変でしたが、いい勉強になりました。
日本についての質問に答えられない時があった
ので、自分の国についてもっと知るべきだと感じ
ています。

バルを１軒決めて、ほぼ毎日のように行っていま
した。次第にお店の方が声をかけてくれるように
なり、そこの店の常連客の方たちとも少し話がで
きるようになりました。

トルティージャ・デ・パタタスを作っ
た話をすると皆、自分の家の作り方
を熱く語っていました。

また、ある映画のDVDが欲しいと常連客の
1人に言うと、他のお客さんも一緒にスマホで調
べてくれて、中古で売っている店を教えてもらい、
0.5€で買えて嬉しかったです。ステイ先のママ
の友人の娘で、日本語を勉強中の方とも知り合
い、帰国後もWhatsappで言語交換しています。

A.Sさん

都市：サン・セバスティアン
期間：10週間
学校：�ラクンサ

（30代）

都市：サラマンカ
期間：4週間
学校：��ドンキホーテ

M.Sさん
（50代）

Y.Aさん
（50代）

都市：サラマンカ
期間：8週間
学校：��ドンキホーテ

学校の遠足アクティビティで

パンプローナへ！牛追い祭り！
歴史都市をエンジョイ！

欲しかったDVDを

0.5€でゲット！

ホームステイ先で

手巻き寿司パーティ

冗談好きな

ホストファザー



留学したからわかったこと！！
日本人は意見を言うことにあまり慣れていない

ので、「あなたはどう思う？」と聞かれた時にすぐに
答えられない場合が多いと思います。

でも、海外だと日本のように察して
くれることはほとんどありません。

授業でも意見を聞かれることが多いので、自分が
思うことをはっきりと表現することが必要だなとい
つも思います。

スペイン語の授業でも、他の国の学生は躊躇
せずに自分の意見を表現しますし、他の人と違っ
た意見でも気にしません。日本人は人と違うこと
を気にすることがあると思いますが、違っていて
当然だと思ってしまえば気にならなくなります。他
の国の学生の多面的で柔軟な考え方に学ぶこ
とが多かったです。スペイン人から日本について
の質問に答えられない時があったので、自分の
国についてもっと知るべきだと感じています。

語学学校には国も年齢もいろいろな方々がス
ペイン語を学びに来ていました。私よりずっと年
配の方も、元気で好奇心いっぱいに楽しそうにさ
れていて、自分の将来のお手本になりそうな方も
多かったです。語学学校の先生によると、その
先生が教えた最高年齢の方はなんと９３歳だった

そうです。

「歳だから」と思わずに私もやりた
いことをどんどんやっていこうと思
いました。

私はラグビーが好きなので、地元の試合を見
に行きました。ラグビーという共通の好きなスポー
ツがあると、スペイン語は上手に喋れなくても、コ
ミュニケーションできるとわかりました。でも、話し
たいことがない時や、苦手な相手と話す時は、会
話が途切れがちでした。コミュニケーションには
相手と内容が重要なんだと改めて感じました。

学校の授業がレベルアップすると、様々な社
会問題について意見を問われる機会が増えてい
きました。例えば「日本の環境問題」や「男尊女
卑」が取り上げられたこともありました。私は、今
までそうしたテーマについて言語化して掘り下げ
て考えたことがなく、うまくスペイン語で表現する
ことができず、苦手意識を持ってしまいました。

他の国の学生たちは、先生から質問された時
に「自分の国では……」とすぐに答えます。10代
の人たちも、はっきりと意見を持っていること、自
国のことをよく理解していることに、圧倒されてし
まいました。

スペイン語でどう表現するか、とい
うよりも、まずは自国の問題に対し、
しっかりと問題意識を持ち、自分の
意見を言葉にすることが課題だな、
と思いました。

サン・セバスティアンは
料理も気候も最高！

エストレマドゥーラ州メリダのローマ劇場

留学中にはぜひいろんな場所に足を運んで◎

難しい！？

生ハムカットにも

挑戦です

スペイン留学.jp
スペイン・中南米への留学は お役立ちの

留学情報を

多数掲載！

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。

　 　エスパニョレ IH バレンシア

2週間   ［グループレッスン］ 440€ ¥52,800 合計 1ヶ月　［グループレッスン］ 880€ ¥105,600 合計

ホームステイ 410€ ¥49,200 850€ ¥102,000 ホームステイ 820€ ¥98,400 1.700€ ¥204,000

共同アパート 300€ ¥36,000 740€ ¥88,800 共同アパート 600€ ¥72,000 1.480€ ¥177,600

2ヶ月　［グループレッスン］ 1.760€ ¥211,200 合計 6ヶ月　［グループレッスン］ 4.440€ ¥532,800 合計

ホームステイ 1.640€ ¥196,800 3.400€ ¥408,000 ホームステイ 4.920€ ¥590,400 9.360€ ¥1,123,200

共同アパート 1.200€ ¥144,000 2.960€ ¥355,200 共同アパート 3.600€ ¥432,000 8.040€ ¥964,800

1年　［グループレッスン］ 8.880€ ¥1,065,600 合計

ホームステイ 9.840€ ¥1,180,800 18.720€ ¥2,246,400

共同アパート 7.200€ ¥864,000 16.080€ ¥1,929,600

Tarifas para estudiar en España
皆さんが一番気になる留学費用の例をご案内。街や学校、滞在先によっても大きく異なります。

留学費用例

［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）

1 €＝ 120 円で計算

右ページのスカラーシップ利用で
さらに割引して留学ができます▶
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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

2020 年スペイン留学応援キャンペーン

ADELANTE スカラーシップ
スペイン留学.jp（有限会社ADELANTE）で留学手続きした方限定！

とてもお得な割引きです！この機会をお見逃しなく♪♪
対象：2020年1月1日〜4月30日に現地に滞在する方

f
エスパニョレ IH バレンシア

土曜日の日帰り遠足 1回無料
⃝ インテンシブ25へ2週間以上

お申込みの方

留学前のスペイン語レッスン5%OFF

h
⃝個人レッスン16回（1レッスン50分 / 自由予約制）
⃝期間：お申込日〜4ヶ月
⃝料金：105,640円（税込）+教材費
⃝校舎：ADELANTE大阪校＆神戸校

スペイン留学.jp（有限会社ADELANTE）

※a～fの併用は不可。エスパニョレ IH バレンシアのコースはインテンシブ25へ2週間以上お申込みの方限定。
※滞在費、登録料、宿泊手配料、海外送金手数料は別途必要です。1€＝120円で計算（2020年度の料金表を元に作成）。
※割引金額の日本円は請求書発行日の三菱UFJ銀行TTSレートを採用いたします。

90 分個人レッスン無料

g
⃝4週間以上コースお申込みの方
⃝月1回、最大3ヶ月まで
⃝先着3名限定

ラクンサ IH サン・セバスティアン

a

⃝滞在期間：2週間〜

70 €
エスパニョレ IH バレンシア

OFF
(¥8,400)

b
エスパニョレ IH バレンシア

140 € OFF
(¥16,800)

⃝滞在期間：1ヶ月〜

c
エスパニョレ IH バレンシア

280 € OFF
(¥33,600)

⃝滞在期間：2ヶ月〜

d
エスパニョレ IH バレンシア

960 € OFF
(¥115,200)

⃝滞在期間：6ヶ月〜

e
エスパニョレ IH バレンシア

1920€ OFF
(¥230,400)

⃝滞在期間：1年〜



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
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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。 

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。

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。

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。

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。 

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。 

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。

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。

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。   

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。 

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。

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。

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
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¡Vamos a hablar español! Lección 21

el/la más ... que,
el/la menos ... que

最上級スペイン語で話そう

最上級：「…は最も〜だ」
¡Hola! みなさん、こんにちは。前回は比較級を学びましたが、今回はその続きで最上級（「…は最も〜だ」）の作り方を学習しましょ
う。基本形は「定冠詞 + más/menos + 形容詞」です。前回登場した不規則変化もおさらいしておきましょう！

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 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！

・ 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
・ ¥1,980（税込）
アデランテショップで好評販売中！
www.adelanteshop.jp

Yo soy

例） Catalina es la más guapa de estas tres mujeres.	 この3人の女性の中ではカタリナが最も美人だ。 
La casa de Paolo es la más pequeña en nuestro pueblo. 	 私たちの村ではパオロの家が最も小さい。

主語 + 動詞

最上級 ①基本の表現

私はクラスで最も背が高い。

Ella es la más inteligente 
de la clase.
de sus amigas. 

