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私の道に El español en mi camino
スペイン語があって。
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ADELANTE

スペイン語が話せなくても
参加できるイベントもあり♪
ネイティブの先生や

特別クラス

スペイン好き仲間と
交流したい方大歓迎です！

スペイン語教室 ADELANTE では、教養を深めながらスペイン語能力をアップできる特別クラスを随時開講しています。
レギュラー受講生の方以外でも参加可能。ご家族・ご友人を誘ってお気軽に受講いただけます！

過去に開講した主なテーマ

会話

文化

食

試験対策や会話力アップに！

あなたの舌で美食を体感！

旅行前に知っておこう！

ディベート

ワイン

お祭り

ゲーム

料理教室

自然な話し方

食文化レクチャー

バスク語

料理人向け
スペイン語コース

カタルーニャ語

参加者の声
●一番好きな建築家ガウディの建物についてスペイン人の先生から話を聞けたのはとても興味
深かったです。今まで色んな本を読んだり現地で見学したりしましたが知らないこともたくさ
んありました。
（2019 年 3 月開講「スペインの歴史と芸術〜バルセロナ近現代建築の旅〜」）
●すごい異文化体験ができました。料理の食材の組み合わせが日本人には絶対できない発想だ
と思いました。3 時間のクラスでしたが、受けてみると長さを感じませんでした。（2019 年 4 月
開講「バスク地方の観光と文化」）

アート
歴史
現地の生活

特別クラスの
テーマ・開講日は
www.adelante.jp で
告知しています。
気になるクラスへ
お気軽にご参加ください♪
お問い合わせ

大阪校

神戸校

TEL:06-6346-5554 TEL:078-230-2022
大阪市北区梅田2-5-8 千代田ビル西別館２Ｆ

神戸市中央区磯辺通1-1-18 カサベラ国際プラザビル9F

info@adelante.jp
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En estos 10 años de publicación de la revista ACUEDUCTO, hemos vivido
un amplio desarrollo de contenidos y diseño. Lleg ados a este punto
hemos tomado una meditada decisión que creemos consecuente con la
constante evolución de esta revista: la finalización de la versión en papel.
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celebrar con vosotros, nuestros fieles lectores, muchos aniversarios más.

Colaboradores:

スペイン情報誌『acueducto』はこの 10 年間で、内容とデザインともに大きく進
展させることができました。本誌の持続した発展のために、私たちは熟考の末、紙
媒体での発行は今号を最後とする結論となりました。
現代において必要とされていることですが、印刷による二酸化炭素の排出を抑え、
気候変動の問題に取り組むべきだと考えています。
しかしながら本誌はオンライン・デジタル版で引き続き公開していきます。親愛
なる読者の皆様とともに、さらなる発展を積み重ねていくことができればと願って
おります。
編集長 坂東省次
発行人 コントレラス・アレハンドロ

スペイン 語 の 本 ＆ 雑 貨
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学習歴：6年

学習歴：2年

Dos
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N.Kさん

世界で 5 億人以上の話
者がいるスペイン語はあな

たの世界を広げます。これ
まで以 上に交 流の輪が 広
がったり、新しい知識を得

たり。少しでもご興味をお
持ちの方は、ぜひ大阪と神
戸にあるスペイン 語 教 室

ADELANTE ヘ！受講生の皆
さんはさまざまなきっかけ
で学習を始め、楽しく続け

られています。

退職後、それまでの仕事中心の生活を抜け

S.Mさん

スペイン語を始める前は、海外旅行で隣の

出し、新しいことを始めようと学び始めたス

席に座った外国人の会話や、日本で道を歩い

が、これが楽しかった！自分でも驚くくらい

した。でもスペイン語を学び始めたら、会話

ペイン語。全くのゼロからのスタートでした
ハマりました。なぜこんなにハマったのかと
考えてみると、レッスン中は先生たちからの
褒め言葉が多く「よし次も！」というポジティ

ブな気持ちになれるからだと思います。スペ
イン語の勉強ではネガティブな発想は出てき

ません。また、ADELANTE のワインクラブや
料理教室でご一緒した方々と知り合えたこと

もハマった理由の 1 つです。皆さんそれぞれ

楽しんでおられることに、大いに刺激を受け

ていた外国人旅行客の会話を聞き流していま

している内容が耳に飛び込んでくるのです。
気になるので話しかけると Estoy estudiando

español から始まります。皆気さくに会話し

てくれます。スペイン人だったり中南米の人

だったり……。自分の語彙力の無さに凹みま
すけど。勉強時間に比例して語学力が UP する

と思いますので、これからも続けようと思っ
ています。

ました。私はスペイン語を学び始めて 1 年半

で、人生初の海外一人旅・初留学をしました。
スペイン語を学ぶことで、もっと知りたいと
知的好奇心をくすぐられ、新たなことに挑戦

する気持ちをいっそう掻き立てられています。

¡Disfrutamos el español!
学習歴：5年

学習歴：6年

学習歴：2ヶ月

M.Sさん

H.Kさん

A.Yさん

Cinco
años

私は大学でスペイン語を専攻していました

私には 40 年以上スペインに住む友人、日本

Dos
meses

50 分の有料体験レッスンを受けた時、すご

が、結局スペインに行くことはないままでし

人夫妻がいます。奥様は有名なサッカーチー

く充実した内容でみっちりとしていただけた

ペインに行き、現地の学校で 1 週間勉強しま

15 年前に初めてスペインに行った時、たまた

思いました。初心者の私はプライベートレッ

た。ADELANTE で勉強し始めた最初の年にス
した。ドキドキしましたが、いろんな国のク
ラスメートとの授業は刺激的でした。実際に
スペインに行って、自分のスペイン語が通じ
た時はとても嬉しかったです。その後も何回
か短期でスペインに行っています。ADELANTE

では留学サポートがあり、ネイティブの先生

からスペインの情報も聞けるので心強いです。
またイベントや特別クラスで友達がたくさん

できました。スペイン関係の話だけではなく
盛り上がり、会うといろいろな刺激をもらえ
ます。授業でもクラスメートから学ぶことは
多いです。スペイン語で自分の世界が広がっ
たなと思います。
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Seis
años

スペイン情報誌 acueducto

ムの通訳、旦那はカメラマン（たまにガイド）
。
まガイドについたのが彼らで、ゴルフ、絵画、
歴史好きとお互いの感性が合ったのか意気投

合、ずっと話し合った記憶があります。その
後、私は毎年マドリードに遊びに行き、彼も

娘と日本に来て、交友関係が続きました。6 年
前に私はリタイアしましたが、そこでふと考

えました。マドリードに行っても彼と一緒に
行動して日本語での会話。これってなんだか

なァ、そうだスペイン語を勉強しよう。ドキ

ドキしながら ADELANTE のドアをノックした、
67 歳の手習い。あれからもう 6 年、クラスの

仲間は amable, simpático/a で素晴らしい友

達。願わくば、もう少し進歩しないかなァ！
でもまァ、poco a poco で muy bien ！！

ので、絶対ここでスペイン語を学びたい！と
スンを選んでいます。好きな時間で予約でき
ますし、キャンセルも前日まで OK なので予

定を立てやすいです。複雑な表現や文法の分
からないところなど細かく教えていただけま

すし、初心者ながら、スペイン語でスペイン
語を学ぶことで自分の言いたいことをどのよ

うにして伝えたらいいのか、単語が見つから
なくてもそれをどのように説明したらいいの

かと考えるようになり、短期間ですごく力が
ついたように思います。日本人スタッフの方々
も先生方もすごくフレンドリーでアットホー

ムな教室で週に 2 回、通う日が待ちきれない

ぐらい楽しいです。ADELANTE で勉強できる
ことが幸せです。

学習歴：2年

学習歴：3年

K.Mさん

M.Hさん

Dos
años
スペイン語を学ぼうと思ったきっかけは、

学習歴：3ヶ月

Tres
años

私は、以前世間で話題になった「地デジ」の

Tres
meses

T.Nさん

ADELANTE で体験レッスン・入会したのは

仕事に関わっています。このデジタルテレビの

2019 年 9 月 28 日。増税前の駆け込みギリギ

例えばライブに出演する際、エンサージョ（リ

中南米の多くの国でアメリカ方式を押しのけ

とはいっても、単なる思い付きではなく、ス

シャンに踊る曲目、構成についてスペイン語で

から来た研修生の話すスペイン語に触発され

フラメンコ。9 歳から始め 14 年間、スペイン

語の習得が必要だと感じることは度々あった。

ハーサル）が行われるが、スペイン人ミュージ

方式は世界で 4 つほどありますが、
日本方式は、

て採用されています。その関係でベネズエラ

説明できなければならない。実際に初めて行っ

たのが、勉強を始めたきっかけです。初めて

かったと実感した。事前に ADELANTE に通っ

僚の荷物が入国審査で引っかかって延々と時

たスペインでは、スペイン語を学んでいて良

のスペイン語会話は、エクアドル入国時に同

ていたおかげで、現地でスムーズに注文する

間がかかり、迎えのタクシーの運転手に状況

意味、言っていることが理解できて、それを

と喜んだものの、その後は話せない、分から

特に嬉しかったのは、簡単なスペイン語会話

を叩きました。おかげで中南米各国の政府機

ことができ、フラメンコのレッスンでは単語の
踊りに表現できた時はとても嬉しかった。最近
でもスペイン人ミュージシャンと交流関係が

築けたことで、フラメンコライブのオファーを
頂くことができたこと。このように、スペイン

語を学ぶことは私の人生で必要不可欠であり、
人生を豊かにできるツールなのかもしれない。

を説明した、
というものでした。何とか通じた、
ないで、独学に限界を感じて ADELANTE の門

関のウェブサイトにアクセスして地デジ化や

関連情報をどんどん収集できるようになって
助かっています。ということで、スペイン語が

仕事には役立っているのですが、会話のリベン

ジはまだできていないのが悔しいところです。

リセーフといったところでしょうか？（笑）
ペイン語にはもともと興味がありました。ス
ペイン人の友達がいたり、メキシコに高校の
同級生が住んでいたりと、興味を抱く条件は
揃っていたのに、なかなか重い腰が動きませ
んでした。今回皮肉にも増税が後押ししてく
れた形ではありましたが、とても良い機会だっ

たと感じております。スペイン語の学習を始
めて、今まで出会ったことがない方々と知り
合えたことと、スペイン人の友達と覚えたて

ホヤホヤのスペイン語で SNS でやりとりでき
ることがとても楽しいですし、勉強のモチベー

ションになっています。今後はサッカーが好
きなので本場のスペインに旅行して現地で観

戦したり、友達の住むメキシコへ行ったりし
てみたいです。

スペイン語を楽しもう！
学習歴：1年

学習歴：2年

D.Sさん

T.Uさん

Un
año

以前から興味があったものの、なかなか一

Dos
años

スペイン語には大学生の時に出会いました。

歩が踏み出せなかった私のスペイン語を学ぶ

勉強を始めてからスペインに滞在した際、自

験です。アメリカ南部はご存知の通りメキシ

現地の人達と話せることに驚きました。英語

きっかけは度々仕事で訪れるアメリカでの経
コ系も多くスペイン語が第二言語となりつつ

あり、仕事でもスペイン語が飛び交う中、話
せないもどかしさから勉強し始めました。現

在では簡単な「話す」
「読む」「聞く」を理解
し始めています。その甲斐もあってスペイン
語圏の友人が増えて、SNS でもスペイン語を

多用し始めるようになっています。私にとっ
てスペイン語を学ぶことは、今一番必要なこ
とであると言っても過言ではないです。少し
の一歩が変化をもたらしたように、今どうし
ようか考えている人もぜひその一歩を踏み出

してみてください。きっと素晴らしい世界が
待っているはずです。

分が知っている簡単なスペイン語だけでも、
が得意でない私にとっては、母国語以外で自
分の気持ちを人に伝えられる感覚はとても新

鮮で、初めて外国語をもっと上達したいと思

いました。
ADELANTE では、
週 1 回グループレッ
スンに参加しています。クラスでは皆さん楽
しんで学んでいるので、独学で黙々と勉強し

ていた時のような退屈さがありません。また、
他の人と一緒に授業を受けていると、自分で
は思い付かない意見が出てきて新しい言葉を

体験レ

随時実 ッスン
施中！
お気軽

お問い
に
合わせ
くださ
い

「 私 のスペイン語、
通じた♪」を実感。

お問い合わせ

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

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

info@adelante.jp

知ることができるので面白いです。今はスペ
イン語の音楽やドラマがお気に入りになった

り、日本に住むスペイン・中南米出身の友達
ができたりと、仕事以外の趣味として楽しみ

www.adelante.jp

が増えました。

acueducto.jp
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私の 道 に
スペ イ ン 語 が
あっ て 。

