
い。

postponeはpostとponeに分解でき，postは�後ろ，あと�の

意味で，これは日本語でも�ポストだれだれ�というふうに使わ

れている。poneは�置く�の意味で，putと同様の意味である。

putoffは�（時間的に）離して置く�のことだが，予定されている

ことを�過去に置く�ことはタイムマシンでも使わない限り，不

可能である。�未来に［後ほど］置く�しかない。

というわけで，putoffもpostponeも全く同じことであるのだ

が，印象が全然，違う。ラテン系の語彙のほうがしかつめらしく

聞こえるのである。

日本語でも大和言葉のほうが柔らかく，親しみやすいのに対し

て，漢語は硬い印象がある。�くに�と�国家�の違いがいい例で

ある。しかし，いくら親しみやすいからといって，�くに�が使え

ない場合もある。�近代国家�とは言えても，�近代くに�とは言

えない。英語でもnationalismとは言えても，countrismなどと

は言えない。

さて，英語の語彙力アップにはラテン語を勉強するのが一番い

いのだろうが，実際問題として，現在ラテン語が公用語として使

われているのはバチカンだけである。生物の学名はラテン語だか

ら，生物学者にはラテン語が役に立つのだが，それ以外の一般人

にはラテン語はなじみが薄い。Ipsum�本来の，自分自身�や

Esse�存在性�というラテン語の名前の車があったが，たいてい

の人は車の名前の意味は気にもしていないのではないだろうか。

ちなみに，Esseはドイツ語では�食べる�の意の動詞essenの

直説法現在1人称単数活用形。�私は食べる�の意味で，生活情

報誌の名前になっている。車が�食べる，食う�のはガソリンな

vii

といわれるが，数日練習したら，できた。

2.数の数え方がまとも。英語と同様。

3.読まない字はhだけ。

4.部分冠詞という変てこなものから解放された。

5.動詞の活用形もフランス語より規則的な印象がある（特

に接続法過去）。スペイン語は直説法点過去の活用形から

簡単に接続法過去の活用形が作れる。例外は一切なし。

もちろん，不規則動詞はあるのだが，その中にも規則性

がある。

6.男性名詞と女性名詞の区別がつけやすい。ヨーロッパの

言語では，英語を除いて，名詞は男性名詞と女性名詞に

分類される。ロシア語やドイツ語には中性名詞まであ

る。スペイン語の場合は，語尾で区別がつけやすい。o

で終わっていれば，だいたい男性名詞。aで終われば女

性名詞である。

イタリア語は4を除いて，だいたいスペイン語と同じで，日本

人には覚えやすい言語である。ただ，イタリア語が公用語になっ

ている国はイタリアのほかにバチカンとスイスがあるぐらいであ

るのに対して，スペイン語はブラジルを除くラテンアメリカで公

用語になっている。さらに，アメリカではヒスパニック系が黒人

系を抜いてマイノリティーでは最大のグループになった。ニュー

ヨークやロサンゼルスなどの大都会では，英語ができなくても生

活できる。

カリフォルニアやテキサスなどはもとはメキシコ領だったの

で，地名にはスペイン語がそのまま使われている（ただし，発音は

x

英語ふうになっているが）。

かつてアメリカの外国語教育といえば，フランス語やドイツ語

が主体であったのが，現在ではスペイン語がダントツである。メ

ジャーリーグの選手にもロドリゲス，ガルシア，マルティネスな

どの中南米出身の選手が多く見られる。また，ブッシュ前大統領

もヒスパニック系住民を相手にしたスピーチはスペイン語で行っ

ていた。

というわけで，実用面から考えてもスペイン語を習って損はな

い。スペイン語がわかるとイタリア語もかなりわかる。ポルトガ

ル語もある程度わかる。フランス語はなかなか聞いてわからない

が，書かれているものなら，結構わかる。ヨーロッパ人が6か国

語ぐらいできるというのを聞いてもびっくりしてはいけない。標

準語，関西弁，東北弁，九州弁のほかに英語ができるようなもの

なのである。なお，�スペイン�は漢字では�西班牙�とも書くが，

本書では，スペイン語の略語として�西�を用いた。

最後に，本書の中のスペイン語の文例は，主にコスタリカで話

されている用法に基づくものであり，スペインその他の地域での

用法と異なるかもしれないことを付言しておく。

2013年1月
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国の人間なら，あまり教養がなくても，一応の会話はできる。た

