
guitarra〔女名〕ギター 

sacar〔他動〕連れてくる 

foto〔女名〕写真 

colegio〔男名〕小学校 

fruta〔女名〕果物 

hija〔女名〕娘 

abrir〔他動〕開ける 

devolver〔他動〕返す 

decir〔他動〕言う 

regular〔形〕規則正しい 

ahí〔副〕そこに 

chaqueta〔女名〕上着 

librería〔女名〕本屋 

bolígrafo〔男名〕ボールペン 

estuche〔男名〕箱 

revista〔女名〕雑誌 

entrada〔女名〕入口 

metro〔男名〕地下鉄 

lado〔男名〕側面 

rojo〔形〕赤い 

aparcar〔他動〕駐車する 

mañana〔女名〕明日 

descansar〔自動〕休む 

poco〔形〕わずかな 

hambre〔女名〕空腹 

prisa〔女名〕迅速 

camino〔男名〕道 

invitar〔他動〕招待する 

cenar〔自動〕夕食をとる 

aquí〔副〕ここに 

prestar〔他動〕貸す 

apuntar〔自動〕狙いをつける 

presto〔形〕すばやい 

enseñar〔他動〕教える 

matemática〔形〕数学の 

pasear〔自動〕散歩する 



doler〔自動〕痛い 

cabeza〔女名〕頭 

pero〔接〕ところが 

antes〔副〕前に、以前に 

carne〔女名〕肉 

leer〔他動〕読む 

sólo〔副〕もっぱら 

pasado〔形〕過去の 

escribir〔他動〕書く 

carta〔女名〕手紙 

actualidad〔女名〕現在 

enviar〔他動〕送る 

correo〔男名〕郵便 

electrónico〔形〕電子の 

tocar〔他動〕触る 

piano〔男名〕ピアノ 

hombre〔男名〕人 

toro〔男名〕雄牛 

vaca〔女名〕牝牛 

libro〔男名〕本 

pluma〔女名〕ペン 

vaso〔男名〕コップ 

casa〔女名〕家 

flor〔女名〕花 

árbol〔男名〕木 

canción〔女名〕歌 

japonés〔男名〕日本語 

examen〔男名〕試験 

blanco〔形〕白い 

verde〔形〕緑色の 

azul〔形〕青い 

est udiar〔他動〕勉強する 

comprar〔他動〕買う 

vivir〔自動〕生きる 

beber〔他動〕飲む 

sopa〔女名〕スープ 



caliente〔形〕熱い 

ahora〔副〕今は 

madera〔女名〕木材 

cristal〔男名〕ガラス 

estudiante〔名〕生徒 

abogado〔名〕弁護士 

aprender〔他動〕学ぶ 

inglés〔男名〕英語 

cansada〔形〕うんざりした 

vender〔他動〕売る 

leche〔女名〕ミルク 

centro〔男名〕中央 

refresco〔男名〕清涼飲料水 

hora〔女名〕時間 

chico〔男名〕子供 

joven〔形〕若い 

simpático〔形〕感じのよい 

tiempo〔男名〕時間 

pasar〔自動〕通る 

flecha〔女名〕矢 

estación〔女名〕駅 

cerca〔副〕近くに 

jugar〔自動〕遊ぶ 

pensar〔自動〕思う 

pedir〔他動〕頼む 

conocer〔他動〕知っている 

poner〔他動〕置く 

salir〔自動〕出る 

caer〔自動〕落ちる 

traer〔他動〕持ってくる 

oír〔他動〕聞こえる 

venir〔自動〕来る 

dar〔他動〕与える 

saber〔他動〕知っている 

lugar〔男名〕場所 

bonito〔形〕きれいな 



estupenda〔形〕すばらしい 

querer〔他動〕望む 

próximo〔形〕近い 

fin〔男名〕終わり 

semana〔女名〕週 

asistir〔自動〕出席する 

reunión〔女名〕会議 

dormir〔自動〕眠る 

bien〔副〕よく 

túnel〔男名〕トンネル 

periodico〔男名〕新聞 

parque〔男名〕公園 

vuelta〔女名〕回転 