特集

El
no
i
esp
añol en mi cam
ス ペ イ ン 情 報 誌『acueducto』 は こ
の 40 号で創刊 10 周年を迎えました。
2010 年の創刊当時から、多くのスペイ
ン語圏文化の専門家の皆様に支えてい
ただき、充実した雑誌を刊行し続ける
ことができました。紙媒体最後となる
今号の特集は、長らくご連載いただい
た執筆者の皆様の、スペインや中南米
との出会い、スペイン語をめぐる回想
録です。どうぞお楽しみください。

acueducto.jp
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ンコのスペインとはどんな国か。これが
私をスペインに向かわせた動機だった。
1969 年 7 月上旬、私ははじめてス
ペインの大地を踏んだ。
その日の朝 9 時頃、国境の町ポル・
ボウに着いた。入国審査所には国境警
備兵、それにフランコの親衛隊と、影
口を叩かれている武装した治安警備隊
がじっと入国者たちを見つめていた。
これぞ、全体主義の国と私は思った。
入国者たちはドイツで働いている出
稼ぎ労働者だと思うが、全員、白地に
グレーかブルーの縞入りの大きな風呂
顔つきをして長蛇の列をつくっていた。
実はフランスからスペイン国境に向か
う列車の中で一緒になった。休暇で故

私の「カニ族」スタイルを一目見た検
察官がニヤリと OK サイン。
さっそくバルセロナへ向かった。駅
から出たところにホテル案内のプレー
トがあり、駅近くの安ホテルに投宿し
た。すぐ 19 世紀後半に花咲いたモデ
ルニスモ建築の揺籃の地「アシャンプ
ラ（拡張地区）
」へ出かけた。ここにモ
デルニスモの記念碑的建造物がひしめ
き合っているのだ。ついで、アントニ・
ガウディのサグラダ・ファミリア教会。
驚いたことに、建築途上の高い建物で
あったが、工事中の音や人の動きもな
く、資材置き場ではないかと思うほど
閑散としていた。そういえば、ガウディ
もこの教会建設の資金切れで何回も工
事を中断したのだった。
マドリードの喧騒はすさまじかった。

国に帰るのだからうるさいのは仕方が

連日連夜のサイレン。それも四方八方

ないと思っていたが、ここでは全く別

からまるで飛んでくるようだった。そ

人になっていた。荷物の持ち込みの検

れに、市内のいたる所で眼を光らせて

査は厳重だった。彼らは検査用デスク

いる武装警官や治安警備隊員。おそら

の上に風呂敷をほどくと、その荷物の

く私服の公安刑事もいるはずだ。フラ

中味は一目瞭然、検査官にはいたって

ンコ体制の屋台骨が大きくぐらついて

都合がいい。検査後、荷物をもとのよ

いるのだろう。反体制勢力への苛烈な

うに包むには相当手間暇がかかる。や

弾圧と現体制側への強力な梃入れなど

プロフィール

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、
居合道4段、
杖道3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。
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れやれと思いつつ最後尾についていた

川成洋

敷包みを体の前と後ろにかけ、神妙な

は じ め て の ス ペイ ン

体的には、スペイン内戦の勝利者フラ

半 世 紀 前 の 備 忘 録 として

全体主義体制の国を見てみたい。具

スペイン情報誌acueducto

Libros principales（主な著作）

スペイン内戦
( 一九三六～三九 ) と現在
川成洋 渡辺雅哉 久保隆 編
ぱる出版
2018年6月刊
定価5,800円 + 税

ガルシア・ロルカの世界

川成洋 坂東省次 本田誠二 編
行路社
1998年9月刊
定価2,400円 + 税

盛りから老耄へと次第に変わっていく

——それから半世紀が経ったスペイン

学生デモを鎮圧する警官隊の放水には

ようだった。これも人生なりかと達観。

とは。フランコの死去（1975年11月）

青い塗料が混入されていて、それが皮

実際に、滅びることを運命づけられた

から、スペインは着実に民主化、社会

膚や衣料に付着するとなかなか落ちな

ナスル王朝のアルハンブラ宮殿を歩き

化、欧州化が進み、わけてもEU加盟

いので、デモ参加者は翌日でも逮捕さ

まわり、駅前のバールに立ち寄った。

とNATO加盟により、スペイン陸軍は

れてしまう。

そこで、たまたま隣席の英語を喋る 40

NATO軍の一翼でもあり、1841年か

ラス・ベンタス闘牛場で、タイミン

歳くらいの市役所職員と雑談した。彼

ら1936年まで実に202回も勃発したプ

グよくというべきか、たまたまフラン

は相当のインテリで、しかも現政権に

ロヌンシアミエント（軍事クーデター

コの闘牛見物日であった。正門のゲー

批判的だった。それでも私は警戒して

宣言）も起こさず比較的安寧状態が続

ト付近は武装警察隊や騎馬警察隊によ

「フランコ」という名詞を口にしなかっ

いている。昨年10月、フランコの棺も

る重警備態勢。とにかく近づけない。

た。独裁者の名前はタブーだから。だ

「死者の谷」から搬出され、家族の眠

仮にフランコをピストルで射殺しよう

が、ビールのせいか、あるいは話し相

る墓地に移された。これでようやく内

としても、その射程距離に侵入できな

手への油断からだったのか、ロルカの

戦の傷も癒えるのではないだろうか。

いとのことだ。

名前を喋ってしまった。すると、今ま

暑いマドリードからグラナダへ向

私の 道に

ス ペイ ン 語 が あって 。

で対峙している。聞くところによると、

で穏やかな彼が、突然、真っ赤になって、

かった。グラナダでは警官の眼は相変

スペイン語でまくし立ててきた。よく

わ ら ず 鋭 か っ た が、 け た た ま し い サ

聞き取れなかったが、ロルカのことで

イレンはなかった。駅近くのホテルに

気が変わったのは間違いなかった。こ

チェックインして、ロルカが愛したグ

んなことで、治安警備隊員に捕まった

ラナダの町を散策した。
「アルハンブラ

ら、万事休すだと思い、ともかくそれ

の情景を、その運命と重ね合わせ。そ

を否定してその場を繕い、一目散にホ

のような状況で眺めたい人は夕暮れに

テルへ退却。その夜、ホテルの自室か

行くとよい」と言ったのは、ワシント

ら出る気がしなかったのは、言うまで

ン・アーヴィング。昼から夕方にかけ

もない。

て、アルバイシンから眺めるアルハン
ブラ宮殿の全景は陽の残光や空模様が
一刻一刻と様変わりする、ちょうど男

ジャック白井と国際旅団
─スペイン内戦を戦った
日本人
川成洋 著
中央公論新社
2013年10月刊
定価819円 + 税（版元品切）

Artículos publicados en ACUEDUCTO（一部抜粋）

⃝第01号「セビリア再訪━━その個人的な点描」
⃝第02号連載
「ゲルニカをめぐる3つのエピソード」
「ゲルニカ異聞」
「ゲルニカ備忘録」
⃝第11号「ヘミングウェイ〜アメリカの大文豪誕生の地

・パンプローナ〜」

（特集
「牛追い祭りの街、
パンプローナ」
）
⃝第15号 連載
「スペイン内戦が生んだ
「ロバート・キャパ」
」
第1話 - 第17話
⃝第27号 特集
「スペイン内戦とは何だったのか」
⃝第30号 連載
「おススメ Libros」
⃝第31号「フェデリコ

・ガルシア・ロルカ賛歌」
（特集
「ロルカを思う。
」
）

acueducto.jp
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を教えてくれたのは、スペインの女性た

それなのに、スペイン語だけはなぜか続

ちだったと思う。最初の出会いは、北の

けることができたのは、語学のクラスで

海辺の町サンタンデールで民泊して語学

はなく、政治学科の「中南米の政治経済」

を学んでいたときのお母さん、ファニー

というテーマのゼミで、ペルーの新聞記

タだ。

事を読むことからいきなり始めさせられ

渡辺万里

ス ペイ ン 料 理 と 私

語学が得意だったことは一度もない。

フ ァ ニ ー タ の 口 癖 は、
「¡Aquí no se

たからだと思う。「語学は目的ではない、

echa nada!（この家では何も捨てないの

手段だ」と説く比較政治学の教授のおか

よ）
」
。鶏のガラでスープをとった後、そ

げで、私は「スペイン料理を知るために」

の肉で最高に美味しいクロケッタス（コ

スペイン語を学ぶという選択肢を手に入

ロッケ）
を作る。安いアンコウの頭を買っ

れたのだ。

てきてレストランに負けない風味のスー

それからほぼ 40 年。スペイン語のレ

プを作ったら、アンコウの肉をこそげ

ベルは大して上がらなかったけれど、ス

とって米料理に入れる……。そんなファ

ペイン中のシェフたちと友達になれた。

ニータの料理を子供たちと奪い合って食

彼らと、スペイン料理の世界が大きく揺

べながら、私は「貧しくても豊か」とい

れ動き変動していくエキサイティングな

う言葉の意味を教えてもらった。勉強が

20 年を体験することができた。少なく

好きな中学生だった次女のトリニとは今

とも食についてなら、彼らと議論もでき

も付き合いがあるが、彼女は「ママの料

る。だから私のスペイン語は、十分に目

理をちゃんと覚えたのはマリのほうね、

的を達したことになる。

私が作るよりママの味がする」と言って

しかし、どんなに有名なシェフたちと
知り合ったにしても、私に「食とは何か」

くれるのを、私は何より嬉しい褒め言葉
だと思っている。

約30年前の、
ファニータの
次女トリニと筆者。

プロフィール

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）
『スペインの竃から』
、
（現代書館）
、
『修道院のウズラ料理』
（現代書館）
、
など。

academia-spain.com

私の 道に

ス ペイ ン 語 が あって 。

マドリードの料理の恩師、
ピラール。

リオハの料理人、ティナ。

もう 1 人、各地をまわって料理の勉強
をしていた時期の私に深い印象を残した

顔を思い出すと今でも、笑顔で料理をし

うど良い量を。かつてスペインのお母さ

なくちゃね、と思える。

んたちが娘に教えたというこのフレーズ

のは、リオハの老舗のボデガの厨房で働

そして、私に料理を教えることの面白

いていたティナだ。社長のお気に入りの

さと大変さを教えてくれたピラール。マ

料理人だったティナは、ボデガを訪れる

ドリードで老舗の料理学校を経営してい

料理の原点は、家庭にある。どんなに

大勢のお客さんのための料理をほとんど

たピラールは、古風ではあっても廃れ

華麗で洗練された料理の作るシェフも、

1 人で作っていて、私は何日も彼女の手

ることのないシンプルな料理の数々を

そのルーツはお母さんの料理なのだ。だ

伝いをさせてもらって料理を覚えた。彼

教えてくれたが、私の耳には今も、ピ

から私は、『毎日つくるスペインごはん』

女の口癖は「¡Cocina es cariño!（料理は

ラールがサラダをアリニャール（味付

という本を書いた。ファニータの知恵や

愛情よ）
」
。食べる人に喜んでほしいと思

け）するときにつぶやいていたフレーズ

ティナの愛情やピラールの教えを、1 人

う愛情が料理を美味しくするの。ティナ

が聞こえてくる。
「Echa aceite como los

でも多くの人に知ってもらうために。ス

はそう言って、お客さんの褒め言葉に

generosos, vinagre como los tacaños y sal

ペインの女性たちの素朴な家庭料理を大

嬉しそうに笑い、「またいらしてくださ

como los puntuales.（オイルは気前のい

勢の人が好きになってくれたら、何より

い！」と笑顔で送り出していた。仕事だ

い人に、酢はケチな人に、塩は几帳面な

嬉しく思う。

からとただ料理をするのではなく、1 回

人にかけさせなさい）」。オリーブオイル

ずつ心を込めて料理していたティナの笑

はたっぷりと、酢は少なめに、塩はちょ

Libro principal（主な著作）

毎日つくるスペインごはん

オリーブオイルと、
卵と、
じゃがいもと……
渡辺万里 著
現代書館
2019年6月刊
定価1,800円 + 税

★ www.adelanteshop.jp で販売中！

で、私は今も自分の生徒たちにサラダの
味付けを教えている。

Artículos publicados en ACUEDUCTO（一部抜粋）

⃝第04号 特集
「スペインの食・過去から未来への大胆な飛翔」
⃝第12号「カディス食べ歩き

・飲み歩き」
（特集
「西欧最古の都市、
カディス」
）
⃝第14号 連載
「ブドウ色の地図から・スペインワインよもやま話」
その1- その5
⃝第16号 特集
「スペインのお菓子 DULCES ESPAÑOLES」
⃝第23号 連載
「パンとチーズとワインがあれば - スペイン料理あれこれ話」
vol.1-vol.10
⃝第33号 特集
「エル・ブジのもたらしたもの」
⃝第35号 連載
「オリーブオイル1本あれば！ - 日本の素材でスペイン料理 -」
vol.1-vol.5
⃝第38号「生ハムを使ったレシピ」
（特集
「ハモンを堪能しよう！」
）

acueducto.jp
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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。