だし，高度な内容は話せないし，書かせたら間違いだらけという

ことはよくある。この程度の英語はservantEnglishという。三

島由紀夫などは流暢な英語ではなかったらしい。しかしながら，

内容があった。どちらが尊敬されるかは言うまでもないだろう。

英語はゲルマン系の言語（ドイツ語やオランダ語など）にラテン系

の語彙（ラテン語やフランス語など）が加わってできた混成言語であ

る。日常用語はゲルマン系の語彙が中心であるが，学術用語はほ

とんどラテン系の語彙が中心になっている。

このあたりは日本語も同様の事情である。日本語本来の大和言

葉が基層にあり，漢字の伝来とともに漢語の語彙が大幅に増え

た。日本語が英語と違うのは，日本では，その後，ヨーロッパと

の接触によって，最初はポルトガル語とスペイン語が，続いてオ

ランダ語が，開国してからは英語，フランス語，ドイツ語，イタ

リア語などからの外来語が流入し，現在は英語由来の外来語が氾

濫していることである。

それはともかく，本来のアングロサクソン系の語彙だけでは，

とても学術論文など書けない。日常会話ではgetやtakeなどが

含まれる熟語が使いこなせれば，英語が流暢に聞こえるだろう。

また，会話では基本語彙を使ったほうが，理解しやすいし，親し

みやすいので，そのほうがおすすめである。しかしながら，学術

会議や論文ではラテン語由来の難解な語彙が好まれるのである。

ひとつ例を挙げてみる。

�延期する�という語はゲルマン系の語彙ではputoffだが，ラ

テン系の語彙ではpostponeとなる。putoffのputもoffも基本

語彙である。それに対して，postponeは基本語彙とは言いがた

vi
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México（メヒコ）メキシコ。

Oaxaca（オアハカ）メキシコの地名。

Xalapa（ハラパ）メキシコの地名。ハラペーニョの原

産地。

Xochimilco（ソチミルコ）メキシコの地名。

y �ヤ�行音。発音記号は [j]。�ジャ�行音になることも多

い。そもそも�ヤ�行も�ジャ�行も区別しない（できな

い）。語尾の yは�イ�の音。y単独の語もあるが，この場

合も発音は�イ�。意味は andである。

z スペインでは英語の無声の thの [θ]。中南米では [s]。決

して [z] と濁ることはない。

（注：発音記号は�小学館西和中辞典�に準拠する）
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はじめに

いまどき，英語ぐらいできないと国際人になれないとかで，小

学校から英語教育を始めている。筆者の時代は中学からで，小学

校6年生ともなると，英語塾に行っている同級生がうらやまし

かった。

小学校の英語教育は会話中心のようで，楽しい授業が望まれて

いる。英語の音声に触れるのは大切なことであり，その意義はな

んら否定するものではない。

これまでの日本の英語教育は，読み書きが中心で，明治時代の

書生英語に起源を持っているかのような印象である。筆者の時代

も大学受験のために，ひたすら読解に励んだものだ。英作文や文

法もあったが，比重はやはり読解に置かれていた。大学に入って

から原書を読むことが要求されていた時代であったので，読解中

心の英語教育にもそれなりの理由があったのである。

近年，英語を何年も勉強しているのに英語が話せないという批

判から，教科書も会話表現が中心になってきているようだ。コ

ミュニケーションは会話からということで，それももっともなこ

とである。

ただし，会話中心では，日常会話程度のことはできても，その

先の高度な内容は話せない。高度な内容を話すためには，どうし

ても読書が欠かせない。英語の読書，つまり読解が必要になって

くるのである。

会話だけなら，旧英米の植民地である，フィリピンやその他の

v

アルファベットの読み方

英語とは少々違う。太字の部分が要注意。

a常に�ア�。[a]。

b英語と同じ[b]。語中では破裂音ではなく，摩擦音になり，

発音記号では[β]と表記されるが，あまり気にする必要は

ない。

ca，o，uの前では[k]，i，eの前では英語の無声のthの[θ]

