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第 2 課 Lección Segunda
●本文
【語句】
1

Valencia〔固有名〕バレンシア，スペイン東部地中海岸の都市．

2

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

3

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．
4

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〕
＊付加疑問文

真実，本当のこと
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．
5

sí〔副〕 はい（肯定する返事）

1

第 2 課 Lección Segunda
6

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

7

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

8

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

9

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）
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10 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
11 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
12 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
muñeco〔男名〕 人形
cartón〔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．
13 cuestan（現在/ELLOS）< costar〔自動〕
（…が〔主格補語〕
）かかる（不規
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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.
14 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．
15. 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

【訳】
1 バレンシア
2 バレンシアのとある村にアパートを持っていて，年に何回か出かけるんだ．
3 バレンシアってどこにあるか知ってるかい？
4 イベリア半島の東部にあって，パエーリャで有名なんでしょう．
5 そう．
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6 それに，バレンシアの農地は大量のオレンジを生産しているんだ．
7 バレンシアにはいいビーチがあるの？
8 うん，素晴らしいビーチがあるし，気候も快適さ．
9 夏が来るとスペイン人の多くは大都市から逃げ出して国内にたくさんある
海水浴場にいくのさ．
10 バレンシアのことをもっと何か話してよ．
11 そうだね，たとえば，3 月にはバレンシアではファリャスの祭りがある．
12 街中でいろいろテーマのボール紙製の巨大な人形を目にすることができ
る．
13 人形はものすごく費用がかかっていて，とてもきれいなんだ．
14 19 日の深夜には何千発もの花火とともに人形は燃えあがる．
15 町は数分の間，地獄のように見える．

▼文法
１．現在．不規則変化
１）母音変化動詞
現在形の母音変化動詞には３つの種類がある．ここでは pensar〔他動〕「考
える」，contar〔他動〕 「数える」， pedir〔他動〕 「頼む」を例に説明し
よう．語尾は規則変化と同じだが語根の母音が次のように変化する．

pensar

contar

piens-o

pens-a-mos

cuent-o

cont-a-mos

piens-a-s

pens-á-is

cuent-a-s

cont-á-is

Piens-a

piens-a-n

cuent-a

cuent-a-n
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pedir
pid-o

ped-i-mos

pid-e-s

ped-ís

pid-e

pid-e-n

jugar → juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegann

（1）pensar 型: YO，TÚ，ÉL，ELLOS の部分（太字の部分）で e > ie という
変化（二重母音化）がある．なお，語根に e のある動詞がすべてこの変化に
なるわけではない．
• presentar〔他動〕「紹介する」presento，presentas，presenta，presentamos，
presentáis，presentan.
よって両者を区別するために，次のように不定詞とともに現在/1 人称単数
（YO）の形を同時に覚えておく必要がある．
• pensar

→ pienso

• presentar

→ presento （規則変化動詞）

（母音変化動詞）

（2）contar 型: YO，TÚ，ÉL，ELLOS の部分（太字の部分）で o > ue という
変化（二重母音化）がある．この二重母音化も語根に o がある動詞すべてに
起こるわけではない．
• ahorrar〔他動〕「貯金する」ahorro，ahorras，ahorra，ahorramos，ahorráis，

ahorran．

よって，次のように不定詞とともに現在の YO の形を同時に覚えておく必要
がある．
• contar

→ cuento

（語根母音変化動詞）

• ahorrar

→ ahorro

（規則変化動詞）

（3）pedir 型: YO，TÚ，ÉL，ELLOS の部分（太字の部分）で語根の母音 e
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が i に変化している（閉母音化）
．

２） zc の動詞と g の動詞
zc の動詞．このタイプの動詞では次のように，現在/1 人称単数形の語根に zc
が現れる．conocer-conozco〔他動〕 「（人や場所を）知っている」のように，
不定詞形と現在/1 人称単数形を同時に覚えておこう．
• conocer

→ conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen

不定詞が母音＋cer または cir で終わる動詞がこのパターンになる．
（ただ
し，hacer と decir は次の「g の動詞」になる.）
• nacer

→ nazco〔自動〕 生まれる

• parecer

→ parezco〔自動〕 …のように見える

• conducir

→ conduzco〔他動〕 運転する．

g の動詞
次の動詞は現在/1 人称単数形に g という子音が現れる
• hacer

→ hago〔他動〕 する，作る

• poner

→ pongo〔他動〕 置く

• salir

→ salgo〔自動〕 出る

それ以外の人称では規則変化である．valer〔自動〕 「価値がある」も同じ
パターンになる．
• hacer

→ hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen

• poner

→ pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen

• salir

→ salgo, sales, sale, salimos, salís, salen

（2）次の 3 つの動詞では，現在/1 人称単数形の g の前に i という母音が現れ
る．
• caer

→ caigo〔自動〕 落ちる
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• traer

→ traigo〔他動〕 持ってくる

• oír

→ oigo〔他動〕 聞く．

oír は不定詞の語尾にアクセント符号をつけなければならない（不定詞語尾に
強勢があるのにアクセント符号がないと二重母音となって，o に強勢が移動
してしまうからである）
．また，
語尾 e の前で y が現れることにも注意しよう．
• caer

→ caigo, caes, cae, caemos, caéis, caen

• traer

→ traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen

• oír

→ oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen

（3）次の 3 つの動詞では，現在/1 人称単数形に g が現れることの他に，語
根母音変化を起こしている．
• tener

→ tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen

• venir

→ vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen

• decir

→ digo, dices, dice, decimos, decís, dicen

これらの動詞に接頭辞をつけて派生した動詞も同じ活用パターンになる．
• deshacer

→ deshago〔他動〕 壊す

• componer → compongo〔他動〕 組み立てる
• sobresalir → sobresalgo〔自動〕 抜き出る
• decaer

→ decaigo〔自動〕 衰退する

• atraer

→ atraigo〔他動〕 引きつける

• mantener

→ mantengo〔他動〕 維持する

• intervenir → intervengo〔自動〕 介入する

３）その他
ir〔自動〕 「行く」は非常に不規則な活用をするのでこのまま覚えよう．
dar〔他動〕 「与える」は現在/1 人称単数形が doy となる．また，語根に
母音がないので強勢はすべて語尾にある．2 人称複数形（dais）にはアクセン
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ト符号がつかない．
（「単音節語にはアクセント符号をつけない」という原則
に従う.）
saber〔他動〕 「知る」の現在/1 人称単数の sé は非常に特殊である．これ
は単音節語だが，
「単音節語で他に同綴りの語があれば強勢のあるほうの語に
アクセント符号をつける」という規則に従う．（se という語形は後で習うよ
うに代名詞として使われるので，これと区別するために saber の現在/1 人称
単数形にアクセント符号をつけなくてはならない.）
• ir → voy, vas, va, vamos, vais, van
• dar → doy, das, da, damos, dais, dan
• saber → sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben

ver〔他動〕 「見る」は現在/1 人称単数形だけが特殊で，vo ではなく veo
となる．2 人称複数形（veis）にはアクセント符号をつけない．
huir〔自動〕 「逃げる」は語尾の母音が i 以外の活用形で y という子音が
挿入される．
• ver → veo, ves, ve, vemos, veis, ven
• huir → huyo, huyes, huye, huimos, huís, huyen

ir，dar，saber，ver の活用は固有のパターンである．一方，huir の活用は，
uir という不定詞語尾を持つ動詞すべてに当てはまる．
• construir - construyo〔他動〕 建設する
• incluir - incluyo〔他動〕 含める

２．形容詞の位置と用法
形容詞は名詞の前にも後に現れ，それぞれ意味が異なる．一般に名詞の後
にあるのが普通だが，そのとき形容詞は名詞を限定する働きを持つ．たとえ
ば，un lugar bonito「きれいな場所」は，さまざまな lugar「場所」がある中
で限定して「きれいな場所」を指す．
• 8Sí, podemos encontrar unas playas estupendas.
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一方，名詞の前にある形容詞は名詞の性質を説明しているのであって，他
の名詞から区別しているのではない．たとえば次の文中の enormes「巨大な」
は muñecos 「人形」の性質を説明している．いろいろな人形からとくに「巨
大な」という限定をつけて取り出しているわけではない．
•

12

En toda la ciudad podemos ver enormes muñecos de cartón de distintos
temas.