Artículos publicados en ACUEDUCTO
⃝第01号─第40号 連載
「スペイン語講座」

仲井邦佳

言葉 は 生き物

プロフィール

これまでスペイン留学を 3 回経験しま

スペイン語を教えるにあたって心掛け

した。最初はナバラ大学外国人コース，

ていることがあります。文法「を」教え

2 回目はバリャドリード大学大学院（同

るのではなく，文法「で」教えるという

時に日本語教師も経験）
，3 度目はサン

ことです。本誌のこれまでの連載では，

ティアゴ＝デ＝コンポステーラ大学に客

アカデミックな文法書や一般の学習書と

員研究員として滞在しました。それぞれ，

は異なる用語や説明をあえて使用した

バスク文化圏，カスティーリャの中心地，

箇所があります。間違っているのでは？

ガリシア州の州都です。つまり，スペイ

と思われた読者もおられるでしょうが，

ンの多様な文化圏の代表的なバスク，カ

私なりの工夫を試みたつもりです。

スティーリャ，ガリシアで生活する経験

日本人の学習者は文法用語に囚われ過

をしたことになりました。
スペインという国の魅力は文化的（言

す。例えば，「接続法」という用語を気

語的）多様性であることは多くの人が認

にし過ぎない方がよいでしょう。実際に

めるところでしょう。スペイン語世界で

「接続」，つまり従属節で使われることは

はバリャドリードの教養あるスペイン語

もちろん多いのですが，独立文でも使わ

が通常，標準的なスペイン語とみなされ

れます。
「接続法」はラテン語文法の名

ています（もっとも実際には，この地方

を /bibir/ と発音）は v の音を持たなかっ

残であってスペイン語では必ずしもその

独特の癖もあります）。

たバスク語の影響と考えられています。

性格を表現していません。

ナバラは特に北部にバスク語が残り，

12

ぎる傾向があるのではないかと思いま

ガリシア語もまた興味深い言語です。

言葉というものは生き物です。歳月と

州都のパンプローナでも基本的にカス

ポルトガル語はスペイン語の姉妹語です

ともに変化するし，状況によって様々な

ティーリャ語とバスク語の二言語標記で

が，単純化して言うとガリシア語はカス

使い方をされます。ぜひ現地のスペイン

す。カスティーリャ語の成立に際してバ

ティーリャ語とポルトガル語の中間的な

語世界で生活しながら学ぶことをお勧め

スク語は様々な影響を与えたとされてい

性格を持っています。ガリシア語は私に

します。

ます。例えば，v を b で発音すること（vivir

はとてもやさしい響きに聞こえます。

スペイン情報誌 acueducto

私の 道に

ス ペイ ン 語 が あって 。

この赴任先は現地資本との

の現地人のベテラン営業部長

ばに赴任したメキシコの現地

合 弁 会 社 で、 経 営 を 巡 っ て

が、必ず最後に決まり文句で

会社で耳に奇異に響いたのが、

度々トップ会談が行われ、そ

“El que pega primero pega dos

¿Quiúbole? ¡Ándale, pues!

の都度通訳を仰せつかった。

veces.”（先手必勝）だ、他社に

¿Mandeee? ¡No, mano! ¡Sí,

これは他に代わる人がおらず

負けるなと言って、口は悪いが

cuate! な ど の 短 い 言 葉 だ っ

逃げ場のない仕事で、実にス

実に個性豊かだったセールスマ

長年ラテンアメリカに関わっ

た。これは一体なんだ？

と

トレスが多かったが、語学力

ンたちを叱咤激励したのを今で

て 定 年 退 職 後、 縁 あ っ て あ

訝 っ た。 い わ ゆ る 俗 語 表 現

を高めてくれたことは確かで

もよく覚えている。

る大学の非常勤講師としてビ

で、現地では親しい間柄でご

ある。長時間の会議でも自分

また、ビジネスの場面で最

ジネススペイン語講座を受け

く普通に使われている。さら

なりに通訳メモの取り方を工

初に苦労するのは顧客との電

持った際、テキストはすべて手

にやっかいなのはお悔やみの

夫し、後でまとめの議事録と

話である。特に、話の中で数

作りして意図的に大きな単位の

言葉である。“Mi más sentido

は別に会議での双方の発言内

字が出てくると慣れないうち

数字をたくさん例文に入れ込

pésame.” という短い表現があ

容をかなり再現することがで

は即座に頭に残らず戸惑って

み、受講生にしつこく音読を課

るが、気持ちを込めてこうし

きた。会議に不参加の関係者

しまう。万や億のつく大きな

した。こうした様々な経験を踏

た日常表現を実際に口にする

はこれで会議の雰囲気がよく

数字は、われわれ日本人が慣

まえ、本誌でビジネススペイン

のは、何度経験してもよそ者

分かると喜んでくれた。一方、

れ親しんでいる言い表し方と

語講座を 20 回に亘って担当さ

には難題だ。

日常業務ではマーケティング

は異なるからだ。数字の聴き

せてもらった。

スペイン語に関心を抱いた

を担当し、社内のセールスミー

取りと口にするのはその気に

今は気に入った原書を買い

きっかけは、その昔高校時代

ティングで定期的に販売施策

なって鍛えないとまず身につ

求めて読むのを楽しみにして

に流行ったトリオ・ロス・パ

等を説明した。するとやり手

かない。

いる。

*1

*3

*2

*4

*5

に代表されるラテン音楽であ
る。軽やかで歯切れのよい心
踊るようなテンポのギターメ
ロディーに乗って唱われる歌
詞がスペイン語だと知ってか
ら、なんとしてもこの外国語
を習ってラテンアメリカへ行
きたいものだと夢想した。当
時はまだ南米移民が行なわれ
ていた。奇しくも地元の外国
語大学にイスパニア学科が新
設 さ れ、 第 1 期 生 と し て 入
学したのがスペイン語の学び
のスタートだった。大学では
実に素晴らしい先生方や友人
との出会いがあり楽しく学ば
せてもらった。卒業後は海外
事業拡大を目指していた電機
メーカーに入社し、冒頭のメ

伊藤嘉太郎

ンチョスやディアマンテス等

始 ま り は ラ テン 音 楽

半世紀あまり前。20 歳代半

赴任先のメキシコにて。左から2人目が筆者。

キシコ赴任へと繋がり夢が現
実になった。
プロフィール

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。

Artículos publicados en ACUEDUCTO

⃝第20号─第39号 連載「ビジネススペイン語」

*1 ¿Qué tal? のくだけた表現。どちらかというと男言葉。

*2「OK、
わかった、
それじゃまた」
と場面により様々な意味がある。

*3 元々は命令形の mande
（お命じください、
何かご用ですか）
で
「何か用？」
「何か言った？」
、
という意味。
" マンデー " と語尾を長く延ばして言う。

*4, *5 mano も cuate も
「友達、
仲間」
で、
メキシコの親しい間柄での俗語表現。

acueducto.jp
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サラゴサ出身の
ピアニスト、故ル
イス・ガルベ邸に
て。ヘ オ ル ヒ ー
ナ夫人と筆者。

下山静香

直感 が スペインへと

1999 年、ブ ル ゴ ス 県 の 村 コ
バルビアスの講習仲間たちと。

文化庁の在外芸術家研修員としてスペ

多々出てきます。「以心伝心」
「阿吽の呼

インに渡ったのは、20 年前のことです。

吸」「忖度」など存在しない世界で、
「言

「スペインでピアノ修業をする！」と決

いたいことが言えない」のは「自分がそ

めたものの、スペインに留学した先輩の

こにいない」のと等しいような気がして、

話は聞いたことがない。インターネット

時々切なくなりました。それは、スペイ

もまだ今ほど普及しておらず、住む場所

ンに発つ前、ピアノで息詰まって「音楽

1 つにしても何をどう調べたらよいのか

で表現したいことがあるのに、うまく伝

わからないような状態でした。
「こうなっ

えられなかった自分」と重なるものでし

たら、とにかく行ってしまうしかない！」

た。その閉塞感から自由になって、本来

と、小さなトランク 1 つ携えてマドリー

の自分を取り戻したかった私が「スペイ

ドに降り立ったところから、私のスペイ

ン」に引き寄せられたのは、スペインな

ン体験は始まりました。

らきっとそれが果たせる、という直感が

そして、数日後に落ち着いた安オスタ

働いたからかもしれません。そのために

ルの部屋を当面の拠点に、何事も体当た

は、音楽の修業だけでなく、メンタリティ

りのスリリングな毎日が過ぎていきまし

とも密接にかかわる「言語」領域を豊か

た。そのなかで痛感したのは、「ことば

にすることがとても大事に思えたのでし

ができなければ何も始まらない！」とい

た。

うことでした。スペインの人たちはコ

こうしてスペイン語熱に火がついた私

ミュニケーション能力が高く、とにかく

は、学校と家とで毎日 5 ～ 6 時間の勉強

よく喋る。困っていれば誰かが助けてく

を続けました。おかげで 3 ヶ月後には、

れましたが、いざ生活するとなると、自

早口会話が飛び交うアルモドバル監督の

力で乗り越えなければならない局面も

映画が理解できるようになっていて、我

プロフィール

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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ラボ公演に出演したときのことです。当

日目にする建物やすれ違う人々にパワー

のレベルに構わずマシンガントークを浴

時私は、日本ではまったく触れたことが

をもらい、ロドリーゴを弾いて……質実

びせてくれた、人懐こく愛すべきスペイ

なかったロドリーゴのピアノ曲に取り組

剛健なカスティーリャが私にもちょっぴ

ン人たちのおかげでもあります。

んでいたのですが、片っ端から弾いてい

り宿ってきたのかな、と嬉しくなった瞬

コミュニケーションとは必ずしも、言

くうちに、その音楽から「カスティーソ

間でした。

語を正確に操れば済むというものではな

なスペイン」を感じとれるようになって

その後バルセロナ、サラゴサと移り住

い。相手から時には予想のつかない球も

いました（ロドリーゴの音楽の特徴に「ネ

み、仕事の関係で帰国することになりま

飛んでくるし、ちょっとしたニュアンス

オ・カスティシスモ」がある）
。そして

したが、スペインで暮らした日々は私の

が伝わり方を左右したりもする。けれど、

この日の舞台で、ピアノの前に座ってア

中で輝き続けています。そして、
〈Quien

常に真摯に、心を開いていれば恐れるこ

ルベルティの詩が朗読されるのを聴きな

no se aventura, no pasa la mar. 冒険しな

とはないのだという実感が重なるうち

がら、カスティーリャ語の響きってロド

い者は、海を渡れない〉—— あの頃の心

に、聴き手に音楽を届ける演奏家として

リーゴに合うなぁ、とも感じていました。

意気を失わずに、まだまだチャレンジし

の姿勢にも通じると思うようになりまし

終演後、聴きに来てくれていたスペイ

た。

私の 道に

ス ペイ ン 語 が あって 。

ながら驚いたものです。それは、こちら

ていきたいと思う今日この頃です。

ン人の男の子いわく、

そういえば、印象に残っていることが

「シズカってほんとうは強い人なんだ

あります。ホアキン・ロドリーゴ生誕

ね。今日の演奏を聴いてわかった気がす

100 年を記念して企画された、R. アルベ

るよ」。

ルティの詩とロドリーゴのピアノ曲のコ

Libro principal（主な著作）

裸足のピアニスト～スペインで
学んだ豊かな表現と生き方～
下山静香 著
ヤマハミュージックメディア
2017年10月刊
定価1,800円 + 税

マドリードでひとり奮闘しながら、毎

Artículos publicados en ACUEDUCTO（一部抜粋）

⃝第01号「スペイン式・男と女、
そして音楽」
⃝第05号「愛と死をめぐる心模様 ― グラナドス
《ゴイェスカス》
―」
⃝第11号「サラサーテ〜パンプローナが生んだ天才ヴァイオリニスト〜」