（中南米では[s]）。

ch�チャ�行。[ʧ]。

d語頭では[d]，語中では英語の有声のth[ð]で発音される

ことが多い。語尾では[ð]と発音する直前で止める。[ð]

で表される。

e常に�エ�。日本語の�エ�とだいたい同じ。[e]。

f英語と同じ[f]。

ga，o，uの前では[g]。ただし，語中では破裂音ではなく，

摩擦音になり，[ɣ]と発音記号では表記されるが，あまり

気にすることはない。i，eの前では強い�ハ�行音。発音

記号では[x]。中南米では日本語と同じような[h]。

h発音しない。歴史的な経緯でhのつづりが残っている場

合もある。

i常に�イ�。[i]。

j強い�ハ�行音。発音記号では[x]。中南米では日本語と

同じような[h]。

xii

1.あの蓄膿症のような発音が気持ち悪かった。きれいでい

いというのが大方の印象のようだが。�オ�と�エ�の間

のような変な母音が気持ち悪い。rの発音が変。英語の

巻き舌音でもない。むしろ[g]に近い感じである。

2.数の数え方が変態的(?)。69までは普通だが，70は

sixty-tenのような言い方になる。79はsixty-nineteen。

80はfourtwenties。99はfourtwentiesnineteen。これ

では計算できない。

3.読まない字が多い。語尾の子音字は飾りのようなもの。

たとえば，車の�ルノー�はRenauldと書く。�鳥�をあ

らわす言葉は�ワゾ�と発音するが，oiseauとつづる。

動詞の活用語尾のs,x,t,entは読まない。慣れれば読め

るが，教養のない人は書けないだろう。極めつけは�8

月�。Aoûtと書いて，発音は�ウー�。英語のAugustと

語源は同じなのだが。

4.部分冠詞というわけのわからないものがある。�パンを

食べる�は英語ではeatbreadでよいが，フランス語では

“eatofthebread”のような言い方をしなければならな

い。oftheの部分が部分冠詞というのだが，ofはどう見

ても前置詞ではないか。

その後，スペイン語を第3外国語で取ったわけだが，すっきり

した。理由は次のとおり。

1.発音が易しい。母音は日本語と同じく，5つ（細かい違い

はあるらしいが）。rの発音もまとも。日本語と同じ�弾き

音�。bとvはどちらも[b]で発音される。rrが難しい

ix

どの燃料なので，低燃費が売りの軽自動車の名前としてはいただ

けない。ドイツ語では，このほかに�煙突，シルクハット，鍛冶

場�の意味もあるが，筆者としてはやはり，車の名前の由来とし

てはラテン語の�存在性�が一番ぴったりしていると思う。ラテ

ン語のesseは英語では“tobe”に相当し，essenceの語源にも

なっている。

実用面から考えると，ラテン語の末裔の言語を習うのがいい。

フランス語，イタリア語，ポルトガル語，ルーマニア語などと並

んで，スペイン語も末裔のひとつである。

幕末から明治にかけて，フランスの影響も大きかった。陸軍は

当初はフランスをモデルにしていた（普仏戦争でプロシアが勝利し

てからは，ドイツ陸軍に乗り換えたが）。芸術は言わずもがなである。

明治以降，外国語学習は英語，フランス語，ドイツ語が主体で

あった。このほかにロシアやソ連との関係でロシア語も学ばれる

ようになった。中国語は隣の国ということで，需要はあった。

筆者の出身大学の第2外国語は独，仏，露，中の4つであった。

現在に至るも，スペイン語を第2外国語に加えている大学は，だ

いぶ増えたとは思うが，まだまだ少ないようだ。

大学も経営が厳しくなり，また，ドイツ語やフランス語の先生

の既得権の問題もあるようで，スペイン語を第2外国語に新たに

加えるのはなかなか難しそうだ。

というわけで，筆者の場合，英語のラテン語由来の語彙の習得

に寄与したのは，まずフランス語であった。フランス語もそれな

りにまじめに勉強したのだが，どうにも好きになれなかった。理

由はいくつかある。

viii

k [k]。外来語にしかでてこない。

l [l]。

ll �リャ�行音。発音記号は [ʎ]。�ヤ�行になったり，�ジャ�

行になったりする。

m [m]。

n [n]。

ñ ニャ，ニュ，ニョの子音を表す。ローマ字では ny。発音記

号は [ɲ]。

o 常に�オ�。日本語の�オ�とだいたい同じ。[o]。

p [p]。

q 単独では使わない。qui�キ�，que�ケ�のみ。�クウィ�

や�クウェ�とは発音しない。�クウィ�は cui，�クウェ�

