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第１課 Lección Primera
●本文
【語句】
1

llego（現在／YO）<llegar〔自動〕到着する
a〔前〕…に
Madrid〔固有名〕マドリード

2

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

3

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）

4

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

5

la〔定冠詞〕
capital〔女名〕首都
es（現在／ÉL）< ser〔自動〕…である

6

una（女）<un〔不定冠詞〕
ciudad〔女名〕都市

1

第１課 Lección Primera
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
7

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

8

con frecuencia〔副〕よく，頻繁に
Museo del Prado〔男固有名〕プラド美術館

9

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

10 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
11 trabaja（現在／Él）<trabajar〔自動〕働く
un〔不定冠詞〕
hospital〔男名〕病院
12 médico〔男名〕医者
13 Elvira〔固有名〕エルビラ
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esposa〔女名〕妻
14 profesora〔女名〕（女性の）教師
escuela〔女名〕学校
15 estoy（現在／YO）<estar
recorro（現在／YO）<recorrer〔他動〕歩きまわる，散歩する
16 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）
17 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
Japón〔固有名〕日本
18 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

【訳】
1

わたしはマドリードに到着する

2

わたしはヨーロッパに旅するときは，いつもスペインを訪れます．

3

（スペインは）ヨーロッパの南にあります．

4

スペインの人々はスペイン語を話します．

5

スペインの首都はマドリードです．
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6

騒々しく交通量の多い街です．

7

しかし，いくつかの美術館で有名です．

8

わたしはしばしばプラド美術館を訪れます．

9

あそこにはベラスケス，ゴヤやその他の画家の偉大な絵があります．

10 マドリードにはたくさんの友人が住んでいます，たとえばペドロです．
11 ペドロは病院で働いています．
12 彼は医者です．
13 エルビラはペドロの妻です．
14 エルビラは学校の先生です．
15 わたしがマドリードにいるときは，ペドロとエルビラと一緒に街を歩き
まわります．
16 三人はレコレートス通りのテラスで一緒にコーヒーを飲みます．
17 わたしたちが話しているとき，彼らはいつも日本に関することを質問し
ます．
18 近いうちに東京でペドロとエルビラと一緒にコーヒーを飲むことを楽し
みにしています．

▼文法
１．現在．規則変化
（1）動詞は語根と語尾に分かれる．たとえば，cantar〔動〕 「歌う」は cantという語根と-ar という語尾（不定詞語尾）に分かれる．語根は動詞の固有
の意味を表し，語尾は主語に合わせて変化する．この変化を活用と呼ぶ．法・
時制と主語に合わせて変化した語尾を活用語尾という．
主語には人称・数によって次の 6 つの場合がある．
• 1 人称単数: 話し手を示す．
「私」という意味である．
• 2 人称単数: 聞き手を示す．
「君」という意味である．
• 3 人称単数: 話し手と聞き手以外の単数の人やものを示す．
「彼」，「彼
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女」，
「それ」などの意味である．他に，usted「あなた（貴兄，貴女）
」
という聞き手への敬称にも使われる．
• 1 人称複数: 話し手を含めた複数の人を示す．
「私たち」という意味で

ある．
• 2 人称複数: 聞き手を含めた複数の人を示す．
「君たち」という意味で

ある．
• 3 人称複数: 話し手と聞き手以外の複数の人やものを示す．
「彼ら」，
「彼

女たち」
，「それら」などの意味である．他に，ustedes「あなたがた」
という複数の聞き手への敬称にも使われる．

（2）活用．動詞の形はこれらの人称・数に従って便宜上次のように配列さ
れる．

1 人称単数

1 人称複数

2 人称単数

2 人称複数

3 人称単数

3 人称複数

次の表は 3 つのタイプの動詞を cantar〔他動〕 「歌う」
，comer〔他動〕 「食
べる」，vivir〔自動〕 「生きる」で代表させている．
（この表では語根と時制
語尾と人称語尾の間にハイフンを入れているが，これは動詞の活用をわかり
やすく書いたためで，普通の綴り字にはない．
）