（特集
「牛追い祭りの街、
パンプローナ」
）
⃝第13号「セビリャが生んだ

" 音楽の風俗画家 " 〜ホアキン・トゥリーナ〜」
（特集
「春祭りの都市、
セビリャ」
）
⃝第14号「日本・スペイン音楽面の交流」
（特集
「日本スペイン交流400周年」）
⃝第19号 連載
「音楽の時間」全18回

acueducto.jp
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の世界一周の旅をした時のこと。最初の
国・米国で、ある写真家の遺作展をやっ
ていた。その中に「スパニッシュ

ビレッ

ジ」という組写真があった。これは行か
なくてはと思った。
スペインにたどり着いた時には、世界

Loja のメインストリートを走る車はあま
りなかったが、今では駐車するのも大変
になった。近くに大きなスーパーがいく
つかできて、主婦が店主と会話を楽しみ
ながら買い物をする tienda はほとんど姿
を消した。が、bar は今もたくさんある。
スペイン語に関しては文盲といっても

一周も半ばを過ぎていた。移動の連続で、

いいが、Loja で写真展をひらいたとき、

ここらで少しのんびりしたいと思った。

インタビューを受けるにあたって 1 つの

スペインではほぼ英語は通じない。大学

もなく、子どもたちは 6 畳ほどの部屋に

のスペイン語科に行っていた友人から、

2 段ベッドを 2 つ置いて、兄弟 5 人が寝

Donde quiera que esté, estaré siempre

スペイン語の本を送ってもらい、この本

ていた。一番下の女の子だけは、狭いが

con Loja.（どこにいても、ぼくは Loja と

を携えてアンダルシアの小さな鉄道駅で

1 部屋を与えられていた。住んでいるの

ともにある）

降りた。

は、社会主義者の市長さん夫婦と子ども

今も毎年、スペインを取材で訪れる。

の計 8 人だった。最初に出会った高校生

マルティン家の人々との交流も続いている。

こじんまりした hostal に宿をとり、町
を歩いた。坂を下り橋を渡ると、学校が

16

私の 道に

ス ペイ ン 語 が あって 。

うど 40 年になる。1 年をかけて東回り

独立して、Loja を離れていった。あの頃、

篠田有史

永遠 の ロハ

スペインとの付き合いは、今年でちょ

は長男だった。

あった。高校のようだった。そこの生徒

ある日、三男が「泊まることはできな

と仲良くなって山に登った。日本と違っ

いけど、8 人食べるのも 9 人も同じだか

てほとんど木の生えてない岩だらけの山

ら、ウチで食べたら」と言ってくれ、滞

だ。一緒に登った 2 人の生徒は授業をさ

在中の昼食と夕食はそこで頂くことに

ぼった。その 1 人が「父は alcalde なんだ」

なった。こうしてぼくは、3 週間あまり

と言った。辞書を調べると市長。きっと

をグラナダ近郊の Loja という小さな町

立派な屋敷に住んでいるのだろう。

で過ごした。

家を訪ねると、予想に反して大邸宅で

あれから 40 年が過ぎ、元市長さんた

はなかった。一軒家でもなく、piso と呼

ちは、町の中央公園に面した 3 階にある

ばれる古い集合住宅の 2 階だった。広く

piso に引っ越した。6 人の子どもたちは

スペイン情報誌 acueducto

フレーズを覚えた。

プロフィール

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。

Artículos publicados en ACUEDUCTO（一部抜粋）
⃝第10号 連載
「Eco España」vol.1〜 vol.16
⃝第26号 特集
「スペイン 21世紀ワイナリー巡り」
⃝第32号 連載
「Vida en Latinoamérica」vol.1〜 vol.2
⃝第36号 連載
「スペインの老後の暮らし」vol.1〜 vol.3

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

インスティトゥト・セルバンテス東京

Rosalía,
La Casa de Papel y
La Liga,
la globalización alternativa,
en español por favor.

ロサリア、ペーパー・ハウス、
リーガ・エスパニョーラ、
代替グローバリゼーション
～スペイン語でお願いします。

TEXTO = Víctor Ugarte

Ya bien entrados en el siglo XXI, el
protagonismo de la lengua española en
el mundo va tomando una nueva forma.
Hasta ahora el factor demográfico era el
determinante. Con aproximadamente 480
millones de hablantes nativos, el español
es la segunda lengua materna en el mundo
tras el mandarín y por delante del inglés.
Sin embargo los pronósticos apuntan a un
leve descenso del porcentaje de población

の重要性は新たな様相を呈するようになり
ました。これまでは人口的要因が支配的で
した。スペイン語を母語とする人の数は世
界で約 4 億 8 千万人、英語を凌いで中国語
に次ぐ世界で 2 番目に多い数となっていま
す。しかしながら、今後の予測では世界の
スペイン語話者の割合はわずかに減少する
といわれています。これは、これからの時

En este punto destaco como ejemplo el papel
que Netflix está desempeñando, no sé si
voluntariamente. Su distribución global hace
que se necesiten contenidos en diferentes
idiomas y de diferentes culturas y de pronto
los australianos pueden ver programas en
español al igual que en España o Japón
podemos ver una serie en sueco.
Y el resultado es sorprendente ya que las
audiencias demuestran que el público acepta

hispanoparlante en el mundo. El futuro es

代を担うアジア、アフリカ大陸においてス

asiático y africano y en estos dos continentes

ペイン語話者は非常に少ないからです。
「ス

este mercado el español tiene un futuro

la presencia hispana es bien pequeña. Como

ペインは寝違えて首がアメリカ大陸にしか

prometedor. El medio audiovisual es

decía Antonio Garrigues (ex presidente de
la Fundación España Japón), España sufre
de tortícolis por mirar solo al continente
americano que le impide girar la mirada
hacia Asia.
España, de la mano de una comunidad de
21 países, tiene la lengua española como una
prioridad en su política cultural, educativa
y también económica en el exterior.
Navegamos juntos en un empeño cada vez
menos quijotesco.
Nos anima ver a españoles que triunfan en
el mundo cuando lo hacen en el llamado
mundo global que no es otra cosa que el
mundo anglosajón. Triunfar en el mundo es
ganar un óscar en Hollywood o un Grammy
de Rosalía o cantar en el intermedio de la
Super Bowl.
Pero en el mundo caben de sobra diferentes
culturas y lenguas y deben aprender

向かず、アジア大陸には顔を向けられない」
とはアントニオ・ガリーゲス
（日本・スペイン・
シンポジウム元座長）の言葉です。
スペインは 21 ヶ国のコミュニティと共に、
文化、教育また対外経済政策においてスペ
イン語を最優先事項として捉えています。
共に航行することでキホーテ的（非常に難
しく理想主義的）な挑戦へのハードルが下
がります。
アングロサクソン一辺倒の所謂グローバ

mundo, La Casa de Papel, la tercera con 44
millones de espectadores y Élite con 20.
Si en el pasado oíamos que un culebrón
motivaba a los rusos o israelíes a aprender
español, en la era de Netflix, HBO y otras
plataformas nuestro idioma puede tener una
oportunidad de “globalizarse” sin necesidad
de disfrazarse de anglosajón.

フタイムショーで歌うといった人達の成功
を見ることは私達には嬉しいことです。
しかしながら世界には沢山の多様な文化・
言語があり、私達は共存すること、そして
お互いを理解することを学ばなければなり
スペイン語話者達の多様で多民族の共同体

スペイン情報誌acueducto

series figuran entre las diez más vistas en el

がグラミー賞を獲得、スーパーボールのハー

dejar la mirada propia y sí proponer una

hispanohablante.

instantáneo y su impacto enorme.
En los datos revelados por Netflix, dos

映画人がオスカーを受賞し、歌手ロサリア

ません。固有の視点を手放すのではなく、

plural y multirracial como lo es la

de buen grado series en otros idiomas y en

ル社会において、ハリウッドでスペイン人

a convivir y entenderse. No debemos
globalización alternativa de una comunidad
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21 世紀に入り、世界におけるスペイン語

のような代替グローバリゼーションを提案
すべきでしょう。

Netflix オリジナルシリーズ
「ペーパー・ハウス」
シーズン1～3独占配信中

2019年4月22日開催
「LaLiga 特別セミナー:ビクトル・
イバニェス選手を招いて」

ここで、Netflix が果たす役割を例として
挙げます。意図的かどうか分かりませんが、
Netflix のグローバルな配信は様々な言語及
び文化のコンテンツが必要とされます。オー
ストラリア人がスペイン語のプログラムを
すぐに見ることができ、同じようにスペイ
ンや日本でスウェーデン語の番組を視聴す
ることを可能にします。
その結果見られる視聴率は驚くべきもの

Desde nuestro lugar de observación, el
Instituto Cervantes de Tokio, hemos visto
con claridad el papel determinante del
deporte y del fútbol en particular en la
difusión de la imagen de España en Japón.
Francia o Italia cuentan con sus famosas
marcas de moda como imagen prestigiosa
y de calidad, Alemania con sus productos
tecnológicos. España, si bien cuenta con
la mayor empresa del mundo de la moda,

2019年5月20日開催「JFL リーグ初の女性監督 ミラグロス・マル
ティネスを迎えて」

私どもインスティトゥト・セルバンテス東
京からの視点では、日本でスペインのイメー
ジを普及するにはスポーツ、特にサッカー
の力が大きいと明言することができます。
日本において、フランスやイタリアなら
高級ファッションブランドのイメージ、ド
イツなら技術製品。スペインにも世界最大
のアパレル企業はあるものの、スペインを
代表するイメージを打ち出すことに苦戦し

adolecía de un referente similar hasta la

てきました。そこでプロサッカーのリーガ・

進んで受け入れている傾向があり、そして

llegada de la liga de fútbol profesional, "La

エスパニョーラの登場です。リーガ・エス

この市場においてスペイン語は将来有望で

Liga". La potencia de esta marca es inmensa

です。視聴者は外国語のテレビシリーズを

あります。このようなオーディオビジュア
ルの影響力は迅速かつ膨大な力を持ってい
ます。Netflix が発表する最多ストリーミン
グを誇るテレビシリーズトップ 10 にはスペ
インのドラマ 2 作品がランクインしていま
す。
『ペーパー・ハウス』は 4,400 万回、
『エ
リート』は 2,000 万回となっています。
メロドラマシリーズをきっかけにロシア

y compite como igual con esas marcas de
moda o automóviles europeas.
Los jóvenes miran a la liga española con
admiración y quieren aprender español para
conocer mejor a sus equipos, viajar a España
a ver los partidos en directo y conocer a
otros hinchas como ellos. En el Instituto
Cervantes colaboramos estrechamente con
La Liga y no dejamos de sorprendernos de

パニョーラは今日ヨーロッパのファッショ
ンブランドと肩を並べるブランド力を持つ
までになっています。
若者はリーガ・エスパニョーラに憧れ、お
気に入りのチームに興味を持ってスペイン語
を学び、現地での試合観戦にスペインへ出
かけ、
他のサポーター達と交流を交わします。
インスティトゥト・セルバンテス東京は
リーガ・エスパニョーラと緊密な協力関係

やイスラエルの人達がスペイン語の勉強を

su repercusión extraordinaria. Esperamos

にありますが、私達ですらその影響力の大

始めたと過去に聞いたことがありますが、

también con ilusión los juegos olímpicos

きさに驚いています。また、2020 年には東

Netflix や HBO などの時代には、私達の言
葉スペイン語がアングロサクソンの仮装を
しなくても「グローバル化」で活躍する機
会がある、といえるでしょう。

de Tokio 2020 en los que el Instituto
Cervantes será sede del Comité Olímpico
Español acogiendo actividades culturales,
gastronómicas y por supuesto deportivas
que nos convertirán aún más en un trozo de
España en el corazón de Tokio.