は cueと表される。

r 日本語の�ラ�行音と同じ。舌先で上の歯茎を一度だけ弾

く。発音記号は [r]。ただし，語頭では rrの音になる。

rr 舌先で上の歯茎を連続して弾く。�ルルルル�という感じ。

発音記号は [r̄]。rの音の発音記号と微妙に違う。

s [s]。

t [t]。

u 常に�ウ�。日本語より英語の [u] に近い。

v bと同じ発音に。

w [w]。外来語にしか使わない。

x スペインでは [s] だが，ラテンアメリカでは [ks] となる

ことが多い。固有名詞では，�ハ�行音になることがある。

語頭では [s] 音を表すこともある。

例： Don Quixote（ドン・キホーテ）

xiii

12. saber [saβr]（知る，分かる，できる，味がする） 44

13. poder [poðr]（できる） 46

14. caber [kaβr]（入る，ありうる，することができる） 48

15. deber [deβr]（しなければならない，〜の義務がある，〜に違い

ない，借りがある，支払いの義務がある） 49

16. haber [aβr]（ある） 51

17. tener [tenr]（持つ，取る） 52

18. poner [ponr]（置く） 55

19. querer [kerr]（欲する，望む，愛する） 60

20. hacer [aθr]（する，作る） 63

21. decir [deθr]（言う） 66

22. ver [ber]（見る） 69

23. mirar [mirr]（じっと見る） 71

24. dormir [dormr]（眠る） 72

25. lavar [laβr]（洗う） 73

26. laborar [laβorr]（働く） 75

27. leer [ler]（読む） 76

28. escribir [eskriβr]（書く） 77

29. vender [bendr]（売る） 78

30. vencer [benθr]（打ち破る，克服する，期限が来る） 80

31. perder [perðr]（失う，負ける） 81

32. comenzar [komenθr]（始める） 82

33. correr [kor̄r]（走る） 82

34. creer [krer]（思う，信じる） 84

35. pender [pendr]（ぶら下がる） 85

36. tender [tendr]（広げる，伸ばす，つるす，掛ける，差し出す，横

たえる，〜の傾向がある） 87

37. pedir [peðr]（求める，注文する） 89

38. prender [prendr]（捕まえる，火をつけるなど） 90

39. bailar [bailr]（踊る） 91

xvi
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6sixseis[seis]

7sevensiete[sjte]

8eightocho[ʧo]

9ninenueve[nwβe]

10tendiez[djeθ]

(1)1/uno

unoはトランプのページワン（pageone）で有名である。1だ

けには女性形があり，una。

unoから派生してできた語はたくさんある。

único[niko]：�ただ1つの�英語のuniqueに対応する。

unir[unr]：�1つにする，統一する�unoの動詞形で，英語で

はunite。過去分詞はunido。UnitedStatesはスペイン語では

EstadosUnidos。

EstadosUnidosは2つある。ひとつはアメリカ合衆国で，正

式にはEstadosUnidosdeAmérica。もうひとつはEstados

UnidosMexicanos（メキシコ合衆国）。メキシコの硬貨にはちゃん

とこう書かれている。

EstadosUnidosだけなら普通は�アメリカ合衆国�を指す。メ

キシコでも同様である。americanoはいわゆる�アメリカ人�で

はなく，南北全体のアメリカ人の意味なので，いわゆる�アメリ

カ人�は北米人norteamericano，またはestadounidenseとい

う。estadosunidenseではない。北米にはカナダも含まれるのだ

が，カナダ人にはcanadienseという立派な名前がある。ち
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ではアクセントのあるoはueと変化する場合がある。90や900