定冠詞 + más + 形容詞 比較対象のグループ

彼女は友人たちの中で最も賢い。

主語 + 動詞 定冠詞 + menos + 形容詞

Yo soy 私はクラスで最も背が低い。

Ella es de sus amigas.
el menos alto
la menos callada 彼女は友人たちの中で最も大人しくない。

（＝最もうるさい）

最上級 ②不規則変化の表現（mejor, peor, mayor, menor）

主語 + 動詞 定冠詞 + 最上級の不規則変化

Él es el menor 彼は末弟（＝最も年下）だ。

例） La economía de aquel país es ahora la peor del mundo.	 	 あの国の経済は現在、世界最悪だ。 
El abuelo de José es el mayor de toda la ciudad. 	 ホセの祖父は街で最年長である。

El bocadillo de este 
bar es el más rico  

del mundo.

el más alto

比較対象のグループ

de la clase.

比較対象のグループ

de sus hermanos. 
Ellos son los mejores profesores de la universidad. 彼らは大学で最良の先生方だ。

絶対最上級

スペイン語には語尾に -ísimo, -ísima を
つけて「ものすごく/ 最高に〜だ」と表現
する絶対最上級があります。比較対象のグ
ループ中で一番だというよりも、どちらか
というと話者の感動や衝撃を表現したい時
によく使います。定冠詞はつけません。

例） ¡Muchísimas gracias! 
本当にありがとう！ 
 Mi gatito es monísimo. 

僕の子猫は最高に可愛い。

Gracias, eres el 
mejor cliente.

「最大」「最小」

例） correr con la velocidad máxima 

最大速度で走る 
el mínimo tiempo para empezar 

スタートに必要な最短時間

máximoとmínimoはそれぞれ「最大の」
「最小の」を意味する形容詞です。
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接続法の用法(2)
Usos de subjuntivo (II)

今回のテーマ
語ス

講
ペ
座

イ ン
Lección 39

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。

この例では直説法esも可能です。では ,あえて接続法を使うのはどんな理
由と効果があるのでしょうか。カルメンがスペイン人であることは話し手も
聞き手も知っていることです。そこでこれを主張する必要はありません。こ
の事実を「前提」として後半部を際立たせて主張するために接続法が使わ
れるのです。

譲歩の接続詞の中には常に直説法を取るものもあるので注意が必要です。
a sabiendas de que, y eso que, si bienなどです。

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

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

「時」の副詞の代表は cuando ですが，siempre que, una vez que, 
mientras，en cuantoなど実に多様です。原則として当該の事象が起こっ
ていれば直説法，未確定であれば接続法が使われます。

En cuanto salga la convocatoria de la plaza de ayudante, avísemelo sin 
　falta.

助手の職の募集が出たらすぐ私に知らせてください。

時間の前後関係を表す表現としてantes (de) queとdespués (de) 
queがあります。前置詞のdeが入る場合と入らない場合があります。方言
や個人の好みに依り，スペインではde入りが普通のようです。

Antes de que me olvide, te doy mi nueva dirección.
忘れる前に君に新しい住所を伝えておこう。

Después de que terminen los Juegos Olímpicos, se destruirá ese estadio.  
オリンピックが終わるとそのスタジアムは取り壊されるだろう。

antes (de) queの場合は，節内の行為はまだ実現していないので常に接
続法が使われます。一方，después (de) queの場合は，両方の可能性が
あります。上記の例は未実現なので接続法現在ですが，その行為が既に実
現している場合は直説法過去になります。

Después de que terminaron los Juegos Olímpicos, se destruyó ese 
　estadio.

オリンピックが終わった後，そのスタジアムは取り壊された。

ただ実際にはこのような既に起こっている（つまり事実である）場合でも,接
続法が使われることがあります。その場合は上記の例文は"Después de 
que terminaran los Juegos Olímpicos, …"となります。この用法は特
にスペインで見られるジャーナリズムの文体だと云われています。理由とし
て様 な々説があるのですが，「オリンピックが終わった後」は副次的な情報で，
後半の「そのスタジアムが取り壊された」に話者の力点が置かれているのだ
と解釈できます。desde queについても同じ現象が起こります。

副詞句内での法の選択は，直説法と接続法の両方可能なことが多いので
学習者にとっては悩みの種です。しかし，両方が可能な場合でもどちらを使
うかによって意味やニュアンスが異なるのが普通です。ですから個別の用法
を例文とともに確実にものにしていくのが学習の王道ではないでしょうか。

前号では名詞節内での接続法を取り上げましたが，今号では引き続いて
副詞節での接続法の用法を見ていきましょう。流れとしては，①常に（また
は原則として）接続法が使われるケース，②直説法と接続法の使い分けが
必要なケース，と大きく前半と後半に分けて説明します。

まず常に接続法を取る副詞節ですが，「目的」が最もわかりやすいでしょう。
目的の接続詞には，para que, a �n de que, con el �n de queなどがあ
ります。

Señor cliente: Tomaremos medidas con el �n de que este error no 
　vuelva a ocurrir.

お客様： 二度とこのような間違いが起こらないように対策を取るつもりです。

続いて条件の副詞句でも接続法が使われます。代表的な接続詞は，
como, con tal (de) que, a condición de que, en (el) caso de que, a 
no ser queなどです。ただしsiという接続詞を使った構文だけは別格と考
えてください（33号参照）。

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。

「否定」を表現する接続詞句sin queの後にも接続法が使われます。当該
の事象が実現されないのですから。

Vamos a entrar en la habitación sin que nadie nos vea.
誰にも見られることなく部屋に入ろう。

ところで，porqueやya queといった「原因」の副詞節はその意味合いか
ら直説法が使われます。ただ，接続法が使われるケースもあるので例を見て
おきましょう。

No hablo con él, porque yo estoy enfadada. 
私怒ってるんで，彼とは話さないわ。

No hablo con él porque yo esté enfadada. 
私怒ってるから, 彼と話さないというのではないの。

前者の例では否定のnoが文の最後まで影響しません。それに対して後者
の例ではporque以下にも否定が及びます。porque以下の「怒っている」
ことは否定されているので接続法が使われます。

さて，後半では直説法と接続法の両方の可能性があるケースを見ていき
ましょう。譲歩の代表的な接続詞はaunqueです（a pesar de que, pese 
a queもほぼ同じ意味です）。場合によって直説法または接続法が使用さ
れます。

Vamos de excursión aunque llueve hoy. 
今日雨が降っているが遠足に行こう。

Iremos de excursión aunque llueva mañana. 
明日雨が降ったとしても遠足に行こう。

前者では「実際に」雨が降っているので直説法，後者では明日のことで「ま
だ未確定」なので接続法が使われます。つまり，「事実」ならば直説法，「仮
定」なら接続法です。しかし、事実であるのに接続法が使われることもあり
ます。

Aunque sea española, Carmen no baila �amenco. 
スペイン人なのにカルメンはフラメンコを踊らない。
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ビジネス
スペイン語

中級（B2）以上NIVEL

　この10月から消費税が8％から10％にアップし軽減税率の適用を
巡る煩雑さや、消費者の買い控えによる景気の悪化懸念などが取り
沙汰されています。そこで、今回は普段あまり目に触れない税金に関
わる表現と用語を学ぶことにします。 