invitacion〔女名〕招待 

confiar〔自動〕信頼する 

minuto〔男名〕分 

dentro〔副〕中に 

entonces〔副〕当時 

faltar〔自動〕不足している 

kilómetro〔男名〕キロメートル 

cuál〔代〕どれ 

bicicleta〔女名〕自転車 

plato〔男名〕皿 

llego（現在／YO）<llegar〔自動〕到着する 

a〔前〕…に 

Madrid〔固有名〕マドリード 

cuando〔接〕…とき 

viajo（現在／YO）<viajar〔自動〕旅行する 

por〔前〕…（場所）を 

Europa〔固有名〕ヨーロッパ 

siempre〔副〕いつも 

visito（現在／YO）<visitar〔他動〕訪問する 

España〔固有名〕スペイン 

está（現在／Él）<estar〔自動〕（…に〔en〕）ある，いる 

en〔前〕…に，…で（場所を示す） 

el〔定冠詞〕 



sur〔男名〕南 

de〔前〕…の（所有を示す） 

los（複）<el〔定冠詞〕 

habitantes（複）〔男名〕住民 

hablan（現在／ELLOS）<hablar〔他動〕話す 

español〔男名〕スペイン語 

la〔定冠詞〕 

capital〔女名〕首都 

es（現在／ÉL）< ser〔自動〕…である 

una（女）<un〔不定冠詞〕 

ciudad〔女名〕都市 

ruidosa（女）<ruidoso〔形〕騒々しい 

y〔接〕そして 

con〔前〕…をもった，…がある，…と一緒に 

mucha（女）<mucho〔形〕たくさん，多くの 

tráfico〔男名〕交通，交通量 

sin embargo〔接〕しかしながら 

famosa（女）<famoso〔形〕有名な 

por〔前〕…によって 

algunos（複）<alguno〔形〕いくつかの 

museos（複）<museo〔男名〕美術館，博物館 

con frecuencia〔副〕よく，頻繁に 

Museo del Prado〔男固有名〕プラド美術館 

allí〔副〕あそこには，あそこでは 

están（現在／ELLOS）<estar〔自動〕ある，いる 

geniales（複）<genial〔形〕偉大な，天才的な 

cuadros（複）<cuadro〔男名〕絵画 

Velázquez〔固有名〕ベラスケス（Diego 〜）（スペインの画家，1599-1660） 

Goya〔固有名〕ゴヤ（Francisco de 〜）（スペインの画家，1746-1828） 

otros（複）<otro〔形〕他の 

pintores（複）<pintor〔男名〕画家 

viven（現在／ELLOS）<vivir〔自動〕住む，暮らす 

amigos（複）<amigo〔男名〕友人 

por ejemplo〔成句〕たとえば 

Pedro〔固有名〕ペドロ 

trabaja（現在／Él）<trabajar〔自動〕働く 



un〔不定冠詞〕 

hospital〔男名〕病院 

médico〔男名〕医者 

Elvira〔固有名〕エルビラ 

esposa〔女名〕妻 

profesora〔女名〕（女性の）教師 

escuela〔女名〕学校 

estoy（現在／YO）<estar 

recorro（現在／YO）<recorrer〔他動〕歩きまわる，散歩する 

tres〔男名〕３ 

juntos（複）<junto〔形〕一緒の．ここではlos tres を修飾しているが，「一 

緒に」 という副詞的な意味になる 

tomamos（現在／NOSOTROS）<tomar〔他動〕とる，飲む 

café〔男名〕コーヒー 

terrazas（複）<terraza〔女名〕テラス 

del <de〔前〕とel〔定冠詞〕を縮約した形 

paseo de Recoletos〔固有名〕レコレートス通り（マドリード市内の大通り） 

mientras〔接〕…するあいだ，…しているとき 

hablamos（現在／NOSOTROS）<hablar〔自動〕話す 

preguntan（現在／ELLOS）<preguntar〔他動〕質問する 

cosas（複）< cosa〔女名〕こと，もの 

sobre〔前〕…について 