はnove-という形になるが，また後で触れる。

(10)10/diez

diezはdeci-という形で英語に入っている。デシリットルの

�デシ�である。1リットルは10デシリットルだが，日常生活で

はミリリットルは聞いても，あまりデシリットルは聞かない。

2.1から10までの序数

次は1から10までの序数を紹介する。序数とは�〜番目�を

表す，rst,secondなどの語である。

基数序数

1uno(una)primero[primro]

2dossegundo[seɣndo]

3trestercero[terθro]

4cuatrocuarto[kwrto]

5cincoquinto[knto]

6seissexto[sksto]

7sieteséptimo(sétimo)[sptimo]

8ochooctavo[oktβo]

9nuevenoveno[noβno]

10diezdécimo[dθimo]

10

cuatroojosと言って，子供がメガネをかけた子をからかうときに

よく使っているが，こちらは姓にはなっていない。

英語の接頭辞に�4，4つの部分を持つ�を言う意味のquadri-

（母音の前ではquadr-）というのがある。これは明らかにcuatroの

変形である。quadri-がつく語はあまりにも多いので，いくつか

紹介するにとどめる。

quadrangle（西cuadrángulo）：�quadr-+angle（角）�から。

�四角形�，�（大学などの四方を建物に囲まれた）中庭�。�四角形�の

意味では，squareのほうが一般的ではあるが。

quadragenarian（西cuadragenario）：�quadra-+genera-

tion�より。�40歳代(の人）�。

Quadragesima（西cuadragésima,cuaresma）：後述する�40

番目�の意味のスペイン語cuadragésimaから。キリスト教の

�四旬節�（40日間）。スペイン語ではcuaresmaのほうが一般的。

これは復活祭（イースター，スペイン語ではpascua）の主日である，

イースター・サンデーに先立つ40日間のこと（ただし，日曜日を除

く）。四旬節の初日は�灰の水曜日�（AshWednesday，西

miércolesdeceniza）。40という数はキリスト教では特別な意味

のある数字である。�40�については後述するが，四旬節はキリ

ストの断食修行を記念するもので，本来，この間は娯楽や美食を

避けていた。生活の必要に迫られていた側面もあるようだが。イ

スラム教のラマダン（断食月）との関連を思わせる。

ちなみに，イースター島のことはスペイン語ではIslade

Pascuaという。
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[triloxa]）。海神Neptuneの三又の矛はtridentという（スペイン語

ではtridente）。こんな名前の専門学校があったような。

しかし，なんと言ってもキリスト教徒にとっては三位一体を表

すTrinityが一番有名だろう。trinityと小文字で書くと，単なる

�三つ揃い�という意味にしかならないが。スペイン語では

Trinidadとなり，人名にも用いられる。少々長いので，愛称は

Triniとなる。�天使のハンマー�“IfIhadahammer”のトリニ・

ロペス（TriniLópez）のファースト・ネームである。辞書を見る

とTrinidadは女性名となっているが，この歌手は男性である。

トリニダード・トバゴ（TrinidadyTobago）というカリブ海の小

さな国がある。国名はスペイン語だが，公用語は英語である。

Tobagoのほうは由来がはっきりしないが，tabacoに由来すると

いう説もある。そうすると，�三位一体とタバコ�という変な国名

になる。

(4)4/cuatro

cuatroはイタリア語ではquattroとなる。スペイン語ではqua

はcuaと書き換えられる。quarterやquartet（カルテット）などが

�4�と関連する代表的な言葉である。

女性ロッカーのスージー・クワトロはSuziQuatroとつづる

が，父親はイタリア系で，もとはQuattrocchi（クワトロッキ）とい

う姓だった。長いので，その後，Quatroと短くしたらしい。イタ

リア語にはquattrocchiという普通名詞があり，これはquattro+

occhiの合成語で�4つの目�という意味である。怪物のようだ

が，そうではなく，単に�眼鏡をかけた人�の意味である。日本

でも同様の言い方があったような。スペイン語でも同様で

6

�数�はスペイン語では númeroという。numberを省略して書

くと，no. となるが，英語しか知らないと，なんで numberにはな

い o が現れるのか分からない。スペイン語で考えるとすぐ分か

る。スペイン語のもとになるラテン語でも�数�は numero で，

no. は最初と最後の文字だけ表記して，まん中ぶち抜きの手抜き

工事である。この númeroの形容詞形は numerosoで，英語では

numerous になる。numeral という，英西同形の語もある。前者

は�数が多い，多数の�という意味で，後者は�数詞�の意味で

ある。

ちなみに，スペイン語の形容詞語尾の -osoは英語では -ousに

なる。famosoに対応する英語は famousである。

1. 0から 10までの基数

それでは，まずは 0から 10まで紹介しよう。

English Español

0 zero cero [θro]