-ar 動詞 cantar
cant-o

cant-a-mos

cant-a-s

cant-á-is

cant-a

cant-a-n
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-er 動詞 comer
com-o

com-e-mos

com-e-s

com-é-is

com-e

com-e-n

-ir 動詞 vivir
viv-o

viv-i-mos

viv-e-s

viv-ís

viv-e

viv-e-n

（3）特徴的な母音．3 つのタイプは似ているが，それぞれに特徴がある．ar
動詞の時制語尾の特徴は a という母音である．1 人称単数を除いてどの活用
語尾にも現れている．er 動詞は e という母音が特徴である．ar 動詞の語尾と
比較すると，ar 動詞の a の部分が全部 e になっている．1 人称単数形はどち
らも o という語尾になる．ir 動詞の特徴は i という母音だが，これは 1 人称
複数と 2 人称複数でしか現れない．それ以外は er 動詞と同じである．
（この
ように er 動詞と ir 動詞は活用パターンがよく似ていて，直説法現在以外の時
制では同一になる．
）

（4）強勢の移動．スペイン語の動詞や名詞，形容詞などの変化では，アク
セントの位置が移動しないのが原則である．しかし，直説法現在形の活用で
は，次の図の薄く塗った部分では強勢が語根にあり，白い部分では強勢が語
尾にある．

1 人称単数

1 人称複数

2 人称単数

2 人称複数

3 人称単数

3 人称複数
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ar 動詞ならば cantamos と cantáis で語尾に強勢がある．cantáis にはアクセ
ント符号が必要である．
（そうしないと，s で終わる単語なので，can の音節
に強勢がかかることになってしまうからである．
）

（5）主語．このように動詞は主語がなくても，その活用語尾で主語が何で
あるかわかるので，状況から容易に判断される場合には，とくに主語人称代
名詞（３で扱う）をつける必要はない．

２．ser と estar
（1）スペイン語には英語の be 動詞にあたる ser と estar という 2 つの動詞が
ある．それぞれ次のように役割を分担している．
• ser: 「性質」
「種類」を表す．主語と述語のつなぎの役目をする．
• estar: 「状態」
「所在」を表す．

（2）
これらの動詞は次のように非常に特殊な活用をする．
このまま覚えよう．

ser
soy

somos

eres

sois

es

son

estar
estoy

estamos

estás

estáis

está

están

（3）どちらも主語＋動詞＋主格補語という構文をとる．
• Pedro es médico. // ペドロは医者です．
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• Elvira está cansada. // エルビラは疲れています．

【語句】médico〔名〕 医者；cansado / da〔形〕疲れている

３．主語人称代名詞
（1）動詞は活用語尾でその主語がわかるので，ふつう主語人称代名詞は必要
ない．主語人称代名詞を使うときは，
とくに主語を強調させたいときである．
人称と性と数によって次の形がある．

単数
1 人称
2 人称

3 人称

男性

yo

女性
男性

tú

女性

複数
nosotros
nosotras
vosotros
vosotras

男性

él

ellos

女性

ella

ellas

敬称

usted

ustedes

（2） tú と usted，vosotros と ustedes．どちらも話し相手（聞き手）を指す
ので，英語の you にあたる．スペイン語では普通体の tú, vosotros と丁寧体の
usted, ustedes を区別する．家族や友人同士では tú と vosotros を使い，あらた
まった場面や敬語を使う人には usted, ustedes を用いる．これらの代名詞がな
くても動詞の 2 人称形は tú, vosotros が使用され，動詞の 3 人称形は usted,
ustedes が使用される．3 人称のときはいろいろな意味（él，ella，usted, ellos，
ellas，ustedes）になる．usted, ustedes は敬称なので省略しないことが多い．

（3）女性形複数 nosotras，vosotras，ellas 代名詞の女性複数形はそれが指す
人々がすべて女性のときに使われる．男性が混じっていれば，男性形の
nosotros，vosotros，ellos が使われる．よって，話し手が女性であっても，
「私
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たち」の中に男性一人でもがいれば nosotros と言わなければならない．

４．名詞の性と数
＊

名詞は固有の文法上の性により男性名詞と女性名詞に分類される．この

分類に従って，それにつく冠詞や形容詞の形が決まるので，名詞はその性と
ともに覚えておかなければならない．
文法上の性は，名詞が生物を表しているときは意味が決定する．それ以外
は語尾の形式で判断できることが多い．