京オリンピックの開催に期待を抱いていま
す。私どものセンター施設はスペインオリ
ンピック委員会の本部となり、文化、美食、
そしてもちろんスポーツイベントなどが多
数開催される予定です。セルバンテスが、
オリンピックを通して東京の真ん中でみな
さんに楽しんでいただける、スペインの一
部となることを心待ちにしています。

ビクトル・ウガルテ
Víctor Ugarte

インスティトゥト・セルバン
テ ス 東 京 館 長。1963 年 バ ル
セロナ生まれ。2006年インス
ティトゥト・セルバンテス東
京の初代館長に任命される。
2012 年 9 月 よ り 同 機 関 シ ド
ニーセンターの館長を務めた
後、2017年9月より再び東京
センターの館長に就任。

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.33）

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七弾。
今回は、
日本とスペインを拠点に和太鼓奏者として活躍する金刺敬大さんに
お話を伺った。
金 刺さんのスペイン初 訪は2012 年のこと。 ってくれた人たちにもっとかっこよく叩けるようにな
2001年に兄弟で和太鼓ユニット「は・や・と」を結

って欲しい。日本をもっと好きになって欲しい。こ

「和太鼓
成し、国内外で活動していたが、2011年に入っ れをきっかけに日本にもぜひ来て欲しい」
て東日本大震災の影響で計画停電が続く中、今

の魅力は、難しい知識や文化の背景を知らなくて

後の活動に迷いもあった。「今まで演奏依頼で海 も、叩けばドンと音が鳴り、身体を動かして、それ
またさらに楽しい。
外に行くことはあった。でも、この仕事を続けるに が楽しい。みんなと一緒にやると、

Keita Kanazashi
金刺敬大
和太鼓奏者

オフィシャルサイト
keita.main.jp

しろ、辞めるにしろ、一度は自分の行きたいところ

最初は難しいことは考えず、気軽に楽しんでもらって、

に行って演奏してみよう」と決心し、自主的にパリ そこを入口に日本の文化に興味を持ってもらいた
で行われた震災被災者支援のための演奏に参加

い」という彼の方針は、ワークショップの雰囲気に

した。その際、同じく集まった和太鼓奏者たちの も表れている。2018年夏に行われたマドリード王
中に、マドリードのチームのメンバーがいた。

立植物園の野外コンサートでは、迫力のある金刺

「彼女がスペインからのお土産に持ってきた生ハ さんの和太鼓演奏の後、初心者向けのワークショ
ムが、まあ美味しくて！ 当時ワインにもはまってい ップが行われた。金刺さんのスペイン語でのレク
うまくいっても、失敗しても、常に笑顔
たので、これを現地で試してみたい、
と思いました」。 チャーの下、
そこで、翌年にもう一度パリでの演奏活動に呼ば

が絶えない和気藹々とした雰囲気の中で、大人も

れた際、マドリードへの小旅行を敢行した。
「なので、 子供も初めての和太鼓体験を楽しんでいた。
最初はスペインで和太鼓を教えたいとかではなくて、
生ハムが食べたいというのがきっかけでした」。

実際に、金刺さんがスペインを訪れるようになっ
た8年間で、以前にも増して各地で和太鼓チーム

その後、イビサの日本イベントに招聘されたこと が結成され、2018年には念願叶って、スペイン
もあり、スペインに縁を感じた金刺さんは、たびた

各地の太鼓グループを一堂に集めての和太鼓イ

びマドリードを訪れては演奏活動やワークショップ

ベントTaiko Matsuriも実現した。金刺さんが少

などを実施するようになった。最近ではマドリード しずつ蒔いてきた種は、確実に実を結んでいる。
の生徒を集めて和太鼓グループ TAIKO ENISHI

金刺さんの聴衆や、その演奏に影響を受けたス

を組織したり、2018年秋には和太鼓、津軽三

ペイン人たちの熱気を見ていると、フラメンコや闘

味線などの奏者仲間と共に、マドリードの Teatro

牛に代表されるようなダイナミックでエネルギッシュ

Canal での1週間公演を含むスペイン7都市ツ なスペインの動と静は、彼の和太鼓の演奏にも共
ア ー「HA·YA·TO DRUM MASTERS SPAIN

通する部分があるのかもしれない、とも思う。その

TOUR」を行ったりと、活発に活動している。また

一方で、自身が演奏するにあたっては、スペイン人

個人の演奏活動も、マドリードという拠点を得たこ に向けても、あくまで自分自身の演奏スタイルを追
とで、欧州やアフリカなど、活躍の場が以前に増

求することは変わらないという。その中にも、スペイ

して広がっている。2019年10月には、チュニジ ンで感じたものや経験したことが反映されることが

（上）
マドリード王立植物園の演奏後に行われたワークショップ
（下）
金刺さん率いるマドリードの和太鼓グループTAIKO ENISHI

アのカルタゴ映画祭に招聘され演奏した。もちろ

理想だ。
「一度だけ訪れて演奏するのではなく、自

んスペイン国内も多くの街を訪れる。それでも、や

分がここに来続ける意味は、そこにある」。

はりホームはマドリードだ、
と金刺さんは語る。

2020年に「HA·YA·TO DRUM MASTERS

「東京の下町生まれなので、マドリードはとても居

SPAIN TOUR」第二弾も計画されている。
「ツア

心地がいい。バルも最高。お酒を飲んで太鼓もい

ーに参加する日本の演奏仲間たちも、一緒に来て

っぱい打って、一緒に打てる仲間が増えていって」、 くれれば、なぜ自分かこんなにスペインを好きなの
インタビューの
動画を配信中
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1つの街に来続けたことで得られたものも多い。

かわかってくれるはず。そしてきっとスペインを好き

「日本での活動も大切ですが、マドリードに来たこ になってくれると確信しています。生ハムも美味し
とで、目標や夢が増えています。太鼓に興味を持

いし」。

エスパニョレ IH バレンシア

バレンシアと学校はこんなところ！

留学生活を楽しむコツ

スペイン第3の都市バレンシアは3月の火祭りが

多くの日本人の学生さんは、
スペインに着いて最 ビティや語学エクスチェンジなどに参加してスペイ

有名で、
この時期の留学がオススメです。大都市に 初の週に周りのヨーロッパ人の話す勢いに圧倒さ ン語にどっぷり浸かる機会を積極的に作ると上達が
比べて治安は良く、気軽に色んな所に出かけるこ れてしまい、
落ち込んでしまいます。
でも日本語はス 早くなります！
とができます。地中海気候なので温暖で過ごしやす ペイン語と基本が全く違うのだから最初分からない

スペインは何事もゆっくりで日本のようにきちんと

初めはイライラすることが多いと思います。
のは当たり前、
これからすぐ話せるようになるから大 いかなく、

く、年間300日以上晴天です。

安全に
学校は旧市街の中心地にあります。校舎はリノ 丈夫、
という自信を持ってください。
落ち着いて焦ら ここは日本ではないということをよく理解し、
ベーションされたばかりの広々した2000㎡のパレ ずに、
できるだけ毎日学校で開催されているアクティ 気を付けて楽しく過ごせるような心構えが大事です。
スで、設備の整った28の教室があります。主要観光
地まで徒歩5分、学校周辺はレストランやお店が沢
山あるので飽きません。もちろんバレンシアで有名

españolé IH Valencia

なビーチまでも自転車やバスですぐです！空港は市

日本人スタッフ 勝木 さやか

内から8kmの距離（車で15〜20分）
でアクセスが良

在スペイン歴 18 年。バレンシアを選んだのはス
ペイン人の主人が大学時代を過ごし、日本人の私
でも仕事を見つけるチャンスがあると考えたため。

いですが、もし到着時の移動が不安でしたら、送迎
サービスもありますのでご安心ください！

エスパニョレで 2 年前から働いています。

これからスペイン留学を考えている方へ

日本人現地担当者からの
応援メッセージ！
バレンシア＆サン・セバスティアン
ラクンサ IH サン・セバスティアン
サン・セバスティアンと学校はこんなところ！
世界に誇る美食の街、
そして一度の留学でスペインとバスクの両文化を体験できます。絶景のビーチ、
ハイキン
グができる山、
ミシュランの星付きレストランや賑やかなバーなどすべて徒歩で回れます。夏でも最高25℃なの
で、
セマナグランデ（2020/8/8-8/15）
という街が一番盛り上がる時期の留学はとてもおススメ。22時まで明るい夜
にはビーチでライブコンサートや花火大会があります。9月末までは夏の雰囲気なので8月を外しても大丈夫。航
空券が安い4月・5月と国際映画祭（2020/9/18-9/26）がある9月もおススメ。一年中バスク伝統イベントと近代的
文化イベントが目白押しです。
Lacunza International House
San Sebastián

治安もとても良いので長期留学も安心。学校は市内中心地から徒歩1分、
ビーチから徒歩10分。情熱的で質の
高い講師陣、満足度の高さからラクンサのリピーターも多く、
日本人の学生さん1人ひとりが満足のいく学習がで

日本人スタッフ 岡崎奈津子（上写真中央）

きるようサポート体制が整っています。

主人がサン・セバスティアン出身で結婚を機に移住。ラ
クンサでは最初、学生兼事務手伝いとしてスペイン語を
みっちり勉強し、10 ヶ月後に正式にスタッフになりまし
た。今もスペイン語は勉強中です。

将来的に現地就職したいなら
まず地元の人と友人になっておくことだと思います。
長く住む日本人も必ずいるので、
思い切って連絡するといい
でしょう。
語学学校の講師からもたくさん情報がもらえます。
やりたいことが決まっているのなら、
面接のアポを取っ
て、
直接雇用主に話を聞きに行くのがいいと思います。
外国人を雇ったことがない雇用主も多く、
手続きを知らない
と面倒に思うはずなので、
近道は同じバーでも外国人が働いている職場です。
またスペインは土地によって全く文
化も違うので、
滞在都市を決めたら、
その土地に必要とされている仕事を逆算して考えておくことや、
逆にやりたい
ことが念頭にあるならそれを考慮して滞在先を決めるということも大切ではないでしょうか。

スペイン・中南米への留学は

スペイン留学.jp
資料請求／お問い合わせ

www.spainryugaku.jp
info@spainryugaku.jp

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

携帯・スマホから
はこちらへQRコード
を読み込んでください。

5都市にご相談窓口

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

有限会社 ADELANTE

スペイン留学.jp

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。
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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

位置する連邦共和制国家。北にアメリカ合

キューバは西インド諸島最大のキューバ島とその

衆国、南東にグアテマラ、
ベリーズと国境を

属島フベントゥ島などのサンゴ礁の小島群からな

接し、西は太平洋、東はメキシコ湾とカリブ

る社会主義共和国です。
1492年にコロンブスが

② キューバ

海に面しています。
スペイン語圏において

① メキシコ

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。

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。

④ ドミニカ共和国

❸ グアテマラ

❹ ドミニカ共和国

③ グアテマラ

Guatemala

República Dominicana

⑤ コスタリカ

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

⑥ コロンビア

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

⑦ エクアドル

した。
この国の特徴は人口の大半が先住民とメス

ドミニカ共和国は1492年コロンブスの第1回航

ンスの影響を強く受けているのに対して、
ドミニ

ティソ
（混血）
の子孫だということ。中南米諸国の

カ共和国はスペイン的要素と20世紀以降のアメ

中でも先住民人口の比率が特に高い国です。

リカ的要素が多く見られます。

⑧ ペルー
⑨ ボリビア

❺ コスタリカ
Costa Rica

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

コスタリカは南西部で太平洋、
北東部でカリブ海

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

⑩ ウルグアイ

⑫ アルゼンチン

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。

⓫ チリ

❻ コロンビア

❽ ペルー

コロンビア共和国、通称コロンビア、首都はボゴ

南アメリカ大陸の太平洋沿岸中部に位置するペ

南北に細長く伸びる特徴的な国土のチリ。
アルゼ

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、

ンチンやウルグアイと同じく、
ヨーロッパからの移

Colombia

Perú

Chile

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

民の子孫が大半を占めています。
ビーチや活火

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

山、
アンデス山脈と豊かな自然に囲まれています。

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

チリはその細長い地形から気候も地域によってか

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。

なり差があります。

❼ エクアドル

❾ ボリビア

⓬ アルゼンチン

エクアドルとはスペイン語で赤道を意味し、
その

ボリビアの国名は、独立運動の英雄シモン・ボ

ブラジルに次ぐ南アメリカ第2の大国。国民の大

Ecuador

Bolivia

Argentina

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

半はヨーロッパからの移民の子孫です。
この国

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

の特徴はイグアスの滝、
アンデス山脈、パンパス

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

平原や砂漠など自然の恩恵を存分に受けている

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

こと。美しい地形のアルゼンチンはアウトドアス

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。

ポーツが好きな人にとって最適な国です。

3

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

5

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

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

6

留学費用の
お支払い

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

発

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

4

出

コース・滞在方法
を決める

acueducto.jp
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Lección 22

¡Vamos a hablar español!