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。

□  例文や注釈からさまざまな税金関連の用語を覚えてください

ejemplo 1

En Japón el aumento del 8 al 10% del impuesto sobre 
ventas causó múltiples polémicas en tor no a su 
aplicación, aunque existen muchos países en Europa 
donde su tasa llega a más de un 25%.
日本では 8％から 10％への消費税アップが、その適用を巡って 多くの議論を
引き起こしたが、一方ヨーロッパではその税率が 25％を超える国が多くある。

ejemplo 2
El impuesto sobre sociedades es un tributo que grava 
sobre los beneficios de las empresas y otras personas 
jurídicas logrados por sus actividades operativas.
法人税は企業や法人がその営為活動によって得た利益に賦課される租税であ
る。

ejemplo 3

El impuesto sobre la renta de persona física se aplica de 
tipo progresivo, dicho de otra manera, cuanto más 
dinero gana un individuo, paga este impuesto con un 
mayor porcentaje.
個人所得税は累進課税制で、言い換えると、個人の収入が多ければ多いほど
より高い税率の税金を支払う。 

ejemplo 4 
Dicen que en Japón el impuesto sobre sociedades es alto 
comparativamente con otros países, lo que representa 
una bar rera bastante grande para la entrada de 
empresas extranjeras altamente conscientes de la 
fiscalidad internacional.
よく言われることだが、日本では法人税が他の国 と々比較して高く、国際税務
の意識が高い外国企業の参入にはかなり高いハードルとなっている。

ejemplo 5 

El 66% de las donaciones de par ticulares puede 
desgravarse del impuesto sobre la renta, siempre y 
cuando el importe de éstas no represente más del 20% 
de la renta imponible. 
個人の寄付の 66％は個人所得税から控除できるが、その寄付金額が課税
所得の 20％を超えないことが条件である（スペイン税法より引用）。

いかがでしたか。日・西とも税務関連用語は日常使い慣れないとすぐには頭に浮
かばないですね。本講座は今回で最後です。ご愛読ありがとうございました。

ejemplo 1
1  el impuesto sobre ventas : 売上税とも言う 

国によってはimpuesto al valor añadido / agregado (略称IVA：付加価値税) 
とも表現。さらには impuesto de ventasという言い方もある

2  múltiples polémicas : 数多くの議論 
別の表現ではdiversas disputas / controversias

3  en torno a su aplicación : 適用に関して 
aplicación はimplementación に置換えもできる

4  su tasa : 料率のことだが“税金”の意味もある⇒税率 
tasa de interés（利率）, tasa de paro（失業率）

ejemplo 2
1  el impuesto sobre sociedades : 法人税 

“sociedades gravadas”は課税対象の会社
2  tributo que grava : tributoは税金, gravaは課税する, gravamenも税金, 

ad valoremは従価税, “sistema / régimen tributario”は税制
3  personas jurídicas : 法人。日本ではその括りの中に営利法人として株式会社, 

合名会社, 合資会社などが含まれる。別の括りの公法人には特別行政法人や特
殊法人などがある

4  sus actividades operativas : 事業活動

ejemplo 5
1  las donaciones de particulares : 個人の寄付, 贈与, 寄進 

“impuesto sobre donaciones” 贈与税, donativos も寄付と同義 
相続税は“impuesto sobre sucesiones/ herencias”

2  desgravarse : 控除される, 名詞 desgravación, 
同義語 deducirse (deducción), 減税 “rebaja de impuestos”, 
免税 “exención de impuestos”, 脱税 “evasión / fraude fiscal”,  
資金洗浄 “blanqueo de capitales”

3  siempre y cuando : ～である限り, を前提として（動詞は接続法）
4  la renta imponible : 課税所得, “la base imponible”も同じ意味

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  el impuesto sobre la renta : 所得税 

確定申告は“la declaración de la renta” 
税金の支払いは“el pago o satisfacción del impuesto” 
国税庁は“agencia tributaria”

2  persona física : 個人。persona natural (自然人) とも言う
3  tipo progresivo : 累進型, impuesto progresivoのこと 

反対語はimpuesto proporcional （比例税）
4  cuanto más dinero gana...paga con un mayor porcentaje : ～すればする

ほど～だ,と言う比例比較

ejemplo 4
1  barrera : 障壁,バリアー。“barreras arancelarias”は関税障壁,“barreras no 

arancelarias”は非関税障壁
2  la entrada de empresas extranjeras : 外国企業の参入 

外国企業は“...foráneas”とも言う
3  la fiscalidad internacional : 国際税務, “paraíso fiscal”はタックスヘイブン, 租

税回避地。 “ahorrar impuestos”節税する 
ちなみに多国籍企業“empresas multinacionales”の国際税務戦略はITを駆使し
た税務工学“ingeniería fiscal”が土台

【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
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2019年3月のある日、私の長男の常仁とスペインのコリア・デル・リ

オに住む中学2年生のエンリケ君がビデオチャットで話していると、エ

ンリケ君から「8月に日本へ行くよ」と嬉しい知らせが届きました。そし

て7月30日ハポンさん達21名の皆さんが支倉常長のルーツを訪ねる

ため日本へやってきました。

仙台藩祖・伊達政宗公の家臣である支倉常長が率いる慶長遣欧

使節団は、メキシコとの通商条約を結ぶため慶長18年（1613年）秋、

現在の宮城県石巻市月浦を出帆しメキシコへ向かいました。その後、

スペインに上陸しフェリペ国王と謁見、マドリードで洗礼を受け、イタ

リアのローマでは教皇パウルス五世に謁見、ローマ市民権証と貴族

の称号を与えられました。

常長達は各国より盛大な歓迎を受けますが、日本側のキリシタン禁

教令などにより、交渉は頓挫してしまい、日本へ帰国することになりまし

た。しかし使節団の何人かはスペインのコリア・デル・リオへ残ることを

選択し、日本を意味するハポンを名乗るようになったと現地で考えられ

ており、今では700人ほどのハポンさん達が住んでいるとのことです。

東日本大震災が起きた時、ハポンさん達はコリア・デル・リオに建つ

常長像の前に集まり、犠牲となった方々の冥福と被災者の復興を祈念

していただいたことが新聞に掲載されました。その記事を目にした私

の父13代目はコリア・デル・リオを訪問し、ハポンさん達と400年を超

えた再会を果たし、支倉常長家の末裔として、東日本大震災の被災

地を代表しお礼を述べました。ここから、支倉常長家とハポンさん達と

の交流が始まりました。

その後、常長生誕の地とされる山形県米沢では、支倉常長日西文

化協会が設立され、昨年は仙台にてハポン・ハセクラ後援会が設立さ

れました。これらの会の活動により、スペインとの交流がさらに活発に

行われるようになりました。

2013年の日本スペイン交流400年記念イベントや昨年の日本スペ

イン外交関係樹立150年記念イベントでは、私達家族でスペインのコ

リア・デル・リオを始め、常長ゆかりの地を訪れました。2017年にはコ

リア・デル・リオ市の市長とハポン・ハセクラ協会の会長が

来日し、常長ゆかりの各地の首長を訪ね、支

倉都市同盟を呼びかけました。

そして今年、21名のハポンさん達は、自分達

のルーツを訪ねるために来日されました。京都、

東京を観光後、常長のゆかりの地である米沢市、

仙台市、川崎町、石巻市、女川町、大郷町を巡り

ます。その旅の模様は、それぞれの協会、後援会

の皆さんが記事にまとめてくださっています。皆様、

どうぞお楽しみください。

支倉常長のルーツを訪ねる

Océano ártico

Océano Pacífico

Océano Pacífico

Océano Índico

Océano
Atlántico
Sur

Océano 
Atlántico 
Norte

ハポンさん達の旅

1

11613年10月28日
月浦（石巻市）よりサン・フア
ン・バウティスタ号出帆

支倉常長像 画像提供

ユネスコ記憶遺産・国宝　支倉常長像　仙台市博物館蔵 2018 年訪西文化使節団ツアー

文 / 支倉常長家14代当主 支倉正隆

仙台市博物館
国宝慶長遣欧使節関係資料や仙台伊
達家からの寄贈資料をはじめ、仙台の
歴史・文化・美術工芸資料など約9万7
千点を所蔵。
〒980-0862仙台市青葉区川内26
＜仙台城三の丸跡＞

【お問い合わせ（情報資料センター）】
電話：022-225-3074
開館時間：9時00分から16時45分
(入館は16時15分まで)
休館日：月曜日 （祝日・振替休日の場
合は開館） 祝日・振替休日の翌日

（土・日曜日、祝日の場合は開館）
観覧料（常設展）：一般・大学生 460円

（団体 360円） 高校生 230円（団体 
180円） 小・中学生 110円（団体 90
円）※団体料金は30名以上※特別展
は別途

21614年1月29日
アカプルコ到着

31614年10月5日
スペイン到着
1615年1月30日
スペイン国王謁見

41615年10月25日
ローマに到着
11月3日
ローマ教皇謁見

51618年8月10日
マニラに到着

61620年9月20日
仙台に到着

1

2

3 4

帰路 帰路 帰路5

6
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静岡県富士宮市
文 / 渡邊実（日西支倉常長協会顧問）