Jap 〔固有名〕日本 

espero（現在／YO）<esperar〔他動〕期待する，希望する，待つ 

Tokio〔固有名〕東京 

pronto〔副〕すぐに，近いうちに__ 

Valencia〔固有名〕バレンシア，スペイン東部地中海岸の都市． 

tengo（現在/YO）< tener〔他動〕 持つ（不規則変化．この課の文法で学 

習する） 

apartamento〔男名〕 アパート 

pueblo〔男名〕 村 

voy（現在/YO）< ir〔自動〕 行く（不規則変化） 

un par de veces〔副〕 二三度 

al〔前置詞＋冠詞〕 …につき 

año〔男名〕 年，一年 

sabes< saber〔他動〕（情報・知識として）知っている（不規則変化） 



dónde 〔疑問詞〕どこに，どこで 

＊疑問符 ¿...? スペイン語は語順の自由度が高く，疑問文固有の文型は 

特定しにくい．このため，書かれた文章で疑問文であることが明示され 

るように，文頭に「¿」と文末の「?」で文を挟む． 

este〔男名〕 東 

Península Ibérica〔固有名〕 イベリア半島 

famoso〔形〕 有名な 

por〔前〕 …によって（理由を示す） 

paella〔女名〕 パエージャ（スペイン料理．パエリア） 

verdad〔女名〕 真実，本当のこと 

＊付加疑問文 平叙文の文末に ¿verdad?（本当ですか）あるいは¿no?（そ 

うではないですか）をつけ加えると，確認・同意を促す軽い疑問文にな 

る． 

sí〔副〕 はい（肯定する返事） 

además〔副〕 さらに 

huerta〔女名〕 畑 

valenciano〔形〕 

produce（現在/ÉL）< producir〔他動〕 生産する（不規則変化） 

gran cantidad de〔形〕 大量の 

naranja〔女名〕 オレンジ 

hay（現在/主語不定）< haber〔他動〕ある，いる（存在のhaber はこの課 

の法で学習する） 

bueno〔形〕 良い 

playa〔女名〕 海岸，ビーチ 

podemos（現在/NOSOTROS）< poder〔助動詞〕 …できる（不規則変化） 

encontrar〔他動〕見つける，出逢う（不規則変化） 

estupendo〔形〕すばらしい 

también〔副〕～もまた 

clima〔男名〕 気候（a で終わる男性名詞） 

muy〔副〕 とても 

agradable〔形〕 快適な 

mucho〔形〕 多くの 

español〔男名〕 スペイン人 

cuando〔接〕 …のとき 

verano〔男名〕 夏 

huyen（現在/ELLOS）< huir〔自動〕（…から〔de〕）逃げる（不規則変化） 



grande〔形〕 大きな 

ciudad〔女名〕 都市 

van（現在/ELLOS）< ir〔自動〕（…に〔a〕）行く（不規則変化） 

numeroso〔形〕 数多くの 

turístico〔形〕 観光の 

del〔前置詞de＋定冠詞el〕 

país〔男名〕 国（スペインをさす） 

contar〔他動〕物語る（不規則変化） 

algo〔男名〕なにか 

más〔形〕もっと多くの 

sobre〔前〕…について 

por ejemplo〔成句〕 たとえば 

marzo〔男名〕 3 月 

tenemos（現在/NOSOTROS）< tener〔他動〕 持つ（不規則変化） 

fiesta〔女名〕 祭り 

las Fallas ファリャス 

todo〔形〕 すべての 

podemos（現在/NOSOTROS）< poder〔助動詞〕 …できる（不規則変化） 

ver〔他動〕 見る（不規則変化） 

enorme〔形〕 巨大な 

mu co〔男名〕 人形 

cart 〔男名〕 ボール紙 

distintos〔形〕（複）さまざまな 

tema〔男名〕 テーマ，題材（a で終わる男性名詞） 

todo: toda la ciudad. 形容詞の中でtodo だけは定冠詞の前につく．それ以 

外の形容詞が名詞の前にあるときは，冠詞＋形容詞＋名詞の順になる． 

例: 8las grandes ciudades. 