（1）生物: その自然の性と一致する．名詞の意味が「男性の人や雄の動物」
を指していれば，その名詞は文法的にも男性名詞となる．逆に「女性の人や
雌の動物」を指していれば，その名詞は文法的にも女性名詞となる．

男性

hombre

niño

toro

女性

mujer

niña

vaca

【語句】hombre〔男名〕 男，男性；mujer〔女名〕 女，女性；niño〔男名〕
男の子；niña〔女名〕 女の子；toro〔男名〕 雄牛；vaca〔女名〕 雌牛

（2）無生物: 語尾によって区別できる場合が多い．いくつかの例外はあるが，
名詞の語尾が o であれば男性名詞，語尾が a であれば女性名詞である．

男性

libro

vaso

vino

女性

pluma

mesa

casa

【語句】libro〔男名〕 本；pluma〔女名〕 ペン；vaso〔男名〕 コップ；mesa
〔女名〕 テーブル；vino〔男名〕 ぶどう酒；casa〔女名〕 家
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名詞が指す内容が複数であれば，名詞は複数形に変化する．原則は次の通り
である．

（1）母音で終わる語には s をつける．
• casa〔女名〕 家 → casas
• clase〔女名〕 クラス，授業 → clases

（2）子音で終わる語には es をつける．
• flor〔女名〕 花 → flores
• árbol〔男名〕 木 → árboles

（3）一部の名詞の複数形でアクセント符号が消えることがある．
• canción〔女名〕 歌 → canciones
• interés〔男名〕 興味，利益 → intereses

これらの単語は語末が n または s なので単数にはアクセント符号をつけて最
終音節に強勢を与える．複数形ではアクセント符号をつけなくても自動的に
同じ位置に強勢があるので符号を消す．

（4）名詞の複数形でアクセント符号が必要となる場合が少数だがある．
• margen〔男名〕 余白 → márgenes
• examen〔男名〕 試験 → exámenes

これらは n で終わり，終わりから 2 番目の音節に強勢がある語である．複数
形で es がつくと，強勢が終わりから 3 番目の音節になるので，アクセント符
号をつけなくてはならない．
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５．冠詞
（1）定冠詞は名詞の性と数に一致して次のように変化する．

単数

複数

男性

el

los

女性

la

las

（2）el，la，los，las という 4 つの定冠詞は，名詞が聞き手に了解されてい
る（または了解できる）内容を示すときに用いられる．
• 1）4Los habitantes de España hablan español.
• 2）5La capital de España es Madrid.
• 3）8Visito con frecuencia el Museo del Prado.

（3）中性の定冠詞 lo．形容詞や形容詞句と一緒になって，「…なもの」「…
な（の）こと」という名詞句を作る．このように名詞句をつくる機能は男性
と女性の定冠詞にもある．
• 1）Lo de mañana es muy importante. // 明日のことはとても重要です．
• 2）Aquí están mis libros y los de usted. // ここに私の本とあなたの本があ

ります．
【語句】mañana〔副〕 明日；muy〔副〕 とても；importante〔形〕 重
要だ；aquí〔副〕 ここで，ここに；libro〔男名〕 本
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（4）不定冠詞は次のように単数だけである．

単数
男性

un

女性

una

冠詞のない複数形が不定冠詞の機能をもつ．unos，unas は不定形容詞であっ
て，不定冠詞の複数形ではない．たとえば，un libro の複数は libros であって，
unos libros ではない．unos, unas を不定冠詞のつもりで多用してはいけない．

（5）不定冠詞は，聞き手に了解されていない内容の名詞につける．
• 例：11 Pedro trabaja en un hospital.

（6）無冠詞．定冠詞も不定冠詞もともに名詞の意味（概念）が実体化され
た内容を示している．冠詞のない単数名詞は，実体化されないで概念のまま
にとどまる．
• 1）4Los habitantes de España hablan español.
• 2）14Elvira es profesora en una escuela.
• 3）16Los tres juntos tomamos café en las terrazas del Paseo de Recoletos.