8月1日朝に新幹線の新富士駅で下車。残念

ながら終日曇りで、富士山を拝むことはできませ

んでしたが、まずは白糸の滝と田貫湖を訪問。天

下の名瀑・白糸の滝は、国の名勝および天然記念

物で、富士山の雪解け水が高さ20m・幅150ｍの

湾曲した絶壁から大小数百の滝となり流れ落ちて

います。その冷たい水に足を浸して涼を取った後、

湖面にも映し出される富士山頂からの朝日「ダブ

ルダイヤモンド富士」で有名な田貫湖に行き、静

寂な自然のひと時を楽しみました。

富士宮市中心部に移動し、全国約1,300社あ

る浅間神社の総本社で正式参拝の玉串を捧げ、

浦安の舞の奉奏後、地元のフラメンコダンサー達

によるセビジャーナスでの歓迎を受け、ハポンさ

ん達も踊りの輪に入って交流。最後に全国的に

有名な富士宮焼きそばを食べて、副市長以下富

士宮市職員に見送られ新富士駅に戻り、東京・

東北の旅へ出発されました。

東京
文 / 下平晴朗

1日夕刻に到着。汐留カレッタのスカイレストラ

ンから眼下に見る大都会、ライトアップされた真

っ赤な東京タワー、レインボーブリッジにビックリ。

ここで支倉常長日西文化協会の名和さんと山田

さんが夕食会に参加、再会のハグ。翌2日は元マ

ドリード在住の宮瀬裕子さんと、ワーキングホリ

デーで訪日中のアルトゥーロ君に同行してもらい

東京観光。スカイツリー、仲見世、浅草寺。常香

炉の線香の煙で身を清めお参り。京都、富士宮

と続いて常に「身を清めて」日本にいると僕らは

聖人になるのでは？　と冗談を言うハポンさん達。

東京下町の情緒を楽しみ、秋葉原にも立ち寄り、

その後スペイン大使公邸へ。駐日スペイン大使

ホルヘ・トレド・アルビニャーナ主催の歓迎レセプ

ション。会談では2年前にコリア・デル・リオ市長と

日西支倉協会会長とでプレゼンした「支倉都市

同盟」のこれまでと今後の活動の話をし、この4月

にコリア・デル・リオで開催された第1回ハセクラカ

ップに招聘されたコバルトーレ女川の子供達の

ビデオ上映。大使より今後の活動の理解と応援

をいただきました。

3日は築地場外市場を自由散策。買い物、刺

身とビールで時間を過ごして、皇居二重橋前へ。

今年夏に封切された映画『Los Japón』の舞台

の1つが皇居なので、映画の主人公になった気

分。渋谷でスクランブル交差点体験。ハチ公と記

念撮影、カフェで昼食会。東京最後の夜はお茶

の水駅近くの居酒屋の個室で旅行中間の意見

交換会。フラメンコの歌と

手拍子、多少の踊りでテ

ンションが上がり、初めて

日本の店で注意を受けて

ビックリしたハポンさん達

は素直に静かに歌い出

しました……黙ることが

できないスペイン人です。

京都　
文 / 下平晴朗（日西観光協会会長）

7月30日夜、ホテルでハポンさん達を出迎えた

のは支倉常長家14代当主正隆さんご家族と京

焼の陶芸家・小峠先生夫妻。再会の喜びのハグ

をして、八条口の居酒屋で乾杯、その後パブで寝

酒と思いきやフラメンコ・セビジャーナス、長旅の

疲れはサテどこに？　

翌31日はガイドの谷口由樹子さんの案内で伏

見稲荷へ。手水と参拝の作法を教わり、身も心も

清めてお祈りをしながら皆が神妙にお参り。次は

二条城、靴を脱いでの館内見学は人生で初めて

の経験。続いて金閣寺、東山、清水寺、地主神

社。産寧坂、二寧坂、八坂さんと徒歩で、日本の

中世だと言ってワクワク。花見小路では舞妓さん

に遭遇。木屋町三条の焼肉屋で和牛とビールと

初めて口にする焼酎で飲み会。ホテルに戻って就

寝かと思いきや、半分のメンバーが前夜のパブ

で寝酒とフラメンコ！　初日からスペイン人パワー

満開。京都では、寺（仏教）と神社（神道）の違い

がキチッと学習できました。

FUJINOMIYA

2019.8.1 AM
2019.7.30 PM

2019.8.1 PM

TOKIO

KIOTO

ハポン会長（左）と、ホルヘ・トレド・アルビニャーナ駐日スペイン大使（右）

スペイン
大使公邸
にて
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山形県米沢市
文 / 名和玲子（支倉常長日西文化協会副理事長）

3日、ハポン会長は皆と別行動。支倉常長家

14代当主一家と東京近郊で入院中の13代常隆

様のお見舞いへ。病室には、ハポンさん達から

の贈物の千羽鶴がありました。会長は持参した

メッセージを日本語でゆっくり読み上げ、13代の

足や腕をさすり「また来ます！　お大事に……」と

お声をかけ部屋を後にしました。

翌朝いざ米沢へ。歓迎式典でハポンさん達は

市民の拍手で迎えられ、ハポン会長からもお礼の

言葉やコリア市長からの親書とお土産が渡されま

した。記者会見で帰郷の感想を聞かれた一行は、

口を揃えて「光栄です」と回答。多くの侍、偉人を

輩出してきた米沢の「風土」を感じ、改めてサムラ

イの末裔であることに誇りを持ったのか、あの明る

い国民性だけではない「ハポンさん」を感じました。

コリア・デル・リオと米沢の交流の軌跡

2014年、スペインで開催された「日本・スペ

イン交流400周年事業」に参加したさくや姫文

化使節団が、東日本大震災で被災した Soul & 

Beat TEN-CHI-JINと共に「支倉常長生誕の地

米沢」を紹介。その事業を繋ぐ形で2017年（一社）

支倉常長日西文化協会が設立されました。支倉

常長生誕の地・米沢では毎年、日西交流事業が

行われています。伊達政宗公生誕450周年の

2017年には、伊達家18代当主、支倉常長家14

代当主、ハポン・ハセクラ協会会長、コリア・デル・

リオ市長が400年の時を越え再会を果たしました。

2018年、同協会とさくや姫文化使節団共催の

「訪西文化使節団」65名は、支倉常長家14代

当主を筆頭にコリア・デル・リオを訪問し、ハポン

さん達とパレードや文化交流を行い、その結果が、

この度の訪問に繋がりました。

夜の「ウェルカムハポン！夏祭り」では、縁日のし

つらえと市民の手料理でおもてなし。花笠音頭や

フラメンコを共に踊り、「幸せなら手を叩こう！」をハ

ポンさんが日本語、日本人はスペイン語で楽しく

歌いました。その時、ハプニング発生。震度4の地

震が米沢を襲いました。ビックリしたものの、ハポン

さん達の明るさはここでも発揮。バンドの音と共にそ

のまま盛り上がり会は無事終了。里帰りしたハポン

さん達の故郷訪問は、両国民が歴史に感謝し、国

を越えた平和を体感した1日となりました。

15日に訪れた光明寺。写真は8歳の
ダビッ君　
2光明寺の常長のお墓の前で手を合わせました　
36日に訪れた大郷町。常長は、84歳までここに隠れ住んだと
云われています。この地に立つ支倉常長像は、コリア・デル・リ
オのものとまったく同じ。一緒に写っている大郷の舞踊会の皆
さんは、支倉常長公追悼の舞を披露
4仙台勝山館にて挙げられた神前式
5瑞鳳殿にての伊達泰宗様とハポン会長