スペイン語で話そう

現在完了形

Presente de haber
+ participio

¡Hola! Soy papá.
Ya hemos llegado.

¡Qué bien!
Habéis llegado
muy pronto.

現在完了形：「〜しました」「したことがあります」
¡Hola! みなさん、こんにちは。文法入門編の締めくくりに、現在完了形を学びましょう。過去の出来事や経験を表現するための
時制です。haber 動詞の現在形 + 過去分詞で作ります。過去分詞は不規則変化も多いので少しずつ覚えていきましょう。
現在完了形の文の作り方（規則変化）

過去分詞の作り方

主語

haber 動詞

過去分詞（規則変化 -ado, -ido）

Yo

he

cantado una canción.

私は歌を歌いました。

Tú

has

comido paella en España.

君はスペインでパエーリャを食べました。

ar → ado

Él, Ella, Usted

ha

salido de casa.

彼
（彼女、
あなた）
は家を出ました。

語尾 er 動詞

Nosotros/as

hemos

hablado sobre el viaje.

私たちは旅行について話しました。

Vosotros/as

habéis

comprado zapatos.

あなたたちは靴を買いました。

bebido vino en el bar.

彼ら
（彼女ら、
あなたたち）
はバーでワインを飲みました。

Ellos, Ellas, Ustedes han

動詞パターン
語尾 ar 動詞

er → ido
語尾 ir 動詞

ir → ido

現在完了形の文の作り方（不規則変化）
主語

haber 動詞

過去分詞（不規則変化）

Yo

he

hecho las tareas.

私は宿題をやりました。
（hacer

Tú

has

puesto una taza.

君はカップを置きました。
（poner

Él, Ella, Usted

ha

dicho la verdad.

彼（彼女、あなた）は真実を言いました。
（decir

Nosotros/as

hemos

escrito una carta.

私たちは 1 通の手紙を書きました。
（escribir

Vosotros/as

habéis

visto esta película.

あなたたちはこの映画を観ました。
（ver

vuelto a Japón.

彼ら（彼女ら、あなたたち）は日本へ帰りました。
（volver

Ellos, Ellas, Ustedes han

スペイン語教室

ADELANTE

・目的やペースに合わせて選べるコース
・ネイティブ講師だからプチ留学気分で
自然なスペイン語がマスターできる！
・振替ができるので忙しくても安心！
・月謝払い制度
・一般参加 OK な特別クラス開講

スペイン語教室 ADELANTE
大阪校 〒 530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-5-8 千代田ビル西別館 2 Ｆ
TEL: 06-6346-5554 FAX: 06-6110-5122
神戸校 〒 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通 1-1-18 カサベラ国際プラザビル 9F
TEL: 078-230-2022 FAX: 078-230-2023
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体験レッスン
教室見学など
随時受付中！

→ hecho）
→ puesto）
→ dicho）

→ escrito）

→ visto）
→ vuelto）

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

acueducto.jp
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ス ペ イ ン 語
講 座

Lección 40

接続法の用法(3)

今回のテーマ

今号でも接続法の用法を扱います。これまでの2回で名詞節中の用法と

接続詞節中の用法を扱いましたので，今回は形容詞節と独立文での用法
を見ていきましょう。

まずは形容詞節（関係節といっても同じことです）
内での用法を見ていき
ましょう。初級の教科書では，先行詞が不定語（algo, alguien, etc.）
や否

定語
（nada, nadie, etc.）
である場合，関係詞に続く文では接続法を用いる

と説明されます。

¿Conoces a alguien que puedas recomendar como estudiante de
intercambio?
交換留学生として推薦できる人を誰か知っていますか。

No hay nadie que entienda mis problemas.
私の窮状を理解する人は誰もいない。

先行詞が不定語や否定語でない文では，先行詞に定冠詞がついていれば
直説法で，不定冠詞がついていれば接続法と考えてよいかと質問されるこ
とがあります。確かにそういう傾向もあるかもしれませんが，正確ではありま
せん。それに反する例はいくらでもあります。

Te prepararé un plato típico que en mi país todo el mundo conoce.
君に誰でも知っている僕の国の郷土料理を作ってあげよう。

Comeré el plato que me sirva mi marido, sea lo que sea.
夫が作る料理は , どんなものであれ，食べるだろう。

先行詞が指すものの存在が「確定」か「不確定」かにより
（これは先行詞の
冠詞が定冠詞か不定冠詞かとは必ずしも一致しません）
，それぞれ直説法，
接続法が使われます。前者の例では、
「実際に誰もが知っている
（conoce）
料理」であるけども聞き手はそれを知らないので「ある料理（un plato）」と

なります。後者では「夫がこれから作る
（まだ具体的に確定していない）
料理」
なので動詞は接続法（sirva）
になります。結局は形式的に答えを求めるの
ではなく，文全体の意味を考える方がよさそうです。

ところで，関係代名詞節には「制限的用法」
と「説明的用法」がありました
（本誌36号参照）。

Hoy he comprado un nuevo robot aspirador, que salió al mercado la
semana pasada.
今日新しいロボット掃除機を購入したが，それは先週市場に出たものだ。

これは説明的用法の例ですが，存在が確定している先行詞をさらに説明す
るというこの用法の性格からいって接続法が使われることはありません。
続いて独立文での接続法の用法について考えましょう。まず，願望を表
す Ojalá(que) の後には必ず接続法が使われます。

¡Ojalá haga buen tiempo mañana!
明日よい天気だといいな！

¡Ojalá yo estuviera de vacaciones todo el año!
一年中バカンスだったらいいな！

後者の例文では接続法の過去になっていますが，過去にすると「非現実」

Usos de subjuntivo (III)

¡Quién estuviera de vacaciones todo el año!
誰が一年中バカンスでいるだろうか！

それでは次に，推量を表す副詞（句）
と接続法を見ていきましょう。

Quizá Vd. esté equivocado.
あなたは間違っているかもしれない。

Quizá(s) は疑惑の副詞と呼ばれますが，後には接続法が使われます。直
説法も可能ですが、その場合は確信度が高くなります。同類の語に tal
vez, posiblemente, probablemente などがあります。ネイティヴスピー
カの語感では，probablemente の方が posiblemente より確率が高いよ
うです。一方，quizá や tal vez は posiblemente よりもさらに実現の可能
性が低い推量（疑惑）
を表します。

これらの副詞をまとめると以下のようになります。
quizá
tal vez
*a lo mejor
可能性：

posiblemente

低い←

用法も同じような原理で理解できるでしょう。
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→高い

Quizá や tal vezとほぼ同じ意味の副詞句に a lo mejor がありますが、こ

ちらは必ず直説法になりますので注意が必要です。ただし，直説法だから

といって quizá や tal vezより確信の度合いが高くなるわけではないようです。

A lo mejor la subida de los impuestos afectará negativamente a la
economía del país.
増税は国の経済に否定的な影響を与えるかもしれない。

最後に少し特殊な接続法過去の用法について触れておきます。

Quisiera hablar con el director sobre el presupuesto 2020.
2020年度予算に関して部長とお話ししたいのですが。
この「quisiera + 不定詞」は，通常「丁寧」や「婉曲」の用法と説明されるも
のです。なぜ接続法過去（しかも -ra 形のみ可）
が使われるのか知らない人

が多いかもしれません。実は，-ra 形は元々ラテン語では直説法だったのです。

そして中世のスペイン語では直説法過去や過去未来の用法もあったのです。
この例文で "quisiera hablar" は現代語の "querría hablar" に相当します。
過去未来形ならば丁寧の意味になることはご理解いただけるでしょう。実現
不可能な条件文の後半部と考えればよいからです。

(Si fuera posible), querría hablar con el director...
（もしも可能であったならば）
，部長とお話ししたいのですが……。

つまり，この quisiera は直説法過去未来の意味で使用されている古いスペ

イン語の名残りだったのです。このように使われる動詞は他に poder,

deber, haber 等に限られます。

2010年の創刊号からこの連載を続けてきましたが、今回が最終回になり
ます。10年間に渡り読んでくださった読者のみなさま、様々なご意見をくだ
さった同僚や研究者のみなさまに心よりお礼申し上げます。

的意味合いが強くなります。実現可能性がない
（または極めて低い）場合は
このように過去が使われます。次のような反語的感嘆文での接続法過去の

probablemente

仲井 邦佳 / Kuniyoshi Nakai
プロフィールは p.12

acueducto.jp
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Vol.5
イン料理
日本の素材でスペ