a で終わる男性名詞8 のclima と13 のtema はa で終わっているが男性名 

詞である．このような-ma で終わる男性名詞はギリシャ語源の単語に多 

い．例: problema「問題」，sistema「システム」，dogma「教義」．こうした 

ギリシャ語源の言葉はその派生形容詞（語尾-ico をつける）に-t-が現れ 

る．climático，temático，problemático，sistemático，dogmático． 一方，cama 

「ベッド」，fama「名声」，crema「クリーム」などの女性名詞はギリシャ 

語源ではないので，そのような形容詞を持たない． 

cuestan（現在/ELLOS）< costar〔自動〕（…が〔主格補語〕）かかる（不規 

則変化） 



muchísimo〔形〕 非常に多くの（mucho の絶対最上級） 

hermoso〔形〕 美しい（bonito よりもかしこまった表現） 

-ísimo という接尾辞: 形容詞にこの接尾辞がつくと「非常に…」という意 

味になって強調される．次の文のmucho は「多くの」という意味なので， 

muchísimo は「非常に多くの，莫大な」という意味になる．一般に母音で 

はじまる接尾辞はその基語（この場合はmucho）が母音で終われば，そ 

の母音をはずしてから付ける．子音で終わっていればそのまま付ける． 

例: fácil〔形〕 「簡単な」< facilísimo. 

día〔男名〕 日（語尾がaの男性名詞） 

a media noche〔副〕 真夜中に 

arder〔自動〕 燃える 

junto con〔前〕 …と一緒に 

miles de〔形〕 何千もの 

fuegos artificiales〔男名〕（複）花火（fuego〔男名〕 火＋artificial〔形〕 人 

工の） 

この文のEl día 19 のように「時」を示す名詞句はそのままで副詞句にな 

ることが多い． 

durante〔前〕 …の間 

minuto〔男名〕 分 

parece（現在/ÉL）< parecer〔自動〕（…に）見える（不規則変化） 

infierno〔男名〕 地獄 

 