1

2

来日記念式典

浴衣と甲冑着用のハポンさん

花笠音頭の
ハポンさん

市民の手料理でおもてなし

〈協力団体〉日西支倉常長協会/ハポン･ハセクラ後援会/支倉常長日西文化協会/日西観光協会/ミキ・トラベル/さくや姫文化使節団

私達ハポン姓21名の日本訪問は、支倉常長家14代ご当主

や下平さんほか、日本の友人達にご同行いただきました。

私達は、先祖が日本人であったことを表す「ハポン」の名を

誇りに思っていますので、この滞在には深く感動しました。中で

も仙台でのフアン・カルロス夫妻の神前式は、日本で初めてハ

ポン姓の者が結婚式を挙げたという、歴史的に重要な出来事

となりました。私達は自らと日本との歴史的な絆を自覚していま

す。日本は、コリア・デル・リオのハポン姓を誕生させた国です

ので、感謝の気持ちはこれまでも今後もいつまでもあります。お

もてなしいただいた各地の皆様に、心から感謝を申し上げます。

フアン・フランシスコ・ハポン（日西支倉常長協会会長）

宮城県仙台市
文 / 寺田美穂子（ハポン・ハセクラ後援会）

8月5日から9日まで、ハポンさん達は宮城を来訪。

4つ以上はあるとされる常長の墓

支倉常長のお墓は少なくとも4つ以上はあると云

われます。禁教後に帰国した常長は2年後に亡く

なり、伊達家菩提寺の光明寺に葬ったと、伊達政

宗公は江戸幕府に報告。しかし、遠く離れた場所

にこっそり隠遁させたと思われる状況証拠が大郷

町で発見されています。さらに山形の米沢で生ま

れた常長が支倉家の養子となった後、幼少期を過

ごした川崎町の支倉家領地には隠れキリシタンの

痕跡があります。それぞれに常長を祀るお墓があり、

ハポンさん達はそれぞれ表敬訪問し大歓迎されま

した。

5日は、青葉城址、東北大学、そして仙台市博

物館も訪問。支倉家の家宝の多くはこの博物館に

所蔵されています。6日夜は各家庭でホームステイ

をして交流を深めました。7日は伊達家ゆかりの仙

台勝山館にて、ハポン・ハセクラ後援会が主催し

たフアン・カルロス・ハポンさんとジョランダ・メラー

ドゲラさんの神前式があり、羽織袴の新郎に白無

垢姿の新婦が日本語で誓いの言葉を述べました。

同日夕方、伊達政宗公の霊廟「瑞鳳殿」の七夕ナ

イトへ。ここで伊達家18代ご当主の伊達泰宗様

がハポンさん達をお出迎えくださいました。400年

を超えた再会です。8日は、サン・フアン・バウティ

スタ号が出帆した月浦港、サン・ファン館、松島円

通院を訪れたほか、石巻市長や女川町長を表敬

訪問。日本最後の夜は女川で地元の皆さんとフラ

メンコを踊り、楽しみました。

2019.8.4

2019.8.5

YONEZAWA

SENDAI

今回21名のハポンさん達がコリア・デル・リオから来日。東北の支倉ゆかりの地を巡ったほか、それぞれの都市の歴史観光、ラーメン、カラオケ、メイド喫茶まで、

さまざまな日本文化を体験。たくさんの地元の人達の温かいもてなしのおかげで、彼らも充実した日々を送ることができたようです。

3

4

5



株式会社オーデックス・ジャパン 〒 108-0074 東京都港区高輪 4-1-22

バスクの貴公子テルモ・ロドリゲスとの
コラボで誕生。日本の「わび・さび」の
概念を反映させた2つの特別なボトル。
wassanova（赤）は京料理にも良く合い、
ラベルは美しい嵯峨野の紅葉をイメー
ジしています。wabisamba（白）は、寿
司に良く合うテルモのワイン「BASA」が
ベースとなっています。ラベルは北海道・
富良野の冬、そして雪を表現しています。

wassanova（赤）
定価2,090円

Esprit 樹 ki（赤）
定価1,650円

Esprit 樹 ki（白）
定価1,650円

M2（赤）
定価4,950円

wabisamba（白）
定価2,090円

ミシュラン星付きレストランの料理人から
ワインメーカーに転身したルネ。彼はフラ
ンスの日本食レストランでのベストセラー
ワイン「Tursan Sushi」を手掛け、大成功
を収めました。日本人の味覚を良く知る
ルネとオーデックス・ジャパンのコラボで
誕生した「Esprit 樹 ki」。フランスの名産
地トゥルサンの森の樹で採れたぶどうの気

（esprit）。新しい発見をお楽しみください。

高級ワイン産地として名
高い、リベラ・デル・デュエ
ロで生産されたテンプラ
ニーリョの赤。同時期に
JALとANAのファーストク
ラス提供の赤ワインとし
て採用された実績を持ち、
程よく樽熟成されたリッ
チな味わいを楽しめます。

赤とんぼ（赤） 
定価1,980円

バレンシア南西部の注目
ワイナリー、セィエル・デル・
ロウラの赤ワイン。この
ワイナリーは絶滅危惧の
バレンシアの地ぶどうマ
ンドーを復活させました。
NHK テレビ「旅するスペ
イン語」でも紹介されま
した。

本セット

日本のおうちワイン
エスパニョールそして税込 

送料無料！
（通常：1,100円）

10,000
通常：14,410円

円

オーデックス・ジャパン
社長のニーノです。

のNino

株式会社オーデックス・ジャパン 〒 108-0074 東京都港区高輪 4-1-22

TEL: 03-3445-6895　glasshouse@odexjapan.co.jp

【お問い合わせ先】 



ドス

オーデックス・ジャパンのスペース「glass house dos（ドス）」は品川駅から徒歩10分の高輪4丁目にあります。閑静な住宅地にあり、景観抜群のロケーションです。晴れた日には外のテラスでのんびりくつろぐことができます。オーナー Nino のこだわりで、電気とエアコンがありません。なるべく自然に近い状態の方が居心地が良いと感じています。このスペースを「Museo Telmo Matador」オープンの前に限り、スペイン文化活動のために貸し出しします。フラメンコや地中海の食文化イベント、文化・教養講座などに是非お役立てください。

 期間限定で無料*でお貸しします。

glass house dos

Museo Teimo Matadorとは：

1995年創刊の雑誌『マタドール』は、アルファベット順のタイトルで年に1度だけ発行されるスペイン発アート・

マガジン。読めるのは会員のみで、絵画や写真、音楽など、スペインで見出された最高クラスの芸術文化

を世界に発信しています。過去には『エル・ブジ』フェラン・アドリアの料理をモチーフとした作品と、ピータ

ー・シセックのコラボレーションも実現。シリーズの1つ「I:ORIENTE」では日本人写真家の杉本博司、荒

木経惟、今道子、森村泰昌らを大きく取り上げ、さらに坂本龍一とアルヴァ・ノト（ドイツのエレクトロニック

系ミュージシャン）コラボレーションCDも付録。エグゼクティブクラスや意識の高いライフスタイルを

求める人々を対象として発行している本誌出版社の副社長を務めているのが、テルモ・ロドリ

ゲスです。テルモは本誌と関連して「著名な現代アーティストがラベルを描き、それに

合わせて選ばれた造り手が特別なワインを生涯に一度だけ作る」というプロジ

ェクトを毎年監修。雑誌とともに、アート作品としての価値がつき、世界

中の現代アートコレクターや美術関係者もこぞって手に入れよう

とするほどの希少性の高い超限定生産ワインが、雑誌と

同名のボトル「マタドール」なのです。

春は桜とハナミズキ、夏はさるすべり、秋は紅葉、冬はシジュウカラ

の鳴き声、穏やかな時間の流れを感じながら、四季折々の景観を

楽しめます。都会の喧騒から離れ、心が癒されます。

太陽の下でのフラメンコはなんとも言えない気持ち良さを味わえます。

テルモ・ロドリゲス

そして、今、都会の大自然で、
たとえばフラメンコ！

詳しいお問い合わせ先として

イベントに参加される方お一人につき、
Telmoとのコラボワイン、スペイン産「Nino
の日本のおうちワイン」wabisambaまたは
wasanovaを1本1,900円（税抜）ご購入い
ただくだけです。

建物敷地面積
33㎡［3.6m ×9.1m］

令和2年
11月21日

OPEN! 