1 one uno (una) [no, na]

2 two dos [dos]

3 three tres [tres]

4 four cuatro [kwtro]

5 ve cinco [θŋko]

2

序数は具体的な人やものを指すことが多いので，女性形になる

こともある。oで終わる語の女性形は語尾を aに変えるだけでよ

い。単数男性形形容詞として使われる場合，primero と tercero

の語尾の oが脱落するので，要注意。

(1) 1 / primero

さて，それでは，まず primero から。首相はスペイン語では

primer ministro だが，英語では prime minister である。簡単に

premierということもある。

ゴールデンアワーは和製英語だが，本来の英語では prime time

という。�一番の（いい）時間�ということである。

小学校はアメリカでは elementary schoolというが，イギリス

やオーストラリアなどでは primary school という。スペイン語

では escuela primaria。単に primaria ともいう。�最初に�行く

学校ということである。初等教育（小学校教育）のことを英語では

primary educationという。

primeroの女性形である primeraは車の名前としても使われて

いる。

(2) 2 / segundo

次は segundo。これは英語の second によく似ているので，す

ぐ覚えるだろう。英語の secondには時間の�秒�という意味も

あるが，スペイン語にもある。英語圏には Secondという姓があ

るかどうか知らないが，スペイン語圏には Segundo という姓が

ある。誰かの�2世�だったのだろうが，誰かが忘れられ，単に

�2世�が姓になったのだろう。
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(7) 7 / séptimo (sétimo)

基数は siete で p が脱落しているが，序数のほうはつづりに p

が残っているはいるが，あまり発音されないので，sétimoとつづ

られる場合もある。�9 月�を表す septiembre も事情は同じで，

setiembreとつづられる国もある。

古代ローマの�七郎�は Septimus。

(8) 8 / octavo

octopus については基数の ocho で触れた。スペイン語では

�タコ�は pulpo という，全然別の語になっている。音楽用語の

�オクターブ�は octavaと女性形になる。1オクターブは 8音か

ら成っているからである。

古代ローマの�八郎�は Octaviusであることはすでに述べた。

�エイトマン�の�東八郎�はスペイン語では Octavio Este と

いったところか。有名な Octavioさんはメキシコの詩人 Octavio

Paz。Pazは英語の peace。直訳は�平和八郎�だが，�平八郎�の

ほうがいかにも実在の人物らしくていいか。

(9) 9 / noveno

これが入っている英単語は思いつかない。古代ローマの�九

郎�は Novenusか。あまり聞かない。

(10) 10 / décimo

décimoは基数の diezで�デシ�リットルに触れたが，このほ

かに�10�に関係する英語に decadeという�10年間�を意味す

る単語がある（スペイン語では década）。

14

第 3章 形容詞（Adjetivos）ほか㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀93

1. 色 94

2. 良し悪し 96

3. 難・易 100

4. 高・低 101

5. 大・小 102

6. 明・暗 104

7. 味 105

8. 遠・近 109

9. はやい・おそい 110

10. 寒暑・冷熱 111

11. その他 113

第 4章 名詞（Sustantivos）ほか㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀117

1. 身体部位 118

2. 4元素（cuatro elementos） 126

3. 動物（animales）関係 129

4. 天体（cuerpos celestes） 135

5. 時（tiempo） 137

6. 鉱物（minerales） 142

7. その他もろもろ（misceláneos） 147

あとがき㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀167

参考文献㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀171

索 引㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀173

xvii

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2

言
語
・
文
化
選
書
3
6

ス
ペ
イ
ン
語
と
と
も
に
考
え
る

⾔語・⽂化選書36 スペイン語とともに考える 2013/02/20 2折-表