名詞の前にある形容詞は主観的・感情的なニュアンスとなる．

他に，数量を示す形容詞も名詞の前に置かれる．
• 9Muchos españoles, cuando llega el verano, huyen de las grandes ciudades y

van a las numerosas playas turísticas del país.

３．所有形容詞
（1）
「所有」を示す形容詞には名詞の前に置かれる形（前置形）と，名詞の
後に置かれる形（後置形）がある．前置形はアクセントをつけないで次の名
詞に続けて読む．後置形には強勢がある．

人称

前置形（無強勢） 後置形（強勢）

1 人称 mi

nuestro

mío

nuestro

2 人称 tu

vuestro

tuyo

vuestro

3 人称 su

su

suyo

suyo

mi, tu, su は複数形（s）がある．→ mis, tus, sus
mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro は女性形（a）と複数形（s）がある．
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• mío

→ míos, mía, mías

• tuyo

→ tuyos, tuya, tuyas

• suyo

→ suyos, suya, suyas

• nuestro → nuestros, nuestra, nuestras
• vuestro → vuestros, vuestra, vuestras

（2）前置形は所有を示して名詞を修飾するだけでなく，定冠詞の役も果た
している．よって，名詞にさらに冠詞をつけてはならない．

（3）後置形は所有を示すだけで，定冠詞の役を果たしていない．よって，
名詞には改めて冠詞をつけることができる．後置形に定冠詞だけをつければ
「…のもの」という意味の所有代名詞となる．定冠詞はそれが指す名詞に一
致する．漠然とものを指すときは lo という中性定冠詞を使う．また，後置形
は ser 動詞などの主語の補語としても使われる．
• Un amigo mío desea hablar con usted. // 一人の私の友人があなたとお話

をしたいそうです．
• El resultado de mi suma no cuadra con la tuya. // 私の合計が君のと一致し

ない．
• Lo nuestro es suyo y viceversa. // 私たちのものはあなたのもので，その

逆も言える．
【語句】desea<desear〔他動〕 望む; resultado〔男名〕 結果; suma〔女名〕
足し算; cuadra<cuadrar〔自動〕
（…と〔con〕
）一致する; y viceversa〔成句〕
逆も正しい．

（4）su の意味．su は 3 人称の所有形容詞なので，él，ella，usted，ellos，ellas，
ustedes，そして一般に「物」や「事」
，すなわち 1 人称と 2 人称以外のすべて
の人と物の所有形である．単に su problema というと「彼の・彼女の・あなた
の（敬語）
・その・彼らの・彼女らの・あなた方の（敬語）
・それらの」
「問題」
というように，様々な意味になる．sus problemas にしても，problema の意味
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が複数になっただけで同様である．これを防ぐために，「所有」の意味の de
をつけて，人称代名詞を用いることがある．
例: la casa de ellos「彼らの家」，la casa de usted「あなたの家」
．

（5）所有形容詞の複数形．複数形は su libro「彼の本」> sus libros「彼の本（複）
」
のように名詞の数に一致してできる．これは意味とは関係がなく，単なる文
法上の形式的な一致にすぎないので su > sus を「彼の」から「彼らの」とい
うように意味を変えてはならない．一般に形容詞の性と数の語形変化は意味
には関わらない．一方，名詞の複数形はもちろん「複数」の意味を帯びる．

４

存在の無人称動詞 haber
hay は haber という動詞の 3 人称単数形 ha の別の形で，
「…がある，…がい

る」という「存在」を示す。この場合主語はなく，無人称動詞となる。Hay...
の後にくる名詞は文法上目的語の役割を果たすので，それが複数になっても
変化しない。一方，estar は主語を持ち，それにしたがって estar の形が変化
する。estar は存在することはすでにわかっていて，それがどこにあるのか，
という「所在」を示す。存在することが相手にとってもわかっているものを
示すため，定冠詞をとることが多い。
•