MUSEO
TELMO
MATADOR

* 利用条件
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　マドリードに、サッカーのレアル・マ

ドリードの選手たちにピザの出前をして

いるというイタリアンレストラン「ドン・

ジョバンニ」がある。オーナーは、イタリ

ア人の名物シェフ、アンドレアさん。こ

こで働いているのは、ほとんどが移民だ。

　アンドレアさんは、Cocina Conciencia

プロジェクトの理念に賛同し、2017年

から、移民の若者たちを受け入れている。

移民の若者たちを支援する「ライーセス

財団」が全国の一流シェフに呼びかけて

始めたこのプロジェクトは、移民の若者

が抱える問題を理解し、各レストランが

社会的責任として、若者に職を提供する

というものだ。それは彼らに居場所を与

え、社会人としての自覚を促していく。

良心のキッチン コシーナ　コンシエンシア

「Cocina Conciencia」
写真・文　篠田有史

MADRID
マドリード
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1 オーナーシェフ・アンドレアさん
2 「ドン・ジョバンニ」入口
3 店内
4 Cocina Concienciaプロジェクトの創始者ルルデスさん
5 アンドレアさんを挟んで、スンドール（左）とレドワン（右）
6 厨房での調理の様子
7 バングラデシュから来たスンドール
8 プレート「ウォヴォ・ミレジメ（ビンテージエッグ）」（左）と水

牛の燻製モッツァレラチーズ（右）
9 ピッツァ・アンドレア

DON GIOVANNI
Paseo de Reina Cristina, 23 (posterior)  
28014 Madrid
Tel: +34 914 348 338
www.dongiovanni.es

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。

現在、スペインの30のレストランで、50

人以上の若者たちが働いている。

　スペインへは、さまざまな国から移民

がやって来る。言葉が同じ中南米からの

移民は、婚姻や家族の呼び寄せなど合法

的な場合が多いが、アフリカなどから来

るのは、ほとんどが密入国の若者たちだ。

彼らは、まともな仕事もなく、夢も持て

ない祖国を捨てて海を渡る。しかし、現

実は甘くはなく、捕まれば施設に収容さ

れたり、強制送還されたりする。未成年

なら在留許可が下りて支援を受けられる

こともあるが、成人した時、自立生活を

送るためには、職を見つけて労働許可を

得なければならない。

「ドン・ジョバンニ」では、現在、モロッコ

とバングラデシュから来た2人の若者が

働いている。レドワン（23）は、14歳の時

にモロッコを出て、アフリカの北の端に

あるスペイン領セウタに潜り込んだ。が、

捕まりセウタの施設で３年を過ごした。

その後、スペイン本土へ密航し、マドリ

ードにたどり着く。働き始めて2年経つ

彼は、「厨房の雰囲気はいいし、仕事は楽

しい。まじめに働いて、いつか故郷に自

分のレストランを作りたい」と笑顔で夢

を語った。
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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 6
ファンダンゴ（3）

前号までは芸術音楽の分野におけるファンダンゴを中心にみてきたが、その元にはもちろんフォルクロー
レとしてのファンダンゴがある。前々号では、スペイン各地に「ファンダンゴ」が存在し、地域によっては他の
民俗舞踊・音楽とも相互に影響し合っていることをご紹介した。

フォルクローレとしてのファンダンゴは男女ペアで踊られるのが
一般的だ。アンダルシア・タイプのファンダンゴの音楽は形がほぼ
共通していて、「バリアシオン」もしくは「イントロドゥクシオン」と
呼ばれる楽器演奏によるセクションと、コプラ（唄）によるセクショ
ンでできている。コプラには、スペインの民俗音楽でよくみられる「8
音節4行詩」（2行目と4行目で韻を踏む）が用いられている。その
他、和声進行などにも共通の傾向がみられる。

アンダルシアのファンダンゴは特に、フラメンコ音楽とも密接な
関係があることは、多くの皆さんが推測するところかと思う。フラ

メンコ化したファンダンゴはもっとも原初的なカンテとされ、よく知られているのはファンダンゴ・デ・ウエル
バだろう。ファンダンゴ・デ・グラナダ、ファンダンゴ・デ・ルセーナあたりもポピュラーだ。挙げた順に、アンダ
ルシアのウエルバ県、グラナダ県、そしてコルドバ県で誕生もしくは発展したため、各地域の名がつけられて
いる（ルセーナは、コルドバ県の基礎自治体）。金や銅が採れたアンデバロ鉱山地域と深いかかわりがある
ウエルバのファンダンゴだけをとってみても多数のバリエーションがあるし、マラゲーニャやロンデーニャを
はじめとする「ファンダンゴ系」の曲種を入れていくとさらに増えるので、バリエーションの全体数はなかな
かすごいことになる。恐るべし、ファンダンゴ。

パリージョ（カスタネット）もついて華やかなファンダンゴは、フィエスタにも適したナンバーだ。踊りの雰
囲気も快活なのだが、曲調はどこかメランコリック。私が続けているフラメンコレッスンでも、セビジャーナス
と同様に基礎的な定番曲となっていて、時々パリージョ練習を兼ねて踊ることになる。師匠の編み出すパリー
ジョは複雑で凝っていて、「これを完璧にやれたらかっこいいだろうな」とは思うのだが、あまり練習していな
いせいか（いや、9割方それが原因）なかなかうまくいかない。フラメンコのカスタネットは、縛って輪状にし
た紐を2本親指にはめて締め、対のカスタネットがパカッと開いた状態にするのだが、私は親指がうまく内
側に折り込めず押さえが甘いため、残りの指で打つときに小指がパリージョから外れやすいのである。そう
いえば、マドリードに住んでいるときに10ヶ月ほど通ったスペイン舞踊クラスの先生は国立バレエの団員で、「暇
があればパリージョを手にはめて、テレビを見ながらでも鬼のように練習した」と言っていた。やはり何事も、
努力の賜物であることをあらためて思い知る私である。
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フランスの画家ピエール・シャスラ作《ファンダン
ゴ》（1810年頃）



 かなり話がそれてしまった。このへんで、かつてのスペインの植民地に
目を転じてみよう。

17世紀以降、中南米のスペイン語圏では、人々が歌と踊りと演奏で
盛り上がる宴が「ファンダンゴ」と呼ばれていたことは前々号で述べた。
それは踊りを指す言葉としても使われていたが、次第に地方色が打ち
出されて、固有の呼び名に変化していった。その一例が、ベネズエラの「ホ
ローポ」である。

ホローポの最大の特徴は、3拍子と2拍子が同時進行するような複
合的リズム構造である。ちなみに3拍子と2拍子の合体は、南米の多く
の民俗音楽にみることができるもので、スペインから伝わったリズム要
素が当地で発展したものと考えられている。ホローポは3種類に大別されるのだが、そのなかでも王道のイ
メージがあるのは「ホローポ・ジャネーロ」と呼ばれるタイプ。これがジャーノ（大平原）の美学が結晶した芸
術表現だと知れば、アルゼンチンのパンパ（大草原）に生きたガウチョたちの美学や生き様がミロンガに込
められていたことと大いに通じるように思うのだ。そういえば、ベネズエラではカウボーイのことをジャネーロ
という──

さてそのジャーノ・スタイルのホローポに、「ファンダンゴ」にとても近い曲種がある。特に「パハリージョ」は、
その調性、ミの旋法、循環和声、メロディの変奏などの点で、18世紀スペインにおいて「ファンダンゴ」と呼
ばれていた音楽の形を残していて大変興味深い。ホローポは、音楽形式の枠は決まっているものの即興演
奏が基本、アルパとクアトロの即興バトルなど聴いていると、同じように興の乗るままボルテージが上がって
いくファンダンゴの興奮もさもありなん、と想像してしまう。
 

スペインの植民地は、アジアにも存在した。それは、国名がスペイン国王のフェリペ2世にちなむフィリピ
ンである。1521年、ポルトガル人マゼラン率いるスペイン艦隊が太平洋を横断してフィリピンに到来、改宗
と服従を強要するが抵抗に遭って撤退。その後サラゴサ条約（1529年）などを経て、16世紀後半にはフィ
リピン諸島の大部分がスペインの領土となった。以後約3世紀にわたりスペインの支配下にあったフィリピ
ンには、言語をはじめスペイン文化の様 な々要素が伝わり、フィリピン仕様になっていった。そのなかに、「ファ
ンダンゴ」からの派生とされる民俗舞踊も認められるのである。それはタガログ語で「Pandanggo」と呼
ばれるもので、やはり様々なタイプが存在する。なかでも知られているのがミンドロ島の「Pandanggo sa 
ilaw」で、カスタネットではなくオイルランプを手に（頭の上に載せることもある）優雅に踊る姿が印象的だ。
現在のパンダンゴ音楽を聴いてみると、ホタとファンダンゴをミックスしたうえ、哀調を帯びたアジア風にし
たような趣か。フィリピンに行ったなら、ぜひ生の楽器伴奏で観てみたいダンスである。