nostalgia〔女名〕郷愁，ノスタルジー 

hace（現在／ÉL）< hacer〔他動〕…前に（前置詞のように使われる） 

mucho〔形〕多くの 

año〔男名〕年 

cuando〔接〕…のとき 

era（線過去／YO）< ser（線過去についてはこの課で習う） 

niño〔男名〕子供 

mi〔所有形容詞〕わたしの 

familia〔女名〕家族 

vivíamos（線過去／NOSOTROS）< vivir〔自動〕住む 

pequeño〔形〕小さい 

pueblo〔男名〕村 

estaba（線過去／ÉL）< estar 

orilla〔女名〕岸 



mar〔男名〕海 

por la mañana〔副〕午前中 

iba（線過去／YO）< ir 

pescar〔自動〕釣りをする 

con〔前〕…と一緒に，…とともに 

abuelo〔男名〕祖父，おじいさん 

navegábamos（線過去／NOSOTROS）< navegar〔自動〕航海する 

barca〔女名〕小舟，ボート 

todos los días〔成句〕毎日 

pescábamos（線過去／NOSOTROS）< pescar 

durante〔前〕…のあいだ 

hora〔女名〕時間 

luego〔副〕その後で 

regresábamos（線過去／NOSOTROS）< regresar〔自動〕戻る，帰る 

puerto〔男名〕港 

mujer〔女名〕（１）女性 （２）妻 

pescador〔男名〕漁師 

reparaban（線過去／ELLOS）< reparar〔他動〕直す，修繕する 

red〔女名〕網 

paciencia〔女名〕忍耐，根気 

mientras〔接〕…する間 

vendían（線過去／ELLOS）< vender〔他動〕売る 

pescado〔男名〕魚 

los〔代〕彼らを 

miraba（線過去／YO）< mirar〔他動〕見る 

curiosidad〔女名〕好奇心，興味 

más〔副〕さらに，もっと 

tarde〔副〕後で 

recorría（線過去／YO）< recorrer〔自動〕歩きまわる 

amigo〔男名〕友人，友達 

mío〔所有形容詞〕私の 

jugábamos（線過去／NOSOTROS）< jugar〔自動〕遊ぶ（直説法現在形 

の活用に注意） 

e〔接〕そして（ y の別形．次に母音i が来ると，y はe に変わる） 

imaginábamos（線過去／NOSOTROS）< imaginar〔他動〕想像する 

grande〔形〕大きい 



ballena〔女名〕クジラ 

a〔前〕…を（他動詞の直接目的語が「人」を示すときはa をつける） 

abuela〔女名〕祖母，おばあさん 

la〔代〕彼女を 

veía（線過去／YO）<ver〔他動〕見る 

siempre〔副〕いつも 

alegre〔形〕陽気な 

目的語の前置．この文章はVeía a la abuela siempre alegre.という文の 中 

でa la abuela を前にだして話題にした形である．このように目的語を 

前に置くと，もう一度 la という代名詞で同じ人を指す．なお，この文は 

主語（YO）＋動詞（veía）＋目的語（a la abuela）＋目的語の補語（alegre） 

という構文である．目的語の補語は目的語と性・数が一致する．例：Veo 

a María cansada.（私はマリーアが疲れているように見える．） 

me〔代〕私に 

contaba（線過去／ÉL）< contar〔他動〕語る 

cuento〔男名〕お話，物語 

antiguo〔形〕昔の，古い 

valiente〔形〕勇敢な 

marino〔男名〕船乗り 

gustaba（線過去／ÉL）< gustar〔自動〕…の気に入る，好きである（gustar 

型動詞についてはこの課で習う．この文ではescuchar という動詞の不定 

詞が文法上の主語だが，日本語訳にしたときの意味上の主語は間接目的 

語のme である） 

escucharlos < escuchar + los 

escuchar〔他動〕聞く 

los〔代〕それらを 

conmigo < con + mí〔前＋代〕私と一緒に 

andaba（線過去／ÉL）< andar〔自動〕歩く 

perro〔男名〕犬 

vagabundo〔形〕放浪する，流浪の（perro vagabundo のら犬） 

lo〔代〕それを 

llamaba（線過去／YO）< llamar〔他動〕呼ぶ 

nostalgia〔女名〕郷愁，ノスタルジー（ここでは犬の名前なので「ノス 

タルヒア」） 

porque〔接〕なぜならば 

miraba（線過去／ÉL）< mirar〔他動〕見る 



tristeza〔女名〕 悲しみ 

horizonte〔男名〕 水平線，地平線 

marino〔形〕海の 

creía（線過去／YO）< creer〔他動〕思う，信じる 

esperaba（線過去／ÉL）< esperar〔他動〕待つ 

regreso〔男名〕 帰還，帰り 

alguien〔代〕 だれか 

hoy〔副〕 今日 

para〔前〕…のために 

mí〔代〕私（前置詞のあとでyo はmí に変わる） 