それぞれ，どの「スペイン語」
，「女性の教師」
，「コーヒー」なのかを具体的
に示しているわけではない．

（7）前置詞と定冠詞の結びつき．前置詞の a と de は定冠詞の el と結びつい
て，それぞれ al と del という形になる．
• El banco está al final de esta calle. // 銀行はこの通りの突き当たりにあり

ます．
• España está en la parte sur del continente europeo.
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【語句】banco〔男名〕 銀行；final〔男名〕 終わり（ここでは「突き当たり」
という意味）
；calle〔女名〕 通り

（8）数詞の 1 は uno であるが，これが男性名詞の前で使われると語尾が落
ちて un という形になる（女性形は una）．例: un libro〔男名〕 「1 冊の本」；
una casa〔女名〕 「1 軒の家」. これはまったく不定冠詞と同じ形になるの
で，数詞なのか不定冠詞なのかは，文脈や状況で判断しなくてはならない．

６．形容詞
（1）o で終わる形容詞や地名から派生した形容詞（ただし o 以外の母音で終
わるものは除く）は性と数の変化をする．

単数

複数

単数

複数

男性

blanco

blancos

español

españoles

女性

blanca

blancas

española

españolas

【語句】blanco〔形〕 白い; español〔形〕 スペインの，スペイン人の，ス
ペイン語の

（2）その他の形容詞は数の変化だけをする．

単数

複数

単数

複数

男性

verde

verdes

azul

azules

女性

verde

verdes

azul

azules

【語句】verde〔形〕 緑の; azul〔形〕 青い
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地名から派生した形容詞で，o 以外の母音（a，e，i，u）で終わるものも数の
変化だけをする．例: belga〔形〕 ベルギーの; estadounidense〔形〕 アメリ
カ合衆国の; marroquí〔形〕 モロッコの; papú〔形〕 パプアの

（3）名詞との性・数の一致．形容詞は名詞を修飾して名詞句を形成する．
形容詞の語形は修飾する名詞の性と数に一致する．
•

6

Es una ciudad ruidosa.

また主語の補語にもなる．
• 7Sin embargo, es famosa por algunos museos.

このとき，形容詞の形は主語の性・数と一致する．
【語句】lugar〔男名〕場所；bonito / ta〔形容詞〕美しい，素敵な

■練習
１．
【解答】
１）Estudio en una universidad.
２）Yo compro el pan.
３）Vivimos en Caracas.
４）Bebemos cerveza.

【語句】
例）

dónde〔副〕どこで…（疑問副詞）
trabajas（現在/TÚ）＜trabajar〔自動〕働く
en〔前〕…の中で
un〔冠〕ある…（不定冠詞の男性形）
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hospital〔男名〕病院
trabajo（現在/YO）＜trabajar
１）

estudias（現在/TÚ）＜estudiar〔自動〕勉強する
una〔冠〕ある…（不定冠詞の女性形）
universidad〔女名〕大学

２）

quién〔代〕誰が…（疑問代名詞）
compra（現在/ÉL）＜comprar〔他動〕買う
el〔冠〕その…, …というもの（定冠詞の男性単数形）
pan〔男名〕パン
yo〔代〕私（主語人称代名詞）

３）

viven（現在/ÉLLOS）＜vivir〔自動〕生活する
ustedes〔代〕あなた方（主語人称代名詞）
Caracas〔固有名〕カラカス（ベネスエラの首都）

４）

qué〔代〕何, どんなもの（疑問代名詞）
bebéis（現在/VOSOTROS）＜beber〔他動〕飲む
cerveza〔女名〕ビール

【訳】
例）

君はどこで働いていますか？（ある病院で）
私はある病院で働いています.

１）

君はどこで勉強していますか？（ある大学で）
私はある大学で勉強しています.

２）

誰がパンを買いますか？（私）
私がパンを買います.

３）

あなた方はどこに住んでいますか？（カラカスに）
私たちはカラカスに住んでいます.