フィリピンにまでたどり着いたところで、ハバネラに負けず劣らず世界を旅したファンダンゴのお話はひと
まずおしまい。次はどんな舞踊が登場するか、お楽しみに！

Información
★11月3日（日・祝）15時～  　山村有佳里フルート・ピッコロリサイタル【ピアノ共演】 

　（京都・バロックザール）

★11月18日（月）～25日（月）  　「下山静香とめぐるキューバ　～ハバナ＆サンティアゴ・デ・クーバ～」

　郵船トラベル

★12月7日（土）14時～予定　　 駒場松桜会コンサート【ギタリスト河野智美・益田正洋と共演】 

（東京オペラシティ リサイタルホール）

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 11 枚、共
著は 10 冊以上を数える。単著『裸足のピアニスト』、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・アルゼンチン編　好評販売中！
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ベネズエラの画家エロイ・パラシオスによる
ホローポの画。描かれている楽器は左から
クアトロ、アルパ、マラカス



vol.10
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。

地中海を見下ろす展望台「ヨーロッパのバ
ルコニー」のあるネルハから北東に約5km進
むと、山間にある白い壁の村フリヒリアーナに
到着する。村中は小さな坂道や階段が延び、
よく手入れされた白い壁、窓辺に咲くベゴニア、
ゼラニューム、ハイビスカスが、旅人に心を込
めたおもてなしをしてくれる。

白い村並みの向こうに地中海が見え、どこ
を見ても絵になる場所だ。地元の民芸品の
お店では陶器、織物、手編みの籠などが並ん
でいる。

空気のきれいな山道をのんびりと散策し、
山頂のカフェテラスからは村が一望できる。

Frigiliana 
白壁の家と花の通り

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。

Frigiliana, Málaga
マラガ県フリヒリアーナ

水彩画だより

花のある通り 花のある屋上 花のある窓辺

最初に覚えたスペイン語の単語が『ニンニク』だという人
は関西人に多い。関西人にとって、これほど愛着のある言葉
はないからだ。親に「アホたれ！」と怒鳴られても「やっぱり息子、
血は争えんし」という限りない愛情が滲み出し、失敗して同僚
に「アホやのぉ」と言われても「怒るに怒れないしょうがない奴」
という残念賞がつく程度、恋人同士が「もう、アンタのアホ！」
と言ったところで、「だから、あなたが好きなのよん」と精々ハー
トマークしか飛ばない。関西弁と関東弁で「アホ」＝「バカ」
と自動翻訳できるほど単純なのもではない。「アホ」には「バカ」
にはない愛が染み込んでいる。

いきなり脱線してしまったが、その『アホ』こそが、スペイン
料理には欠かせない食材『ニンニク』なのだ。近年、スペイン
料理の代表としてパエリアと頂点を競っている『アヒージョ』。
単語を分解すると、ニンニクajo+ 示小語 illoであり、その名
の通り、小さく切ったりスライスしたりしたニンニクが必須で、『ア
ヒージョ』とは本来、ニンニクの香りをしっかりつけたオリーブ
オイルを使った調理法をさす。

つまり、『アヒージョ』のポイントは、ニンニクとオリーブオイル（時
として唐辛子もプラス）であって、最近よく見かける、カスエラ（土
鍋）の中でオリーブオイルがグラグラ煮立つビジュアル的なイ
ンパクトに押されて、主役であるニンニクの影が薄い『アヒー
ジョ』ではない。
　ニンニクを効かせた多めのオリーブオイルで鶏肉や兎肉を
こんがりと焼き付け、残ったオイルを使ってワインやレモンなど
でソース仕立てにした料理も『Pollo al ajillo』『Conejo al 
ajillo』と呼び、『Almejas al ajillo』に至っては、ニンニクだ
けでなく唐辛子を効かせたオリーブオイルに、下処理をしたア

サリを加え手早く殻を開かせ、サッと火が通ったところで盛り
付ける。いずれもカスエラに入って出てこない。たかが『アヒ
ージョ』とて、調理バリエーションは広い。
　これが、日本に上陸するなり、スペインでは思いもつかない
ような食材が『アヒージョ』に変身してしまうのだから面白い。
個人的に、牡蠣のアヒージョは日本が生んだアヒージョ文化
の傑作だと思っている。スペインでは見れない日本のオリジナ
ル版。アレはお世辞抜きで美味しい。
　ただ、ニンニク風味のオリーブオイルになら何を入れてもい
いというものではない。カマンベールチーズのアヒージョなん
かはスペイン人にはショックが強すぎて、自国グルメ愛の強い
彼らのことだから炎上してしまう可能性がある。せめて、たこ焼
きマシーンでひっそりと楽しむようにお願いしたい。
　古代エジプトを起源とするニンニク。紀元前 3000年頃の
古代エジプト王朝時代には「不老不死の薬」として重宝され、
クレオパトラも食べていたのだとか。さらに、その精力強壮効
果を目的に、当時、ピラミッドの建設という重労働に従事した
奴隷にも与えられたという。ツタンカーメンの墓からも複数の
ニンニクが発見されたという。以後、ローマ人によってイベリ
ア半島に持ち込まれたスペインでのニンニク生産量は現在、
世界第 4位。ヨーロッパではトップに位置づけられている。ち
なみに、世界第 1位の中国の生産量は全体の約 8割を占め
る。
　ドン・キホーテの中にも登場するニンニクの国スペイン。ひ
ょっとするとトラブルをトラブルだと思わないスペイン人の底力
は、ニンニクパワーによるのかも？　なんてあるわけがない。

スペイン味うぉっちんぐ
第 5 回　ニンニク

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のち、

「食」や暮らしに関するコラムやレシピ執筆。様々な業務経験を経て、
現在、バレンシアを拠地に飲料、食材・食器の輸出、卸販売ほか、スペ
インの「食」をトータルで日本へ届ける『オルカ・スペイン』代表。ブロ
グ媒体を通してスペインの内側から見る「食」を紹介するほか、体験
版グルメツーリズムにも積極的に取り組んでいる。執筆依頼も可。

⃝スペインの「食」を日本に届ける
　『オルカ・スペイン』
　www.orkaspain.com
⃝スペイン「食」の案内人のnote
　note.mu/viveahora　
⃝お問い合わせ先
　orka@orkaspain.com

Gambas al ajillo（上） と Almejas al ajillo（下）。
どちらも「アヒージョ」。Al ajillo はあくまでも調理
法であって、料理名ではない

エコロジー栽培による黒ニンニク。白ニンニクを高
温、高湿の一定の環境に置くことで熟成し黒くなる。
健康面でも非常に効果が高い。匂いが少なく辛味
もないので、蜂蜜と合わせてペースト状にして売ら
れていることも（輸入にご興味のある方は片岡まで）

40 スペイン情報誌 acueducto



滋賀へ帰省した際、たぬきの焼き物で有名な
信楽焼の陶芸体験をしてきました。一塊の粘土
を前に、どんな形にしようか？　完成したら何を
入れようか？　とワクワクしながら手びねりして
いくのが面白かったです。私の側でたぬきの絵
付けをしていた息子が丸めてくれた玉をまわりに
くっつけて、オリジナルの器が完成♪ 2ヶ月後、
青磁色に焼きあがって届くのが楽しみです！

Kaname Ikemoto

Álex Colominas

梅田にある阪急三番街のスヌーピータウン
ショップへ行きました！　スヌーピーファンには
たまらないお店ですね。服、日用品、プレゼント
……何から何までグッズが勢揃い。スヌーピー
が好きならぜひ一度行ってみてください！

今年の夏、石川県の山で息子と一緒に、生ま
れて初めて甲虫捕りをしました。日本では大人
気のカブトムシやクワガタですが、スペインでは
嫌われています。理由は、見た目が、 アノ虫に
似ているからです……。だから来日したスペイン
人は皆、日本の少年少女がカブトムシやクワガ
タに夢中なのを見てビックリしています！　私は、
ようやく苦手意識がマシになってきました。