オリーブオイル
１本あれば！
デ
タイのサルサ・ベル

カスエラ・デ・バロは熱くなるのに時間がかか

ピのようにアサリを加えると一段とコクが出て、

呼吸する」と表現するのですが、水分を吸っては

る味に仕上がります。

特徴です。ということは、少ない水分でゆっくり

ロの料理は、中身を入れたら混ぜないで、ひた

けでも料理できるほど。スペインでは「土鍋は
吐き出すと云われるくらい、蒸発が少ないのが

煮ても煮詰まらない。だから、1つの鍋のなかで

28

すら揺することで素材を攪拌して乳化させてい

特に、魚とオリーブオイルを弱火で煮込む

い。魚のエキス、アサリのエキス、オリーブオイル

独自の調理法が生まれたのです。

ことだけでソースができあがるバスクの魚料

リーンソース）をご 紹 介した いと思 います。
主な材料は、オリーブオイルとにんにくとパセ

の地として知られてきましたが、なかでもバスク

リだけ。あとは、主役の魚の味が決め手です。

エラ・デ・バロ
（素焼きの土鍋）
」による調理です。

でしたが、タラでもタイでもスズキでも、白身の

スペイン情報誌acueducto

大切なのは、鍋を揺すること。カスエラ・デ・バ

くのです。ガスの上で平らに、回転させるように

です。その 代 表 格として、サルサ・ベルデ（グ

が生んだ調理法として知られているのが「カス

鍋1つで作ったとは思えないしっかり立体感のあ

料理の本体とソースが同時にできあがるという

理は、素材の味をとことん生かした美味しさ

スペイン北部バスク地方は19世紀から美食

魚ならほとんどなんでも合います。今回のレシ

りますが、いったん熱くなると冷めにくく、余熱だ

もともとはメルルサという白身魚のための料理

揺する。慣れるまで、何度か挑戦してみてくださ

が一体となっていくのを実感できると思います。
素材の味を生かして、調味料をほとんど使わ

ないスペインの郷土料理。食材を大切にして、
無駄なく使い切る質素な家庭料理。これからの

時代にふさわしいスペインの美味しい料理の数々

が、
これを機会に皆さんの食卓に載るようにな

ることを願っています。オリーブオイル1本から、

スタートしてくださいね！

レシピ

Besugo en salsa verde
タイのサルサ・ベルデ

○材料（4人分）
オリーブオイル・ ・・・・・・・・・・・・ 1/2カップ
にんにく
（みじん切り）・ ・・・・・・・・・ 2片

タイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4切

塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々

パセリ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ2

アサリ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12個

魚のスープストックまたは水・・・・・・・・ 2/3カップ

白ワイン・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ2

○作り方
1	タイには軽く塩をしておく。

2	土鍋にオリーブオイルとにんにくを入れて弱火で熱する。にんにくの香りが立ってきたら、
皮を下にして魚を入れる。

3	3、4分で少し火が通ったらすぐ裏返し、パセリとアサリを加える。よく揺すりながら熱する。
スープを少しずつ加えながら揺すって、魚の旨味を出す。

4	アサリが開いてから、ワインも加える。

5	味を見て、足りなければ少量の塩を加えて仕上げる。
※土鍋がないときは、しっかりしたフライパンでもOK。

渡辺 万里
Mari Watanabe

プロフィールは p.10
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ピアニスト • 下山静香の

音楽の時間

番外編

ピアニスト下山静香とめぐるキューバ
ハバナ＆サンティアゴ・デ・クーバ 8日間

「下山静香と行く音楽の旅」第3弾となるツアーは、“今一番行きたい国”とし
て注目のキューバへ行ってまいりました！ 各地からご参加くださった皆さん

とのアットホームな旅のご報告をさせていただきます
（2019年11月18日
～25日）。

ハバナへは、羽田からトロント経由で約15時間半のフライト。私は特に長い
と感じることもなく、元気いっぱいで夜中のホセ・マルティ空港に到着。新市街
にあるホテルに移動し、部屋に落ち着いたのは深夜2時を回った頃でした。
第1日目は、生誕120年のヘミングウェイがテーマでした。
キューバを愛した
ヘミングウェイは、人生の3分の1を過ごしたこの地で多くの作品を書き上げ
ています。朝食後、
ホテルでヘミングウェイについてのレクチャーをして、
いざ出
発。世界遺産の旧市街を歩いて、ヘミングウェイの定宿だったホテル
「アンボ
ス・ムンドス」へ。
いつも使っていた511の部屋で、彼が好きだった風景をバル
コニー越しに眺めながら感慨にふけりました。
ランチは、ヘミングウェイが足し
げく通った
「ラ・フロリディータ」
にて。
まず、砂糖が入った標準的なフローズン
ダイキリをいただいてから、2杯目はヘミングウェイ仕様の
「パパ・ダイキリ」
をオ
ーダー。糖尿病を患っていたのに大好きなお酒をつい飲み過ぎてしまうヘミン
グウェイのために考案されたのが、
「砂糖抜き・ラム酒倍量」
のヘミングウェイ・
スペシャル
「パパ・ダイキリ」
（彼はキューバの人々から親しみを込めて
「パパ」
と
呼ばれていました）。
ツアーの皆さんもその美味しさにハマって、
その後のお食
事タイムのドリンクはダイキリが一番人気でした。
この日の午前中は、
バルタガス葉巻工場も訪ねました。
キューバは世界随一
の葉巻大国。
すべて手作業の工程を近くで見学して皆さん興味津々、次々と
質問が飛び出しました。午後はまず、ヘミングウェイの代表作『老人と海』
の舞
台となった漁村コヒマルへ。
『老人と海』
は、
この村での飲み仲間だったグレゴ
リオ船長から聞いた実話をヒントに書かれています。
その後ヘミングウェイの
邸宅「フィンカ・ビヒア」
を見学。
内部は彼が住んでいた当時のまま保存され、
博物館として公開されています
（中には入れないので窓越しに見学）
。
ヘミング
ウェイのこだわりある生活ぶりを聞き、思わず「なかなかの変人だったのです
ね」
と感想が漏れました。
ディナーもヘミングウェイゆかりの
「ラ・ボデギータ・
デル・メディオ」
にて。
ここのモヒートが作家のお気に入りでした。
お料理は普
通でしたが、
パブロ・ネルーダやガルシア＝マルケスなど多くの有名人が常連
だったお店の雰囲気を味わうことができました。
夕刻、衝撃のニュースが飛び込んできました。翌日の夜にサンティアゴ・デ・
クーバに移動するはずだったのですが、突然国内便のキャンセルが発表さ
れ、飛行機は一切発着しないことになったというのです。
キューバ音楽の基幹
といわれる
「ソン」
の故郷で、革命発祥の地でもあるサンティアゴを訪ねること
はツアーの目玉の1つでもあり、私のリサイタルも予定されていたのですが、苦
渋の決断でハバナに残ることになりました。
翌日はまず、
ホテルでキューバ音楽のレクチャーをしてから国立合唱団の本
部を訪問。
カリスマ指導者ゲーラさんの指揮で、若い団員さんたちが次から次
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ツアーレポート

へとアカペラで素晴らしい合唱を披露してくださり、音楽への愛にあふれた幸
せなひとときを過ごしました。
2019年はちょうどキューバと日本の外交関係樹立90周年でしたが、両国
の交流の始まりはもっと昔、支倉常長の慶長遣欧使節団が渡欧前に立ち寄
った1614年まで遡ることができます。
その記念として建てられた支倉常長の
像も訪ねました。仙台育英学園が2001年に寄贈したもので、小さいながら日
本庭園も造られていて、両国の友好関係が続くことを願う場になっています。
サンティアゴ・デ・クーバで過ごすはずだった3日目は、
バラデロとマタンサス
へのショート・トリップ。
ビーチリゾートとして有名なバラデロは、
かつては上流
階級の邸宅がずらりと並ぶエリアでした。
まずはカリブ海に面したアル・カポネ
の別荘、後ろに広がる美しい浜辺でまったり。
ランチは、大富豪デュポンの豪
邸で海風を感じながら。時間を忘れてリゾート気分にひたりました。
その後マタンサスに移動、
プチ観光の皆さんとお別れして私はリハーサルに
入り、1時間半後には本番です。
サンティアゴでの演奏会がキャンセルになっ
てから丸一日の間に、
マタンサスの会場を見つけて交渉してくださった現地の
コーディネーターさんに大感謝。雰囲気のある素敵なホールで、
カリブな音が
するスタインウェイが面白かったです。
4日目、皆さんは世界自然遺産のビニャレス渓谷に出かけました。私は、
キュ
ーバ国営テレビに出演するためハバナに残り、朝からテレビ局に入って収録、
午後は4日ぶりにピアノに向かうことができました。夜は、
ディナー付のキューバ
音楽ライブを堪能。伝説的スター歌手やミュージシャンたちがたくさん出演す
る、
見ごたえ聴きごたえたっぷりの豪華なショーでした。
そしてついに最終日。私は遅めに起きてブランチをとってから、国立図書館
のホールへ。演奏会は夕方4時開演、前日のテレビ出演の効果もあってか、
た
くさんの方がご来場くださいました。前半は私のソロ、後半はまずゲストのリア
ナ・フェルナンデスさんが演奏してから、
２人で連弾し、最後にまた私のソロと
いう構成でした。
セルバンテスのスペシャリストとして知られるリアナさんの素
晴らしい演奏にとても刺激を受け、
この日初めて合わせた連弾の息もぴったり
で、楽しく演奏させていただきました。
ハバナ最後の夜ということで、
ツアーの皆さんとのディナーはお話がはずみ
盛り上がりました。翌日の早起きに備えて皆さん部屋に戻られましたが、私は
再び外出してカール・マルクス劇場へ。
リアナさんが招待してくれた大人気デュ
オ
「ブエナ・フェ」
のライブで。今のキューバン・ポップスを楽しみました。
ご縁あって出会えた方々と楽しく過ごした初めてのキューバ、実際に行って
みなければわからなかったこともあり、
とても意義ある旅となりました。
「下山静香と行く音楽の旅」、次回もユニークな内容で企画する予定です。
ど
うぞお楽しみに！

下山静香
Shizuka Shimoyama
プロフィールは p.14

＜写真・左ページ＞「ラ・フロリディータ」
のヘミングウェイ像 /
アンボスムンドスのオビスポ通り /『老人と海』
の舞台コヒマル
/ チェ・ゲバラの肖像が描かれている内務省 / 定番カクテルの
ピニャ・コラーダ
＜右ページ＞ ハバナにもある支倉常長像 / マタンサスでのコ
ンサート / リアナさんと連弾したハバナのコンサート / ディナ
ー付きキューバ音楽ライブ
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おススメ