fiesta〔女名〕 祭りnacional〔形〕 国の，国民的な 

feria〔女名〕 祭り，市．Feria de Abril de Sevilla は日本では「セビーリャの春祭

り」 

呼ばれることが多い． Feria, Abril が大文字で書かれているのは祭りの固有名だ 

から．月の名は普通小文字で書く． 

abril〔男名〕 4 月 

Sevilla〔固有名〕 セビリア 

interesante〔形〕 興味深い 

disfruté（点過去/YO）< disfrutar〔自動〕 楽しむ（点過去はこの課で扱う） 

la última vez〔成句〕 この間，つい先だって 

precioso〔形〕 すばらしい 

aquel〔形〕 あの（指示形容詞） 

año〔男名〕 年 

lleno〔形〕（…で〔de〕）いっぱいの 

flor〔女名〕 花 

llegamos（点過去/NOSOTROS）< llegar〔自動〕（…に〔a〕）到着する 

habitante〔男女名〕 住民 

llevaban (線過去／ELLOS) < llevar〔他動〕 運ぶ，服を着る 

traje〔男名〕 服 

típico〔形〕 独特の 

線過去と点過去の組み合わせ．主節と従属節に線過去と点過去が用いられる 

ときは，点過去が出来事を示し，線過去がその背景を示していることが多い． 

comenzó（点過去/ÉL）< comenzar〔自動〕 始まる 

esa（女）< ese〔形〕 その（指示形容詞） 

mismo〔形〕 同じ，その 

noche〔女名〕 夜 



todo el mundo 〔成句〕 みんな 

bailaba （線過去／ÉL）< bailar 〔自動〕 踊る 

bebía（線過去／ÉL） <beber 〔自動〕 (酒を)飲む 

8 divertido〔形〕 楽しい 

parecer の構文．この構文は，主語（Feria de Abril de Sevilla「セビリアの4 月祭 

り」）＋動詞（parece）＋主語の補語（una fiesta divertida）である． 

existen（現在／ELLOS） <existir〔自動〕 存在する 

otro〔形〕 ほかの 

famoso〔形〕有名な 

San Fermín〔固有名〕 聖フェルミン（聖人の名） 

Pamplona〔固有名〕 パンプロナ（スペイン北部の都市） 

定冠詞の代名詞的用法．（...）como la de San Fermín en Pamplona．このla は定 

冠詞の女性形であるが，代名詞としてfiesta の代わりをしている（「パンプロナの 

サン・フェルミン祭」）．このように定冠詞は形容詞や形容詞句をつけると名詞句 

となる．例: Los fuertes deben ser compasivos con los débiles．「強者は弱者に思 

いやりを持たなくてはならない．」 

fuerte〔形〕強い 

deben（現在／ELLOS） < deber〔助動〕 

compasivo〔形〕思いやりのある 

débil〔形〕弱い 

ah〔間投詞〕 ああ 

de〔前〕 …について 

esta（女）〔形〕 この（指示形容詞） 

habla（現在/ÉL）< hablar〔自動〕 話す 

Hemingway〔固有名〕ヘミングウェイ 

sus（複）< su〔形〕 彼の（所有形容詞） 

アーネスト・ヘミングウェイ（1899－1961）米国の作家．スペイン語圏を舞 

台に数多くの小説を発表．キューバを舞台にした『老人と海』により，1954 年ノ 

ーベル文学賞受賞．ここで友子が話題にする小説は，『日はまた昇る』（1926 

年発表）．この作品は欧州ではFiesta という題名で刊行されている． 

peligroso〔形〕 危険な 

Por supuesto〔成句〕もちろん 

persona〔女名〕 人 

corren（現在／ELLOS） < correr〔自動〕 走る 

delante〔副〕（…の〔de〕）前を 

toro〔男名〕 雄牛 



por〔前〕 …を通って 

calle〔女名〕通り 

alguna vez〔副〕 一度，ある時 

corríste（点過去/TU）< correr〔自動〕 走る 

claro〔形容詞〕明るい．ここでは，決まり文句として「もちろん」の意． 

perdí（点過去/YO）< perder〔他動〕 失う 

equilibrio〔男名〕 バランス 

terminé（点過去/YO）< terminar〔自動〕（…に〔en〕）終わる，結局…になる 

suelo〔男名〕 地面 

qué〔疑問代名詞〕 何が（疑問代名詞） 

ocurrió（点過去/ÉL）< ocurrir〔自動〕 起きる 

nada〔名〕無． 

escapé（点過去/YO）< escapar〔自動〕 逃げる 

hasta〔前〕 …まで 

fachada〔女名〕（建物の）正面．ファサード． 

casa〔女名〕 家 

escondí（点過去/YO）< esconder〔他動〕 隠す 

cabeza〔女名〕頭 

entre〔前〕 …の間に 

brazo〔男名〕 腕 

miedo〔男名〕 恐怖 

感嘆文．Qué と名詞で感嘆文ができる．感嘆文では文頭の「¡」と文末の「!」で文 

を挟む． 

 