４）

君たちは何を飲みますか？（ビール）
私たちはビールを飲みます.
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２．
【解答】
１）

somos

２）

está

３）

estáis

４）

es, es

【語句】
１）

nosotros〔代〕私たち（主語人称代名詞）
japoneses〔男名〕（複）日本人

２）

la〔冠〕その…（定冠詞の女性単数形）
sopa〔女名〕スープ
muy〔副〕とても
caliente〔形〕熱い

３）

ahora〔副〕いま
vosotros〔代〕君たち（主語人称代名詞）
Puerta del Sol〔固有名〕プエルタ・デル・ソル（マドリードにある
広場）

４）

mesa〔女名〕テーブル
no〔副〕…ではない
de〔前〕…でできた（
「材料」を表す）
madera〔女名〕木材
cristal〔男名〕ガラス

【訳】
１）

私たちは日本人です.

２）

そのスープはとても熱い.

３）

今君たちはプエルタ・デル・ソルにいます.

４）

そのテーブルは木製ではありません. ガラス製です.
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３．
【解答】
１）

Sí, aprendo español.

２）

Sí, hablamos inglés.

３）

No, no son médicos.

４）

No, no estoy cansada.

【語句】
例）

eres（現在/TÚ）＜ser〔自動〕…である
estudiante〔名〕学生（男女同形の名詞）
sí〔副〕はい
soy（現在/YO）＜ser
abogado〔男名〕弁護士

１）

aprendes（現在/TÚ）＜aprender〔他動〕学ぶ
español〔男名〕スペイン語

２）

habláis（現在/VOSOTROS）＜hablar〔他動〕話す
inglés〔男名〕英語

３）

Fernando〔固有名〕フェルナンド（男性の名）
y〔接〕…と
David〔固有名〕ダビッド（男性の名）
médicos〔男名〕
（複）医者

４）

estás（現在/TÚ）＜estar〔自動〕…である（「状態」を表す）
cansada〔形〕（女）疲れた

【訳】
例）

君は学生ですか？（はい）
はい, 私は学生です.

例）

君は弁護士ですか？（いいえ）
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いいえ, 私は弁護士ではありません.
１）

君はスペイン語を学んでいますか？
はい, 私はスペイン語を学んでいます.

２）

君たちは英語を話しますか？
はい, 私たちは英語を話します.

３）

フェルナンドとダビッドは医者ですか？
いいえ, 彼らは医者ではありません.

４）

君は疲れていますか？
いいえ, 私は疲れていません.

４．
【解答】
１）

Vosotros または Vosotras

２）

Ellos または Ellas または Ustedes

３）

Nosotros または Nosotras

４）

Tú

【語句】
１）

vendéis（現在/VOSOTROS）＜vender〔他動〕売る
leche〔女名〕牛乳
queso〔男名〕チーズ

２）

están（現在/ELLOS）＜estar〔自動〕…にいる
centro〔男名〕中心
de〔前〕…の
ciudad〔女名〕都市

３）

somos（現在/NOSOTROS）＜ser

４）

tomas（現在/TÚ）＜tomar〔他動〕飲む, 食べる
refresco〔男名〕清涼飲料水
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【訳】
１）

君たちは牛乳とチーズを売っています.

２）

彼ら（彼女たち・あなた方）は町の中心部にいます.

３）

私たちは大学生です.

４）

君は冷たい飲み物を飲みますか？

５．
【解答】
１）

los

２）

un

３）

una

４）

la

【語句】
１）

a〔前〕…に（「時」を示す）
hora〔女名〕時間
llegan（現在/ELLOS）＜llegar〔自動〕到着する
chicos〔男名〕（複）男の子

２）

Javier〔固有名〕ハビエル（男性の名）
es（現在/ÉL）＜ser
joven〔名〕若者（男女同形）
simpático〔形〕感じのよい

３）

tiempo〔男名〕時間
pasa（現在/ÉL）＜pasar〔自動〕過ぎる
como〔前〕…のように
flecha〔女名〕矢

４）

estación〔女名〕駅

【訳】
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１）

男の子たちは何時に着きますか？

２）

ハビエルは感じのよい若者です.

３）

時間は矢のように通り過ぎる（光陰矢のごとし）
．

４）

君は駅にいるの？

西訳
【解答】
１）

Vivimos cerca de la universidad.

２）

¿Tomas（un）café?

３）

¿De dónde son ustedes?

４）

Ahora estoy muy ocupado（-da）.
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