LIBROS
宣教のヨーロッパ

大航海時代のイエズス会と托鉢修道会
歴史

イ ベ リア 半 島 に お け る キリスト 教 徒
軍 によるレコン キ スタ（国 土 回 復 戦 争、

に長崎、フランシスコ会は主に関東地方——

そして1534年にイグナシオ・デ・ロヨラと数

が行われていたが、両修道会の乖離・反発は

718年 -1492年）、その後のスペインとポルト

人の同志（ザビエルを含む、全員が司祭に叙

途轍もないものだった。例えば、1597年2月

ガルが覇権を求めて鎬を削った大航海時代

階されていた）が創立したイエズス会は、教

5日、長崎西坂の刑場で、2人のいたいけな少

において、スペイン内外で活動した修道会は、

皇への絶対的忠誠のもとで、対抗宗教改革

年を含む26人のキリシタンが処刑される。フ

３つに分類できる。

の中核を担って、ヨーロッパにおける台頭期

ランシスコ会修道士は6人、イエズス会で受

13紀初頭創立の、自ら福音の中のキリスト

のプロテスタントからの失地回復、次いで大

洗した信者は3人であったが、この殉教事件

の清貧に従って信仰真理を巡回して福音宣

航海時代に新大陸とアジアの布教へと進む。

はローマでイエズス会によって、イエズス会

教する托鉢修道会（ドミニコ会、フランシスコ

■中央公論新社
■2018年11月刊
■定価 880円+税

下りた）。

佐藤 彰一 著

イエズス会は、新大陸とアジアにおいては、

の殉教として大々的に喧伝されたのだった。

会、アウグスティヌス会）の福音宣教対象は、

前記の托鉢修道会の後塵を拝する立場であ

また、1614年、伊達藩主伊達政宗の命を受

ヨーロッパ全域、その後宗教改革の大騒動と

るが、その宣教活動において両修道会が重

けて、フランシスコ会のソテロ神父を副使とし

は無関係の新大陸とアジアへと広がった。次

複しないよう、活動領域の棲み分けを行った。 て、支倉常長団長の慶長遣欧使節団は太平

いで、13世紀後半創立の修道騎士会（カラト

ザビエルが先鞭をつけた日本における布教

洋を経由して、はるばるスペインとローマを訪

ラーバ会、アルカンタラ会、サンティアゴ会） に関しては、イエズス会が独占的立場を堅持

問したものの、使節団本来の使命は烏有に帰

は、イベリア半島でイスラム勢力を放逐するレ

していた。さらに1579年にイエズス会東イン

したのだった。それは事前にライバルのイエ

コンキスタのための好戦的宗教騎士団であり、 ド巡察師ヴァリニャーノが日本を訪問した際

ズス会修道士が使節団を誹謗中傷していた

戦闘と獲得した領土の維持・開発・植民を任

に、独特な布教指針を提示し、イエズス会の

からだった。

務としていた。この３宗教騎士団の膨大な

布教の要諦として刻印されることになったも

一般論であるが、ザビエルと後継のイエズ

収入、軍事的・政治的重要性に注目したアラ

のがある。非キリスト教社会における「順応

ス会の活動期は、戦国の真っ只中で、大名

ゴン王フェルナンド2世は3騎士団の団長職

政策」と称されるもので、
「改宗とは自らが別

の群雄割拠的状況と南蛮貿易を利用して宣

に就き、1501年、ローマ教皇アレクサンデル

の文化に回心し、それを見習い、順応するこ

教活動ができたが、托鉢修道会の宣教師が

６世によって認められる
（余談であるが、17

と」である。イエズス会はこの「順応政策」主

日本に到着した頃は、日本では政治的国家

世紀になって、貴族の中でも特別な意味を持

義布教に固執したために、托鉢修道会との

統合化が進み、専制主義体制の確立期に当

たせるために、古くからキリスト教徒である「血

間に軋轢を生んだ。両修道会の日本におけ

たったために、キリスト教の布教は一段と困

の純潔」が証明された者だけが入団許可が

る布教地域の棲み分け——イエズス会は主

難となってしまった。

戦国日本と大航海時代
哲学

秀吉・家康・政宗の外交戦略
1492年のスペイン。キリスト教徒軍による

超軍事大国スペインがなぜ群雄割拠する

事行動を間の当たりに見て、スペインは日本

イスラム勢力の放逐を目論むレコンキスタ
（国

戦国時代の日本を植民地にしなかったのか？

の武力制圧を断念し、キリスト教の布教によ

土回復戦争）
は、最後のグラナダ王国の無条

マルコ・ポーロ以来というべきか、それよりも

る日本征服へと大きく路線変更する。確かに

件降伏によって終結した。実に800年におよ

すでに聖書の時代においてキリスト教徒たち

家康も南蛮貿易と禁教との間で揺れ動いて

ぶ「西の十字軍」戦争だった。

は、信仰の中心であるエルサレムは天と地に

いたようだが、1615年に大阪夏の陣で勝利

かかっており、エデンの園はアジアのどこか

して以来、国家統一を確立し、毅然と禁教を

さらにこの年、コロンブスの「西インド諸島」

■中央公論新社
■2018年4月刊
■定価 900円+税

書評

川成 洋

Yo Kawanari

プロフィールはp.8
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平川 新 著

到着とスペインの新大陸征服があり、スペイ

に花咲いていると固く信じていた。しかし、ア

公布した。政宗は家康の許可を得て1613年

ンとポルトガルが覇権を争う大航海時代が

ジアについて確かなことは誰も何も知らなかっ

に慶長遣欧使節団を派遣するが、通商交渉

幕を開けたのだった。その2年後の1494年、 た。しかも何世紀もわたりイスラム圏という

に失敗して帰国した途端、政宗は領内にキリ

ローマ教皇アレクサンデル6世の仲介によっ

強力な政治的・文化的衝立の向こうにある世

スト教禁制を布告した。

て両国が独善的なトルデシリャス条約を締結

界、神秘に見えたアジアは紛れもなくキリスト

さらにもう1つの俄かに信じがたい重大な

し、地球を二分して支配する「世界領土分割」

教徒にとって「異境」であった。陸路が無理

事実。東洋で活動中のスペイン人をはじめ、

体制が屹立する。教皇が要望したキリスト教

なら海路で。当然の理屈だ。イベリア半島に

ポルトガル人、後続のイギリス人、オランダ人

の布教活動とスペイン征服戦争が一体化し、

おいて、
「レコンキスタ」に完勝したスペインと

たちも、自国宛ての公的書簡の中で、秀吉や

1502年から40年間に、中南米で2,580万人

ポルトガルが次にアジアに貪欲な目を向けた。

家康を「皇帝」、日本を「帝国」と呼んでいた。

もの先住民が犠牲となった。スペインはこう

コロンブスを嚆矢として、多くのヨーロッパ人

当時ヨーロッパで「皇帝」や「帝国」という呼

した犠牲者から奪取した土地を「神からの授

がアジアに蝟集した。彼らの垂涎の的だった

称を使えたのは、唯一、神聖ローマ帝国だけ

かりもの」と称し、自らの行動を神聖な「正義

「ジパング」こそ、いとも容易に占領できたは

だった（スペインでは、国王カルロス1世が、

の事業」とみなしていた。さらに1580年、ポル

ずである。この重大な問題は、日本史学界に

1519年、神聖ローマ帝国皇帝カール5世とし

トガル国王が空位になった際、当時のスペイ

おいて等閑に付されてきた。

て即位した）。大航海時代のスペインは「王」

ン王フェリペ2世の母親がポルトガル王女イ

本書によると、秀吉は、2度の計30万人の

ザベルだったので、彼は相続権を主張し、ポ

兵力による朝鮮出兵に前後して、フィリピンの

に統治されていたにすぎず、これでは「皇帝」
と干戈を交えることはできなかったのだ。

ルトガル王フェリペ1世として即位する。スペ

スペイン総督、ゴアのポルトガル副王に対し

インはポルトガルを合併し、世界一の植民地

て服従を強要し、両国より先んじて明国征服、 での外交戦略史を理解する上で裨益するこ

大帝国「陽の沈むことなき大帝国」になる。

天竺（インド）掠奪を宣言した。この秀吉の軍

本書は、戦国時代から初期の江戸幕府ま
と大であると強調しておきたい。

水
彩
画
だ
よ
り

vol.11
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。

Acueducto Romano
古代ローマ水道橋

スペインのほぼ中心、カステーリャ地方にあるセゴビア市にそ
びえるこの水道橋は、紀元１世紀にローマ軍がイベリア半島を
制圧した頃に建造したと云われている。この巨大な水道橋はセ
ベダ川の水を街まで引くため建造された。
高さ３６ｍ、長さ728m に及び、その当時、日本はまだ弥生時
代の原始的生活をしていた頃に、ローマはすでにこのような大工
事を行う技術があったことを証明する遺産である。
各石の間には一切接合剤を使わずに創られたことに感心する。
ところで、この水道橋の周りにあるレストランでは、子豚の丸焼
き
（Cochinillo asado）
を美味しく食べることができ、旅をもっと嬉
しくしてくれる。
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 Romano de Segovia
セゴビアの古代ローマ水道橋

住所：Plaza del Azoguejo, 1
40001 Segovia

スペインのお勧め

バール • レストラン
Bares y restaurantes recomendables
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Restaurante ELKANO
Herrerieta Kalea 2
20808 Getaria, Gipuzkoa
+34 943 14 00 24 / +34 649 335 274

Restaurante ELKANO

www.restauranteelkano.com

レスタウランテ・エルカノ（Guetaria / ゲタリア）

スペインが世界に誇る美食の街バスクのサン・セバスチャンから車で40分ほどの小

1

※掲載情報は、2020年1月時点のもので変更する可能性があります。

3

さな港町ゲタリアにそのレストランはある。店に近づくと、
さっそく店先の炭火の焼き場
から魚の焼ける良い匂いが漂い、否が応でも期待が高まる。
店名のエルカノは、このゲタリア出身の冒険家フアン・セバスティアン・エルカノに由
来する。学校の歴史の授業では、史上初の世界一周といえばマゼランと教えられたが、
実は航路の半ばで力尽きたマゼランから船長を引き継ぎ、実際に世界一周を成し遂げ
たのはこの小さな漁港出身のバスク人冒険家だった。このレストラン目当てに世界か
ら人々が訪れることを考えると、なんともふさわしい命名かもしれない。

4

魚介の炭火焼レストランとして世界に名高いエルカノで出されるすべての魚介は、
ビ
スケー湾で獲れたもの。驚いたことに本マグロも地元産。スペインのマグロといえば、
カディス沖か地中海かと思っていたが、
メキシコ湾から海流に乗ってきた一部はビスケ
ー湾にも入り込み、小ぶりだが良質な本マグロが獲れるのだそうだ。
店外の焼き場から想像するに、ある意味、素朴な料理が出てくるかと思いきや、前

2

菜は洗練されたスタイルで、2種のココチャやサルモネッテのフォアグラなど、シンプル
ではあるが、ただ伝統的であるだけでない、新しい魚介の楽しみ方を教えてくれる。
そして本命のカレイ。2kg 以上もある肉厚なカレイは、それぞれの部位を切り分けて
サーブされる。これこそごまかしのきかない真っ向勝負の一皿。柔らかくジューシーな白
身を試したら、ぜひまた訪れたくなること間違いなしだ。

14年連続でミシュラン1つ星を獲得するエルカノ
2ココチャはピルピルと炭火焼を食べ比べ
3店の前にある焼き場。
この魚型の焼き網は、
今でこそいろいろなレストランが採用している
が、
エルカノが発祥だそう
4カレイの炭火焼。
厚みのある白身を二代目のオーナーシェフのアイトールさんが切り分けて
くれた。
ちなみに彼はエイバルなどでも活躍した元サッカー選手

中村 美和 / Miwa Nakamura

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

acueducto.jp
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〒851-2106

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

スペイン
目利きの
ご用命

ワインは
ダビへ
下さい！

Tel. 08013799023
http://www.vinomio.jp/
京都 ティオペペ カサ エスパーニャ

Kioto Tio Pepe Casa España
スペイン各地方のビール・
ワインを取り扱っております

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 語 の 本 ＆ 雑 貨

nte
a
l
a d e shop
バックナンバー 全

40 冊 セット ¥17,600

（税込）

TEL:06-6346-5554 または www.adelanteshop.jp で販売中 !

Historia, 10 años de
『acueducto』発行人
Alejandro Contreras

本誌創刊の計画は、2009年6月大阪のドーン
センターのカフェで、当時の京都外国語大学スペ
イン語学科長・坂東省次教授
（現・同大学名誉教
授）
と私アレハンドロ・コントレラス、2人の間で生ま
れた。日本でスペイン語圏文化を周知する無料誌
が存在しないことを憂慮し、
では、
自分たちの手で
それを創ろうということになった。帰宅後、私は掲
載テーマ、執筆者、
デザイン……など具体案をまと
めて、数日後に坂東に提出した。特に大切なのは
雑誌の名前だった。日本とスペインの架け橋とい
う意を込めて
「puente
（橋）
」
も考えたが、
アルファ
ベット順に並べた時に先頭になるよう、
どうしても
「a」
から始まる名前が必要だった。そこで
「puende
de agua」
（水道橋）
を意味する
「acueducto」に
決めた。名前が決まったら、
すぐにWEBドメインを
取得したり、
ロゴを制作したりと準備を始めた。最
初のロゴは青だった。
2010年5月に刊行した、記念すべき創刊号の
表紙はセゴビアのacueducto。冒頭記事はインス
ティ
トゥト・セルバンテス東京からのメッセージこそふ
さわしいと思い、館長ビクトル・ウガルテ氏からの寄
稿文を掲載した。第2号ではスペインの時の人を
取り上げたいと思い、私の同級生の父、映画監督
エミリオ・マルティネス・ラサロを紹介した。第5号で
は初めて中之島で開催したスペインフェアを特集
した
（このフェアは5年間続き大盛況のイベントとなっ
た）
。

その他、
スペインの各都市と町
（カディス、
セビー
リャ、
パンプローナ、
サン・セバスティアン、
バレンシ
ア、
セゴビア、
コンスエグラ）
の特集や文化
（サッカー、
闘牛、
トマティーナ、
サン・フェルミン祭、
ラス・ファジャ
ス、
サンティアゴ巡礼）
、
モード、社会、現地生活な
どの情報も発信した。中でも食文化では、専門家
の渡辺万里先生に3回にわたりスペインのガスト
ロノミーの特集をご執筆いただく。2019年にはこ
の国の美食を代表するシェリー酒とハモンを取り
上げることができた。
10年間の長きにわたり、無償で快く寄稿をお引
き受けくださった全ての皆様に感謝を申し上げます。
第1号から第40号まで1度も休むことなくレッスン
記事を連載された仲井邦佳先生。スペイン内戦と
現代史を紐解かれた川成洋先生。毎号、美味しい
レシピ記事を連載された渡辺万里先生。音楽の
世界の魅力を伝えられた下山静香先生。ハイレベ
ルなビジネススペイン語を教えられた伊藤嘉太郎
先生。ユニークなスペイン語を紹介されたフランシ
スコ・
トレグロサさん。スペイン社会の現場を貴重
な写真で紹介された篠田有史さん。現地からバル
文化の魅力と日本人の活躍の姿を届けられた中
村美和さん。水彩画で本誌に彩りを添えられた牧
瀬貢さん。そしてこれまで、忙しい合間を縫って本
誌にご寄稿してくださった皆様、本当にありがとうご
ざいました。

またこれまで本誌刊行を支えてくださった広告
以降、2020年までの10年にわたり、様々なテー 主の皆様に、深い感謝を申し上げます。そして
マの特集を組んだ。文学では、2011年に京都外 提携協力していただいたインスティトゥト・セルバ
国語大学で来日講演をしたバルガル＝リョサ、
『ドン・ ンテス東京、政府観光局、
スペイン大使館の皆
キホーテ』後篇出版400年記念、
ガルシア・ロルカ 様、本誌を素晴らしくデザインしてくださったデザ
など。フラメンコでは、
カルメラ・グレコ、
やベレン・マ イナーの林コイチ様。制作の現場を支えてくれた
ジャ、
日本の若手ダンサーの舞台。歴史では、
スペ ADELANTE の仲間。そして何より、配布にご協
イン内戦。スペインが誇る画家たちの特集もした。 力いただいた全国の皆様、読者の皆様に心より
エル・グレコ、
ダリ、ベラスケス……。そして建築家 お礼を申し上げます。
のガウディ。またスペイン文化史において重要な
日本人、古くは支倉常長から新しくは堀越千秋ま
私たちの雑誌が、
スペイン文化の普及にささや
で。2015年2月の第20号では5周年を記念して、 かながら貢献できれば幸いです。今後も、何らかの
表紙デザインを刷新した。
形で引き続き取り組んで参りたいと存じます。

私は、2016年の27号から本誌の編集を担当しました。執筆者、関
編集スタッフ
係者の皆様や読者の皆様との交流を通して、
スペイン文化の様々な
Nagisa Miyata
魅力を本誌を制作しながら発見することができました。これまで関わって
くださった全ての方々に心より感謝を申し上げます。

読者アンケート
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

回答いただいた方から抽選で当たる！

スペイン産チョコレートブレッド
ColaCao 350g (5 名様 )
提供 : 有限会社グランジャポン

アンケート送付＆読者プレゼント応募方法
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：2020年2月29日
（土）
消印有効

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

acueducto.jp のアンケートページ
からも簡単に応募できます♪

acueducto.jp
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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

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

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