Alejandro Contreras

今年は庭で畑で海で川で、たくさんBBQをした
夏でした。実家で採れた新鮮野菜とこんがり焼
けたお肉にお酒があればもう最高！　田舎の空
気と自然、おいしいご飯でリフレッシュできた夏
休みでした。

Mayu Tsuji

僕の好きな生物の1つはクラゲ。動物園や水
族館で見かけるたびに、たちまち虜になって見
入ってしまいます。スペインではテネリフェ島の
ロロ公園がお気に入りの観察スポット。直近の
バケーションで訪れた時は、ここで朝から何も考
えず、ひたすらクラゲをカメラで撮り続けていまし
た。クラゲ観察、ストレス解消になるのでおすす
めします。

Mikel Berradre

夏は京都府南丹市の美山「かやぶきの里」へ。
日本の原風景の中で、の〜んびりと過ごしまし
た！　ここで食べた蕎麦はとても美味しかったで
す。ここの「ちいさな藍美術館」には、世界各国
から集めた藍染のコレクションが展示されてい
ましたが、メキシコのものもありました。藍染はグ
ローバルですね。スペイン語では「藍」は añil 
または índígo と書きます。

Nagisa Miyata

馬は、雄牛と並んで、スペインに昔からいて尊重
されている動物です。戦争や運搬のために重用
されていました。スペインには多様な在来馬が
生息していますが、最も有名なのはアンダルシ
ア馬です。スペイン純潔種とも呼ばれ、国内の
馬牧場の10 % がこの種を育てています。強く
賢い中型馬でたっぷりとした鬣と尻尾が立派で
す。僕は、世界中で最も美しい動物の1つが、こ
の馬だと思っています。

Jesús Ángel Martín

スペイン情報誌『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♪

読者アンケート

右の回答項目を添えて、ハガキまたはメールで弊社までお送りく

ださい。

有限会社 ADELANTE「acueducto 編集部」
〒 530-0001
大阪市北区梅田 2-5-8 千代田ビル西別館 2F 
info@acueducto.jp
応募締切：2019年11月29日（金）消印有効

今号の『acueducto』はいかがでしたか？　読者アンケートにお答えいただくと抽選でプレゼントが当たるチャンス！

皆さまからいただいたご意見は今後の誌面制作の参考にさせていただきますので、ぜひお寄せください。

【回答項目】

1. 今号特集への評価とご感想

2. 特集以外で特に良かった記事へのご感想

3. 今後とりあげて欲しいテーマ

4. 本誌を知ったきっかけ

5. 本誌の入手先・入手方法

6. その他、本誌全体へのご意見・ご感想

アンケート送付＆読者プレゼント応募方法

回答いただいた方から抽選で当たる！

紅茶専門店ラクシュミー

極上はちみつ紅茶 2g × 25 包（3 名様） 
提供：株式会社 Feliz Te’

acueducto.jp のア
ンケートページか
らも簡単に応募で
きます♪

私は、故郷コルドバの郷土料理サルモレッホ
が大好物♡　作り方はシンプルで、材料はトマ
ト、たくさんのパン粉、オリーブオイル、ニンニク
と塩。飾り付けに細切れのハモンやゆで卵を散
らします。起源はイスラム帝国だそうですが、新
大陸からトマトがもたらされなかったら発明されな
かったはず。コルドバに来たらぜひお試しあれ！　
この街には「El Salmorejo 通り」もあります。

Cristina Osuna

41acueducto.jp



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

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

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

NEW! 

SIELE準備コース 

開設！！

8月28日に開催されたラ・トマティーナ(トマト祭り)ツアーの様子をリポート

します!

トマト祭りはバレンシア郊外の人口1万人にも満たないブニョルという小さ

な村で行われることをご存知でしたか? 

トマト祭りへ参加するなら、エスパニョレIHバレンシアにスペイン語留学を

して、仲間たちと一緒に参戦してみてはいかがでしょうか?

T.I. さん 

テレビやガイドブックで必ず一度は見たこと
のあるトマト祭り。

実際に体験できて日常では味わう事のできな
い日本の概念を覆すCRAZYなお祭りでした。

人に物を投げるな。食べ物を粗末にするな。
押すな。汚すな等々の概念を覆し、コンプライ
アンスの厳しい日本ではまず、考えられない
お祭りだと思い、スペインという陽気で人生
を謳歌している人達が多く住む国だからこそ
成り立つお祭りだと思いました。

一度は必ず行ってみたいと思っていたので、
とても良い思い出になりました。

最後に 「 後片付けはどうやってするんだろう 」 
という謎が残りました。

M.K. さん 

日本では決して体験できないような祭
りだなと感じました。実際参加してみ
ての熱気は本当に忘れられない思い
出となりました。

 
年に一度の大イベントをスペイン語を
勉強しながら参加できてよかったです。 
学校で出会った友達とのいい思い出
になりました。

S.M. さん 

たくさんの人が来ていて大賑わいで
した！トマトがトラックから投げられた
り、みんなが最後ぐちゃぐちゃになって
トマトを投げあう姿は圧巻でした（笑）

とても貴重な体験です！人生で一度
は体験しておくべきだと思います。

La Tomatina
トマト祭りツアー
〜エスパニョレ IH バレンシアのアクティビティでトマト祭りに参加しよう〜

トマト祭りツアー 〜 La Tomatina 〜トマト祭りツアー 〜 La Tomatina 〜

エスパニョレ IH バレンシアでは週に6日アク
ティビティが行われます。 

8月の最終水曜日は、年に1回のお楽しみ、 
ラ・トマティーナのツアーへ！！  
 
学校からはアクティビティとして貸切バスで
行きます。なんと今年の参加者は学校からだ
けで60人‼︎ 
 
親しいクラスメートやスタッフと一緒に参加
でき、お祭り参加中の荷物も預けておけるの
で安心です!

アクティビティカレンダー

アクティビティ責任者  
LIDIA



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

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

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

NEW! 

SIELE準備コース 

開設！！

8月28日に開催されたラ・トマティーナ(トマト祭り)ツアーの様子をリポート

します!

トマト祭りはバレンシア郊外の人口1万人にも満たないブニョルという小さ

な村で行われることをご存知でしたか? 

トマト祭りへ参加するなら、エスパニョレIHバレンシアにスペイン語留学を

して、仲間たちと一緒に参戦してみてはいかがでしょうか?

T.I. さん 

テレビやガイドブックで必ず一度は見たこと
のあるトマト祭り。

実際に体験できて日常では味わう事のできな
い日本の概念を覆すCRAZYなお祭りでした。

人に物を投げるな。食べ物を粗末にするな。
押すな。汚すな等々の概念を覆し、コンプライ
アンスの厳しい日本ではまず、考えられない
お祭りだと思い、スペインという陽気で人生
を謳歌している人達が多く住む国だからこそ
成り立つお祭りだと思いました。

一度は必ず行ってみたいと思っていたので、
とても良い思い出になりました。

最後に 「 後片付けはどうやってするんだろう 」 
という謎が残りました。

M.K. さん 

日本では決して体験できないような祭
りだなと感じました。実際参加してみ
ての熱気は本当に忘れられない思い
出となりました。

 
年に一度の大イベントをスペイン語を
勉強しながら参加できてよかったです。 
学校で出会った友達とのいい思い出
になりました。

S.M. さん 

たくさんの人が来ていて大賑わいで
した！トマトがトラックから投げられた
り、みんなが最後ぐちゃぐちゃになって
トマトを投げあう姿は圧巻でした（笑）

とても貴重な体験です！人生で一度
は体験しておくべきだと思います。

La Tomatina
トマト祭りツアー
〜エスパニョレ IH バレンシアのアクティビティでトマト祭りに参加しよう〜

トマト祭りツアー 〜 La Tomatina 〜トマト祭りツアー 〜 La Tomatina 〜

エスパニョレ IH バレンシアでは週に6日アク
ティビティが行われます。 

8月の最終水曜日は、年に1回のお楽しみ、 
ラ・トマティーナのツアーへ！！  
 
学校からはアクティビティとして貸切バスで
行きます。なんと今年の参加者は学校からだ
けで60人‼︎ 
 
親しいクラスメートやスタッフと一緒に参加
でき、お祭り参加中の荷物も預けておけるの
で安心です!

アクティビティカレンダー

アクティビティ責任者  
LIDIA



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

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
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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

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 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