Hay un perro en el patio. //中庭に犬がいます．
Mi perro está en el jardín. //私の犬は庭にいます．
【語句】perro〔男名〕 犬 patio〔男名〕 中庭 jardin〔男名〕 庭

５ 数詞 21 から 40 まで
21 veintiuno

31 treinta y uno

22 veintidós

32 treinta y dos

23 veintitrés

33 treinta y tres

24 veinticuatro

34 treinta y cuatro

25 veinticinco

35 treinta y cinco

26 veintiséis

36 treinta y seis
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27 veintisiete

37 treinta y siete

28 veintiocho

38 treinta y ocho

29 veintinueve

39 treinta y nueve

30 treinta

40 cuarenta

21 から 29 までは，20（veinte）と一桁の数の組み合わせ，31 から 39 までは
30（treinta）と一桁の数の組み合わせだが，21 から 29 までは veinte y uno が
veintiuno になるように，一語となる．一語となった結果，22（veintidós）
，23
（veintitrés）
， 26（veintiséis）にはアクセントが必要となる．

■練習
１．
【解答】
１）

quieres

２）

puedo

３）

duerme

４）

pides

【語句】
１）

querer〔他動〕欲する, …したい
próximo〔形〕もっとも近い, 次の
fin〔男名〕終わり
semana〔女名〕週

２）

poder〔動〕…できる
asistir〔自動〕出席する
reunión〔女名〕会議, ミーティング
hoy〔副〕今日

３）

cuántas（女複）＜cuánto〔形〕いくつの, どれだけの（疑問形容詞）
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horas（複）＜hora〔女名〕時刻,（一）時間
dormir〔自動〕眠る
doctor〔男名〕博士
４）

pedir〔他動〕求める, 注文する
para〔前〕…のために
beber〔他動〕飲む

【訳】
１）

今週の週末, 君はどこへ行きたいですか？

２）

私は今日の会議に出席できません.

３）

ガルシア博士は一日に何時間眠るのでしょう？

４）

君は飲み物には何を注文しますか？

２．
【解答】
１）

oigo

２）

dice

３）

Vamos

４）

Doy

【語句】
１）

oír〔他動〕聞く,（…に）…が聞こえる
bien〔副〕よく
túnel〔男名〕トンネル

２）

decir〔他動〕言う, 述べる
periódico〔男名〕新聞

３）

ir〔自動〕行く,（a+不定詞）…するところだ.…しよう.
jugar〔自動〕遊ぶ,（a+定冠詞＋スポーツ・ゲーム名）…をする, プ
レーする
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fútbol〔男名〕サッカー
parque〔男名〕公園
４）

dar〔他動〕与える,（行為・動作を）する
vuelta〔女名〕回転, ひとめぐり

【訳】
１）

よく聞こえません. 私はトンネルの中にいるのです.

２）

新聞はどんなふうに報じていますか.

３）

私たちは公園でサッカーをしましょう.

４）

私は友人のスサナとそこらをひとまわり見物して来ます.

３．
【解答】
１）

Sí, veo la televisión todos los días.

２）

No, no tienen invitaciones para la fiesta.

３）

Sí, está al sur del Perú.

４）

No, no hago ejercicio hoy.

【語句】
例）

años（複）＜año〔男名〕年
tienes（現在/TÚ）＜tener〔他動〕持つ

１）

ve（現在/ÉL）＜ver〔他動〕見る
televisión〔女名〕テレビ（放送）
todos〔形〕
（男複）すべての

２）

invitaciones（複）＜invitación〔女名〕招待（状）
fiesta〔女名〕パーティー, 祭り

３）

sabes（現在/TÚ）＜saber〔他動〕知っている
dónde〔副〕どこに（疑問副詞）
Arequipa〔固有名〕アレキパ（ペルーの地方都市）
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４）

haces（現在/TÚ）＜hacer〔他動〕する, 作る
ejercicio〔男名〕運動, 練習（問題）

【訳】
例）

君は何歳ですか？（十八歳）
私は十八歳です.

１）

あなたは毎日テレビを見ますか？
はい, 私は毎日テレビを見ます.

２）

彼らはそのパーティーの招待状を持っていますか？
いいえ, 彼らはそのパーティーの招待状を持っていません.

３）

君はアレキパがどこにあるか知っていますか？
はい, ペルーの南部にあります.

４）

君は今日運動をしますか？
いいえ, 私は今日運動をしません.

４．
【解答】
１）

Sí, es interesante.

２）

No, no tiene muchos habitantes.

３）

Sí, es mía.

４）

No, no es nuestro.

【語句】
例）

grande〔形〕大きい
casa〔女名〕家

例）

aquí〔副〕ここに, ここで
libro〔男名〕本

１）

interesante〔形〕面白い
trabajo〔男名〕仕事
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２）

país〔男名〕国
habitantes（複）＜habitante〔男名〕住民

３）

ahí〔副〕そこに,

そこで

chaqueta〔女名〕上着
４）

allí〔副〕あそこに, あそこで
coche〔男名〕自動車

【訳】
例）

君の家は大きいですか？
いいえ, 私の家は大きくありません.

例）

ここに一冊の本があります. 君のですか？
はい,

１）

君の仕事は面白いですか？
はい,

２）

私のです.

面白いです.

君たちの国は人口が大きいですか.
いいえ, 人口が大きくはありません.

３）

そこに一着の上着があります. 君のですか？
はい,

４）

私のです.

あそこに一台の自動車があります. 君たちのですか？
いいえ, 私たちのではありません.

５．
【解答】
１）

Hay libros de español en la librería.

２）

Hay un bolígrafo azul en el estuche.

３）

Hay una entrada del metro al otro lado de la calle.

４）

Hay un coche rojo aparcado junto al tuyo.

【語句】
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例）

revista〔女名〕雑誌
mesa〔女名〕テーブル

１）

librería〔女名〕書店（図書館は biblioteca〔女名〕
）

２）

bolígrafo〔男名〕ボールペン
estuche〔男名〕
（ペン）ケース

３）

entrada〔女名〕入口
metro〔男名〕地下鉄
otro〔形〕ほかの, 別の
lado〔男名〕わき腹, 側（がわ）
calle〔女名〕通り, 街路

４）

rojo〔形〕赤い
aparcado（過去分詞）<aparcar〔他動〕駐車する
junto〔副〕
（＋a

…の）すぐ近くに, 隣に

【訳】
例）

その雑誌はテーブルの上にあります.
テーブルの上には一冊の雑誌があります.

１）

それらのスペイン語の本はその書店にあります.
その書店にはスペイン語の本があります.

２）

その青インクのボールペンはペンケースの中にあります.
ペンケースの中には一本の青インクのボールペンがあります.

３）

地下鉄の出入口は通りの反対側にあります.
通りの反対側には地下鉄の出入口があります.

４）

その赤い自動車は君の自動車の隣に駐車しています.
君の自動車の隣に一台の赤い自動車が駐車しています.

西訳
【解答】
１）

¿Qué va a hacer usted mañana?

Voy a descansar un poco.
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２）

¿Sabes que tenemos (un) examen de español hoy?

３）

Tengo hambre.

４）

¿Conoces el camino a la casa de Pedro?

Si no tienes prisa, vamos a comer juntas.

【語句】
１）

descansar〔自動〕休む, 休息する
un poco〔成句〕
（肯定的に）少し

２）

examen〔男名〕試験

３）

hambre〔男名〕空腹, 空腹感
tienes prisa（現在/TÚ）＜tener prisa〔成句〕急いでいる
juntas（女複）＜junto〔形〕一緒の, 集まった, 隣り合った（主格保
護によく用いる）

４）

camino〔男名〕道, 道順

ver. 2006-05-17
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